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Opening Speech
Seiichi Kondo Commissioner for Cultural Affairs

開催挨拶
近藤誠一（文化庁長官）

皆さま、こんにちは。文化庁長官の近藤誠一です。本日は第3回の世界メディア芸術コンベンションにお越しいただきまし
て、誠にありがとうございます。今回のテーマはちょっと難しそうではありますが、非常に面白いテーマを設定していただい
たと思います。メディア芸術を切り口として、そもそも批評・クリティークがどうあるべきかということを真正面から問うているテー
マです。これはやや大げさに言えば、人類の歴史の中で非常に重要な問題提起になるのではないかと思います。
人類の歴史はもちろんギリシャ、ローマ等々から始まりますが、当時、すべての知的・芸術的活動は「哲学」
の中に統合され
ていました。しかし17世紀の近代になり、それまでのいろいろな人間の知的あるいは芸術的な作業が、合理主義と二元論
の下でどんどん細分化されて、学問は非常に細かい分野に分かれました。自然科学、社会科学、人文科学とそれぞれの
中で極めて細かく分野が分かれ、各分野の専門家が育ち、真理の追究に向けて非常に狭い、深い分野での研究が進
み成果を挙げました。芸術の分野も、おそらく音楽・美術あるいは文学といった大きなジャンルが、
さらに細分化され、それ
ぞれ狭い分野で、かつ非常に深い芸術活動がされてきたと思います。
しかし、いつの頃からか、そういう細かい分野に入っているだけでは駄目だ、それを総合しなければ結局人間の役に立
たないという気持ちが学問の世界でも生まれてきました。芸術分野ではおそらく、アーティストはもっと早くからそれに気付い
て、その時々に利用可能な技術や技法を駆使して、自分の表現したいものを表現してきました。その結果、今や音楽と映
像と光と色と形を個別に深く追求するのではなく、全部を合わせて、何か自分の表現したいものを表現するという方向へ
来ているように思います。メディア芸術では、まさに音があり光があり形があり色があり、あるいはサイレンスといったものも
意味があるのかもしれません。人類が物事を総合していく方向の最先端を行っているような気もします。学問や芸術がそ
のような動きにあれば、当然それを常に批評し引っ張ってきたクリティークの在り方も変わってくるのだろうと思います。
狭い分野であれば、例えば生物学なら生物学に適した批評のルールがあって、それを基に評価が行われ、ともすれば
自己満足に陥りがちな学者、芸術の場合にも自己満足に陥りがちなアーティストを批判し、建設的に正しい方向に、より高
い方向に引っ張っていく役割を果たしてきたと思います。このようにおそらく分野ごとに、それぞれの批評のルールがあった
ような気がします。しかし、今のように物事が総合されていくと、全体をどうやって批評していくのか、どういう手法で客観的
に誰にでも通用するような切り口で批評を行い、アーティストや学者の作業をある意味で批判しサポートしていくのか、そこ
が問われているような気もいたします。
そのようなことを思い起こし、これは面白そうだというのが「批評」
を取り上げた今日のコンベンションだと思います。これ
からいろいろな議論が出てくると思います。結論が出るかどうかはわかりませんけれども、皆さんのそれぞれが今、私が申
し上げたようなことを考えていく上で、有意義なヒントが得られるのではないかと思います。ぜひリッチな議論がなされて、皆
さんが何かを今日この会場から持ち帰り、明日以降、あるいは今晩以降の皆さんの芸術活動その他に何か役に立つもの
になることを心から祈念いたしまして、冒頭の開会の挨拶とさせていただきます。実りある一日となることを心から願ってお
ります。どうもありがとうございました。
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Distinguished guests, ladies and gentleman thank you very much for coming. My name is Seiichi Kondo, the
Commissioner for Cultural Affairs. I would like to say a few words on behalf of the host at the International
Convention of Manga, Anime, Game, and Media Arts 2013. The theme of this convention is rather difficult
but very interesting. Looking at things from the media geijutsu or Media Arts, to think about how criticism
should be carried out. I believe that this is going to be a very important issue that we will be discussing.
If we look back upon the history of man, we should start from the Greco-Roman era, where all intellectual
and artistic works were integrated in “philosophy.” In the modern era since the 17th century, there had been a
lot of artistic and intellectual activities that were developed and segmented under nationalism and dualism.
We have natural, social sciences and humanities. Within each, we have very segmented domains. Experts have
developed in each of these areas and research on very narrow in-depth areas has progressed.
Perhaps equally in the area of art, we have main genres such as music, art, or literature. These have been
segmented into smaller areas and in those narrow areas; in-depth artistic activities have been carried out.
However, from some time ago, it was considered not just good to be in a very narrow or deep area. It
would not be useful unless we look at things from comprehensive points of view. That had been the case
for the arts as well. The artists have noticed this from much earlier on, and they have used all available
technologies and skills to try to express what they wanted to express. As a result, artists use sound, images,
light, color and so forth, not trying to develop each of them further and deeper. They liked to use all of them in
order to express themselves fully. Media Arts is a good example because it has sound, light, color, and shape.
It even has silence. I believe that the art is at the forefront of human beings trying to express things in a
comprehensive way. If that is happening in the academic world and the art then the critique that has led them
will accordingly have to invent their own way of dealing with them.
There will be appropriate rule to make a critique in each narrow area. The critics through criticism could
help scholars and artists constructively elevate themselves who otherwise would easily become complacent.
I believe that there were some rules in each of these areas but when things are getting more comprehensive
then how could we criticize them and what kind of methodology should be used so that they can be criticized
objectively. How could we support scholarsʼ and artistʼs work through appropriate criticism?
I believe that this convention the topic of which is critique is going to be very interesting. I believe that
we will be hearing a lot of interesting arguments. I do not know if we can arrive at a conclusion, but I hope
that you will be able to get a very useful hint out of this convention. I also hope that we will have a rich
discussion so that you will be able to take back with you some useful insights that can be of some help to your
art activities in the future. With that I would like to close my opening remarks. I hope that this day is going
to be a very fruitful one for everyone. Thank you very much for your attention.
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この
「メディア芸術コンベンション」
は2011年に第1回が開催されて以来、今回で3回目を迎えます。私はその1回目から座長
として企画や立案を担当してきました。この仕事自体は確かに文化庁からの依頼を受けて始めたものですが、文化庁や国
から、会議の内容や方向性に関しては、意外なほど何の指示もありませんでした。従って、逆に言うと、この会議の内容と方
向性に関しては私が最終的な責任を持っているということになります。
今回初めて参加される方もいらっしゃると思いますので、この会議そのものの成り立ちや位置付けについて、あらためて確
認するところから始めたいと思います。現在、隣の国立新美術館で、文化庁が過去15年間にわたって開催してきたメディア芸
術祭が行われています。この会議は、そのメディア芸術祭という催しと、密接に関係するものとしてスタートしました。しかし、メ
ディア芸術祭に出展される個々の作品について議論することを意図したものではありません。ましてや、国際的に今人気があ
る日本文化としてのマンガやアニメ、ゲームをプロモーションするための会議でもなければ、それらを
「芸術」
の地位に昇格さ
せることを意図したわけでもありません。
この会議において話し合いたかったことの一つは、むしろこのメディア芸術祭のようなイベントが、今日の文化の中で一体
どういう意味を持っているのか。あるいは、
こうした催しがカバーしている文化領域は、伝統的な芸術文化、例えばファインアー
トとしての美術や日本の伝統芸能といった従来の芸術と、
どういう関係にあるのか。そして、
そもそもこの、英語には翻訳の難
しい
「メディア芸術」
という概念は一体何を意味しているのかという、原理的、根本的な問題が、このコンベンションのテーマと
なったわけです。つまり、このメディア芸術コンベンションは成立の当初から、メディア芸術祭に従属する会議ではなくて、現実
に行われているメディア芸術祭から少し距離を取りつつ、その背景について考察するという試みであり、営業的・戦略的な立
008

場ではなくて、むしろ批評的というべき立場を取ってきたと言うことができると思います。

―
過去2回の議論を踏まえて

2011年に行った第1回には、
「『メディア芸術』
の地域性と普遍性」
というテーマを設定しました。
「メディア芸術」
というこの翻訳
不可能な日本語の言葉、それ自体を問題にしました。しかしそこでは、
「メディア芸術」
という言葉について、それは何か文化政
策上の必要性からつくられた中身のない概念だと非難することが目的であったわけではありません。むしろ、
このような言葉
がつくり出されねばならなかった状況、芸術と文化の今日的な状況を議論の俎上に載せて、それを私たち全員の問題とし
て、かつ世界的な文脈において考察しようというのが意図でした。言い換えれば、メディア芸術という概念を、あえて真正面
から受け止めるという作業を通じて、私たちを取り巻く芸術文化の変容をあぶり出そうとする批評的な試みであったと言える
と思います。
コ モ ン ズ

去年行った第 2回は「想像力の共有地― 現代社会はマンガとアニメーションによって何を共有しうるのか」
というテーマを
0

0

0

0

考えました。この2回目の会議の目的は、マンガやアニメーションについて話すことではなく、マンガやアニメーションを通して、
あるいはマンガやアニメーションとともに、私たちは何を共有できるのか。つまり、文化と社会の関係に対する問い掛けを行
おうとしたわけです。多くのマンガやアニメーションはご存じのように、ファンやマニア、オタクといった支持者がいて、そこで形
成されるグループは非常に狭いカルト的な集団から、世代や性別をまたがった比較的広い受容層まで、さまざまな形で存
在しています。
そうした状況に対して、この会議で問い掛けたかったことの中心的な問題とは、言ってみればマンガやアニメーションに対
0

0

0

して、その支持者、ファンなどが特にそれにコミットしている、
そういう関わり方以外の関わり方はできないのだろうか、不可能な
のだろうかということです。支持者以外の関わり方というのは、
まさにそれらの領域に対するある種の距離を取った批評的な関
わり方、その可能性を問うものでした。
こういう過去2回の議論の成果を踏まえつつ、今回は「異種混交的文化における
〈批評〉
の可能性」
というテーマを掲げま
した。つまり、これは過去 2回においてもさまざまな議論が、最終的にはそこへ収れんしていった、現代の芸術文化における
批評の可能性という問題を、今回は最初から明示的に取り上げることにしたということになります。ただ、批評の可能性といっ
ても、
「メディア芸術」のような言葉を必要とするまでに複雑化した現代の芸術文化の状況においては、批評活動が有効に
働くために、私たちは従来の批評モデルに固執していてはいけないとも思っています。ですから、批評の復興、批評の再生
などといっても、それは過去と同じものをもう一回復活させるというような意味であってはならないし、そんなことはそもそもでき
ないと思っています。
そこで今回は、批評的な言説を、以前はある種、日本でなぜ近代的な批評的言説がなかなか定着しないのかという議論
をするときに、そういった批評というものの在り方を弱体化させる条件の一つだと見なされていた、文化的な雑種性、異種混
交性すなわちハイブリディティという条件の中に、むしろ新たな批評的実践の可能性を探ることはできないだろうかという問い
掛けが、この3回目のテーマであるということができると思います。そこでこうした批評の可能性について考える前に、この雑
種性、
「異種混交的文化」
という言葉によって、一体何を言い表そうとしているのかについて、私の考えをまず述べておきたい
と思います。
―
「メディア芸術状況」
という造語
ここで、この議論のために
「メディア芸術状況」
というタームをねつ造してみたいと思います。これは先ほどから述べている
「メ
ディア芸術」
という語をつくり出すことを余儀なくさせた、変容した現代の芸術文化のありようを言い表すためにつくった呼び
名です。これを広めようという気はないのですが、
ここで議論のために仮にこういった言い方をしてみました。マンガやアニメー
ションやゲームに、
「そういうものはどうせ単なる使い捨ての文化的消費財であって、耐久的な美的価値などは存在しない」
な
どと言う人は現代ではおそらく少ないと思います。ですが同時に、このマンガやアニメーションやゲームなどのエンターテインメ
ントの文化を、
そのまま従来の芸術という概念の中に包摂することにも、多くの人はまた無理を感じていると思うのです。そこで、
この
「メディア芸術」
というような言葉をつくって、古い芸術的価値との間に緩やかな関係を保ちつつ、新しい領域をその中で
扱う。それが今起こっていることだと思っているわけです。
「メディア芸術」
の中の
「メディア」
という言葉も、第1回のコンベンションのときに非常に問題になったのですが、
「メディア芸術」
の
「メディア」
とは何なのかということです。この仕事をしてきて、この2年間で私にわかってきたことは、このメディア芸術の
「メディア」
という言葉は、マスメディアやデジタルメディアということではなくて、マンガやアニメーションやゲームのような文化を従来の理解
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（mediate）
における芸術へと媒介する
するために付加されている言葉だということです。つまり、
「メディア芸術」
の中にアート部門

というものがあり、そこでは、メディアアートという非常にファインアート的な作品が扱われていますが、この
「メディア芸術」
の中に
ファインアートに属するメディアアートという領域が含まれていることと、この
「メディア芸術」
の言葉の中に、
「メディア」
という語が含
まれていることは、同じような働きをしていると思うのです。つまり、私が「メディア芸術状況」
という造語をつくって名指したいの
は、
こういう従来の分類の秩序が成り立たなくなって、カテゴリーの階層が混乱しているような状況、これはわれわれみんなが
置かれている文化状況だと思いますが、そのために、現状に合わせて何かを名付けようとすればするほど、何か内実の乏し
い空疎な呼び名を捻出せざるを得ないような状況のことです。
けれども、私が
「メディア芸術状況」
と呼んでいるものは、何も特殊な、奇形的な事態のことではなく、現代文化そのものを取り
巻く状況であるとも思うわけです。例えばこの会議には大学関係者の方もたくさんいらしていると思いますが、
その文脈で言う
ならば、大学の改組や新設される学部や学科などの名称を考えてみると、やはりこれも一見、何も意味していないような言葉、
そして英訳も不可能なような言葉によって現状を言い表さざるを得ないような状況に陥っています。例えば私が以前働いてい
た大学の
「マネジメント創造学部」であるとか
「現代人間科学部身体環境共生学科」
「シティライフ学部」
、私の前任校である
「情報科学芸術大学院大学」
など、こういうことをからかって言う人は
「キラキラネーム」
と呼ぶのですが、そうした命名を大まじ
めにしているという事態です。実例を出すと語弊があるかもしれませんが、私は別に個々の大学や学部名を揶揄するつもりは

セッション
基調講演

1

1

なく、
その背後にある言語の状態のことを言いたいわけです。私はこうしたことすべてを含めて、ここでは
「メディア芸術状況」
と
呼んでみたいのです。つまり、そこにある根本的な事態とは、言葉というものが信用されていないというか、言葉には意味があ
る、そして意味には本質があるということが認められていないような状況です。言葉というものが、そこではむしろ表層的で流
動的な記号として扱われ、
その組み合わせによってさまざまな効果を生み出すような部品のように扱われています。
しかし、よく考えてみると、これは決して現代に限られた現象ではなく、より広い視野から見ると、この日本語という言語環境
そのものの特徴である、少なくとも一つの側面であると言えると思います。
「メディア芸術状況」
と私が呼ぶのは、こうした日本語
の中に本来備わっていた記号的流動性、よく言えば組み合わせの自由度の高さ、あるいは恣意性、意味の表層性といった
性質が、かつてはお堅いものが好まれていた公共施設や金融機関の名称などに、やがては影響を与えるようになり、そして、
ついには明治以来、欧米中心の言語的規範が非常に強かった、大学教育や芸術文化といった領域にまで及んできたとい
うことだと思います。
こうしたことが、
「メディア芸術」
という語がつくり出された背景にあると私は考えています。
「メディア芸術状況」
というちょっと無
理な造語をつくって述べてきたのは、現代日本の文脈においては、文化的な異種混交性を考えるときには、こうした認識
が不可欠だと考えたからです。文化的な異種混交性、あるいは異種混交的文化という言葉は、それ自体ではさまざまなこ
とを意味し得ると思います。普通の意味では、近代の日本文化のようなものは世界の他の文化と比較すると、特に異種混
交的とは呼ばれないかもしれません。他のアジアやラテンアメリカ、アフリカの旧植民地といった国々や、多民族・多言語を擁
するような国の文化と比べると、日本文化は、むしろ言語的にも地域的にも画一性の高い文化と見えるのが普通ではない
かと考えます。
―
今の状況を支える重層的な文化主体
本会議のテーマにおいて、現代日本文化をあえて
「異種混交的」
と呼んだのには、実は理由があります。いわゆる旧植民
地の社会や階級的な特徴が強い社会においては、特定の文化とそれを享受する集団との間に、その出自や富や教育の程
度といったものによって、比較的はっきりとした区別があります。ですから、異種混交的といっても、それはその国や社会がさま
ざまな文化をその中に内蔵しているということであって、一個の文化的な主体としての人間の中に、
「異種混交性（ハイブリディ
ティ）
」
が存在しているという意味ではないと思います。

それに対して、近代の日本、とりわけ戦後の日本文化においては、むしろ一人の人間の内部に、さまざまな起源を持つ文
化的アイデンティティが書き込まれ、上書きされている。それによって重層的な文化主体が大量に生み出されていて、それが
ひいては今の状況を支えている、
「メディア芸術」
というものも支えていると思えるからなのです。簡単な例を挙げると、私の研究
者仲間の中には、ギリシャ哲学やドイツ古典哲学を専門とする研究者が、同時に萌え系アニメのオタクであったり、美術史学
の専門家が韓流ドラマにはまっていたり、フランス現代思想を大学で講じる教授が、毎朝、何時間もネットゲームをやっていた
りということが、
それほど違和感なく受け入れられるということでもあります。
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このことはしばしば指摘される、日本における文化受容者の階層的構造にも関わっています。これは前回のコンベンション

のときにも、社会学者の小熊英二さんが講演の中で指摘されたことだと思いますが、欧米社会に比べて日本では高度な
学問や芸術文化を受容する階層と、大衆文化、サブカルチャーを受容する階層とがはっきり隔離されていなくて、かなりの部
分がオーバーラップしています。別な見方をすると、それは比較的高いリテラシーを持つ文化的な受容者が中心部にかなり
多く存在していて、ずば抜けた教養を持つ超エリート階層もほとんどいない代わりに、リテラシーの極めて乏しい最下層も比
較的少ないのです。つまりトップもいない代わりにボトムもありません。比較的小さな差異を持つ集団が真ん中あたりに大量
に存在しているというようなイメージです。
さて、こうした状況を踏まえた上で、批評の可能性とは何か、考えてみたいと思います。それは、批評というものをボードレー
ルとかT.S.エリオットとかヴァルター・ベンヤミン、そういうわれわれがこれこそ批評だと思ってきたもののモデルで、なおも考え
ることができるだろうかということです。実はこの会議には最初、一つの企画として、
「October」
という有名な批評雑誌の編集
長をしていたハル・フォスター氏、これは後から登場いただく室井尚さんと私がだいぶ前に日本語に共訳した
『反美学』“The

Anti-Aesthetic ”という本の編者でもあるアメリカの批評家ハル・フォスター氏をお呼びする計画があったのですが、現代にお
いて活躍している彼も、やはりそういう意味ではモダニスト的なハイカルチャーとしての批評文化の系譜に属する人であるわけ
です。そういう近代的でモダニスト的な批評家像とは一体どういうものかというと、幾分ここで乱暴に単純化してイメージを描
写してみるならば、消費文化や資本主義的な文化から距離を取り、あえて社会の周辺や異世界との境界、あるいはそこに
いる人々に共感を持ち、マイナーな存在にコミットメントして、自分自身の内的な理想と、幻滅を起こすような現実との間に引き
裂かれた、一種のメランコリーの状態を堪え忍びながら、新たな芸術的な試みや都市の変容、日常生活の細部の中に希
望の兆候、救済のしるしのようなものを読み取っていくような、そういう存在としてモデル化できるのではないかと思います。
仮に、これを
「ベンヤミンの亡霊」
と言ってもいいかもしれません。こういうモダニスト的な批評家の
「亡霊」
が、近代日本にお
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ける批評や批評家のイメージにやはりまだつきまとっていて、それは現代の細分化された、専門化された文化領域の内部に
おける批評活動や、サブカルチャー批評、オタク批評のようなものの中にも、非常に極小化された形で反復されているので
はないかと思っています。
ここで誤解されたくないのは、私は現在行われている実際の批評的実践について、その個々の内容がつまらない、批評家
が無能だということを言っているのでは全くありません。また、ここで「批評」
という言葉で言っているのは、職業的な批評家の
書くテキストのことだけではなく、学問的研究や作品の制作活動、つまり表現活動そのものの批評性、日常のおしゃべりなど
の中にも含まれている、言語そのものの持つ批評的な働きについてです。私がここで問題にしているのは、批評的なもの一
般が置かれている社会的文脈、批評行為が置かれている、そもそもの枠組みやそれが果たす機能であるわけです。
それでは、先ほど取り上げた異種混交的文化という条件の中で、新たな批評の可能性を自分としてはどのように考えてい
るか。このコンベンションが始まる今の段階でどんなイメージを持っているかを最後にお話しして終わりたいと思います。
―
“out of place” になること
一昨年、京都の嵯峨野の大覚寺で、私の友人であるジャン＝ルイ
・ボワシエを含むフランス人のメディアアーティスト3組が参
加した“out of place”という展覧会がありました。その冊子に私は文章を寄せました。このタイトル“out of place”というのは、
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普通は「場違い」
というような意味だと思いますが、場違いなことをするという点に、私はある意味、批評的な言語の働きの希
望を見出したいと思っているのです。私たちは多かれ少なかれ、学会や大学、アーティストでしたら、自分の周囲にある同じ
ような志向を持つアーティストのグループやサブカルチャーの集団、ファンやオタクのコミュニティなど、さまざまな場所に属して
生きているわけです。そして、それぞれの集団のコミュニティの中で、ふさわしい、あるいは、ふさわしいと思われているような
行動や発言をしていると思います。
異種混交的文化において言語の批評的機能を再生させる第一歩は、そうした場所固有の暗黙のルールに従わないこ
と、つまり場違いとなること、“out of place”になること、空気を読まないことではないだろうかと私は言いたい。もちろん、そう
した態度がそのまま批評そのものであるとは思いませんが、批評が可能になるための必要条件であると思います。そんな
ことをしたら、私たちはそれぞれ固有の場所における落ち着いた自分のポジションやアイデンティティを、つまり“in place”な自
分のアイデンティティを失うのではないか、危うくするのではないかと思う人がいるかもしれませんが、私はまさにそういったこ
とが必要だと考えているのです。批評的な発話というのは、その場所にいながら別の場所のことを考える行為です。だから
といって、誰もが逸脱的でノマド的な生き方をすべきだと言っているのではありません。むしろ特定の場所に属しつつも、完
全には属していないようなアイデンティティを持つこと、そのことを言語的に表現できること、率直に言語化できることが重要だ
と思います。
こうしたことは結局、私たちはそもそも誰のために話し、書いているのかという問題に収れんしてくると思います。いわば倫
理的な問題が、そこには絡んでいます。今の消費社会、新自由主義的な社会の中では、たとえ文化や芸術に関することで
あっても、私たちが話したり書いたりするのは、究極的には自己利益のためだと理解せざるを得ないようなことになっていま
す。つまり、作品あるいは文化や世界について、鋭い洞察を示したり、新情報をいち早くキャッチしたり、膨大な知識で読者
を圧倒したり、ちょっと気の利いたことを言って聴衆をうならせたりするのは、語り手や書き手としての自分のポジションを高め
て、有名になったり本が売れたり歴史に名前が残ったりするためだと考えざるを得ません。正直、私もある時期までは、文化
的な活動といっても、結局そういうことに帰着するのではないかと、絶望的な気持ちだったこともあります。
けれども、最近になって、とりわけこのコンベンションの第1回が行われた直後に経験した、2011年3月11日以降は、文化
的発話についてのそうした理解には、もはや何の未来もない、それこそニーチェの言った
「ニヒリズム」
という状況にほかならな
いということを、はっきりと身体的に自覚できるようになりました。私たちが語るのは、この場所ではなくて、どこか他の場所に
向かってであり、批評的な発話とは、そもそも他者に向けられている。その他者とは、今、生きている他の人々という意味だけ
ではなくて、すでにここにいない人、死者たちでもあり、また、これから生まれてくる、まだ生まれていない人たちでもあり、人間
ではない何らかの聞き手に対してであるかもしれません。私は別に利他主義的な理想論を言っているつもりはないのです。
こんなふうに考えざるを得ない理由は、このように考えない限り、私たち自身もまた生き残れないと思っているからです。私た
ちの言語に批評性を回復するということは、その意味で自己保存への努力ということでもあるわけです。批評性というのは言
語の本質に根ざしたものであり、従って、批評の再生とは結局のところ、死にかかっている何かに保護や治療を与えて蘇生
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させるということではなく、言語本来の活動的な状態に戻すということにほかならないと思っています。

大澤真幸

吉岡洋

室井尚

岡田暁生

（モデレーター）

セッション1｜ ディスカッション

メディア芸術状況、
〈批評〉
の死後の生
大澤真幸（モデレーター）／吉岡洋／室井尚／岡田暁生

―

暁生先生です。日本の西洋音楽史ということでは、その全

メディア芸術状況の歴史的ルーツ

体を見ている人として最も信頼できる人ではないかと思い

―

ます。最初に岡田先生から、よろしくお願いします。

大澤

皆さん、こんにちは、大澤真幸です。今日の第

岡田

4点ございます。吉岡先生のお話の要点は、日

1セッションのモデレーターを務めます。私はこのコンベン

本人というのはそもそもハイアート、それからアンチ・ハイアー

ションにお招きいただいたのは初めてです。専門は社会

トというかポピュラーアートが、社会階層とあまり分かれてい

学なのですが、私はこういう新しいメディアやそれを基にし

ないということだったと思います。戦前は少し別でしょうが、

た芸術が、どういう社会的な背景から出てきて、あるいは

少なくとも今日では一人の美学者が、一方でギリシャ哲学

社会の中でどのような意味や機能を持つかということに興

のプラトンをギリシャ語で読みつつ、それが終わるとテレビ

味を持って、研究もしてきましたので、呼んでいただけたの

ゲームに興じるという事象が平然と起きる。欧米でもこうい

だと思っております。

う状況は以前に比べると相当進行していますが、とにかく

吉岡先生のキーノートスピーチを受けて、これから簡単

こういう複文化的な状況というのを、おそらくわれわれは

なディスカッションをします。パネリストの先生をごく簡単にご

むしろ積極的に出発点とするべきではないか、そういう状

紹介しておきます。まず室井尚先生です。室井先生は美学・

況の中にわれわれはいるということを、まず認めることか

哲学のご専門で、新しい芸術の動向やサブカルチャーな

らしか、批評の再統合のようなことは生まれ得ないだろう

ど、普通は哲学者は扱わないような現象にも早い段階か

という話だったと理解しました。

ら注目しながら、ご自身もそういう芸術にコミットしていくとい

まず雑感めいたことから言いますと、私はこういう日本人

う活動をなさってきました。次が、西洋音楽史専門の岡田

の複文化性はある意味、戦後のエリートサラリーマン文化
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セッション
ディスカッション

1

とちょっと通じているところがあるのではないかと思うので

とするとメディアアートの遠いルーツはダダイズム、あるいは

す。東大や京大の法学部などを出て大企業にエリートとし

ミュージック・コンクレートのようなものかもしれない。またア

て就職するような人たちは一方で、自分たちのエリート性を

ニメだったら、19 世紀のジオラマやパノラマ、あるいは18世

担保するものとして、教養というものを持っておかなくては

紀のオートマタなど、ああいうものはいわゆるキャラのような

いけませんが、特に管理職などの立場になると、忘年会

ものの遠いルーツかもしれません。このように歴史に接続

のようなところで、現地採用の方々や高卒の方、労働者の

させるということは、私はとても大事なことだと思います。確

方と一緒に裸踊りだってできなければ、組織はもたないと

か、東大の日本美術の辻惟雄先生の素晴らしい著書、
『日

いうような部分もあります。つまり、必然的に日本のエリート

本美術の歴史』
という大部の本がありますが、あれは最後

は、両方を持っている必要があったのかもしれません。そ

の章はマンガで終わっていたはずです。若冲とマンガを総

ういう文化の名残が、例えば東大生や京大生などは文化

合するという本当に素晴らしい試みだと思います。ああいう

祭になると、やたらバカをしたがるといったことだったりする

試みをもっともっとするべきであろうと思います。

のかもしれないですが。
私は別にそれを悪いとは言いませんが、これが下手を

メディアアート、
マンガ、アニメ、テレビゲームの何か共通分母

するといわゆるハイアートに対する教養というものもしょせん

として概念を考えるとしたら、
「白物家電芸術」
という言い方

お飾りで、
「バカもできますよ」
というのもまた方便かつ飾り

ができるのではないかと、ちょっと思いました。それはどう

というような、結局どっちにも根のないデラシネのようにな

いうことかというと、
もともと芸術の素材というものは、木で

りがちな危険があると思うのです。やはり私としては、どち

あり石であり、動物の皮や内臓だったでしょう。楽器などは

らの文化にものみ込まれている
「私」
というものの共通の

動物の皮や内臓をすごく使います。そういうものが芸術の

根っこを探りたいという気がします。それが第1点です。

マテリアルの第一段階だったとしたら、その次に、金属段階

それから、第2点です。つまりこういう複文化的な状況を

というのが来るのです。ただし、金属というのは、少なくと

加速したのは、
「学び」
ということの機能主義化であったろ

も、ヨーロッパでは長い間、ある意味、劣等芸術のように

うかと想像するのです。簡単に言うと受験勉強、点を取っ

思われていて、例えばベンヴェヌート・チェッリーニというルネ

た者勝ちというような機能主義です。これは「学びの技術

サンスの彫金師は、彫刻師のミケランジェロのような石を

化」
と言ってもいいかもしれません。人文科学に比べて、自

使う芸術家と比べて、格が低いと思われていました。しか

然科学は、はるかに機能主義的なところがあります。日本

し、金属もまた、
もはや19世紀になると、例えばグランドピ

の戦後の教育というもの、あるいは理科系中心的な教育

アノは金属なしではやっていけないというように、完全にハ

システムのようなことも関係があるかもしれませんが、それ

イアートの不可欠の素材になる。

があたかもギリシャ哲学を、テレビゲームをするかのように

そしてその次に来るのがプラスチック、電気で動くプラス

研究してしまうような文化を、ひょっとしたら加速しているの

チック製品の段階だという気がする。長い間ハイアートの人

かもしれません。

間は、プラスチック製で電気で動くものを、蔑視してきまし

このように分裂している
「私」
の共通の根を探したいと思

た。端的に言うと、例えばジャズというのは長い間、アコー

うときに一番手堅い道は、たぶん、歴史と接続することで

スティックにものすごくこだわっていました。プラスチックを

しょう。それはどういうことかと申しますと、吉岡先生も先ほ

多用するエレキ楽器は絶対に使わないということです。こ

どのお話の中で、
「メディア芸術」
というのは大変奇妙な用

ういう事情が大きく変わるのは、私が思うに1972 〜1973

語で、その中にはハイアートとしてのメディアアートのようなも

年です。この時代は「ジャズが死んだ」
と言われて、従来の

のも入るけれども、同時にそこにはマンガやアニメやゲー

優秀なジャズミュージシャンが、いわゆるフュージョンのほう

ムまで入る、そしてこうしたネーミングがされることの意味合

にどっと流れはじめる時代です。ものすごくうまいチック・コ

いを、まじめに考えるべきだと示唆されました。それとも関

リア、ウェイン・ショーターといった人たちが、
もはや電気楽器

係すると思うのですが、こういうものが一体どういう歴史的

で商業音楽をやるということを全く躊躇しなくなります。こ

ルーツを持っていたのか、歴史的に一体いつ頃から、どう

れは同時に、芸術音楽のほうでは、アバンギャルドの死で

いうふうに、どこから出てきたのかということを調べることは

あったわけです。

とても大事だという気がするのです。
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最後にあと一つ、私はこういう一見ごちゃ混ぜに見える

これを象徴する端的な出来事は、戦後アバンギャルド

いろいろなところにルーツは求められるでしょう。マンガ

音楽の闘士であったピエール・ブーレーズが、1971年を境

はおそらく19世紀の新聞、あるいはドーミエのような風刺

に指揮者に転向してしまうことです。これは芸術の世界に

画家あたりが、遠いルーツかもしれません。それから、
ひょっ

おける新自由的主義的なものと関係あるのではないかと

思うのです。つまり、ブーレーズにしても、わけのわからない

審査員奨励賞を出したりしているという仕組みのイベントで

前衛音楽を書くよりも、指揮をしたほうがもうかるに決まっ

す。それがすごく奇妙なのは、吉岡さんが問題にしたよう

ているわけですから、明らかに金もうけのほうに移ったわ

に
「メディア芸術」
という言葉はちょっと翻訳不可能なのでは

けです。おそらくわれわれが直面しているような新状況の

ないか。海外の人には
「マンガとゲームとアニメとメディアアー

遠いルーツ、遠いけれども直接のルーツは、あの頃にある

トの展覧会」
と言わないと伝わらないのではないかという

のではないかと最近よく思います。

ことで、最初は違和感のようなものが非常に強かったので

岡田先生、どうもありがとうございました。一つ

す。しかし、何回も展覧会へ行ったり、みんなでしゃべって

のキーノートスピーチぐらいの内容のある、なかなか面白い

みたりすると、
この非常に奇妙な感じがするという状況、違

お話でした。

和感こそが、今のわれわれにとって実はリアルなのではな

大澤

私は社会学をやっているので、最初のほうのお話は特
に関係があるのですが、社会階層という問題ですね。日

いかという気がしてきたというのが、
「メディア芸術状況」
という
言葉で、
吉岡さんが言おうとしたことだと思うのです。

本と海外のメディア系状況を比べたときに、一番違うのは

私も大学の教員をしていますが、それほど専門以外に

階級や階層の問題なのです。例えば私も海外のサブカル

教養があるわけではなく、クラシックはあまり知りません。

チャーについての実証研究はずいぶん読みますが、アメリ

普通にマンガを見たり、テレビを見たり、よくわからないダ

カやヨーロッパの人は、まずそのサブカルチャーがどういう

イエット商品などをつい通販で買ってしまったりするわけで

階級的基盤を持っている人たちに受け入れられているか

す。そういうときに全く批判的な意識は働いていませんし、

ということを、論文にたくさん書きます。日本だとマンガを読

こういう状況はメディア芸術祭と同じで、一つ一つはよくつ

んでいる階層はどうかということは、研究できないことはな

ながらないものが一人の人間の中に同居（ハイブリッド）
してい

いですが、あまり面白い結果は出ないと思うのです。ほと

ます。つまり、
「メディア芸術状況」
やメディア芸術祭は私たち

んど、どんな階層の人でもたぶんマンガを読みます。若干、

自身なのではないかという気持ちを持つようになりました。

年齢の違いはあるかもしれませんが、収入や学歴とマンガ
の需要とはほとんど関係ないでしょう。

そうすると、このメディア芸術祭について奇妙なものであ
ると考えるのではなく、われわれ自身がまさしくこういう状

もう一つだけ言っておくと、フランスの有名な社会学者

況に生きている、それをどういうふうに楽しく、面白くしてい

ピエール・ブルデューの代表作に
『ディスタンクシオン』
、英語

くことができるかというように考えたほうが、生産的なので

で言うとDistinction、区別という有名な本があります。こ

はないかと思えるようになってきたわけです。その一つの

れは今、言った階級の区別が、どんなに細かくフランスで

キーワードが、
「異種混交性（ハイブリディティ）」、ハイブリッドや

は分かれているか、例えばベートーベンを好きと言うかド

ヘテロジニアスというような言葉です。異種のものが同時に

ビュッシーを好きと言うかで、階層や教養がわかってしまう

ある状態というのは、実はクリエイティブなのではないか。今

わけです。ヨーロッパでは芸術の享受と社会階級が非常

はまだそのクリエイティビティというものが開花していない状

に結び付いているのです。日本の場合、そこまでのことは

態にあるように思えるわけです。

ないのです。むしろ、一見俗悪と言われているものからファ

例えばメディア芸術祭も、4部門が審査員も別で、コー

インアートと言われるもの、どちらも使っているかのように見

ナーもばらばらにあって、全く結び付いていません。これ

せるのが、日本人としては格好いいという傾向もあります。

はエントリー制なので、3千作品以上のエントリーがあるら

ですから、日本的なコンテキストと、ヨーロッパ的なコンテ

しいですが、自分たちがこれをメディア芸術祭に
「出品しま

キストは非常に違うのです。そのことを少し意識してやって

す」
と言った人たちの中で、
その業界の人たちが賞を出して

みたら、面白いのではないかということを思いました。

いるような仕組みが少し問題なのかもしれません。つまり、

―

狭い領域の中でしか評価が行われません。
それから当然、

違和感こそが今のリアル

エントリーするほうは何が出てくるのかわからないので、他

―

の作品とインタラクションできないということです。さらには、
ちょうど隣の国立新美術館で今週からメディア

エントリー制なので当たり前ですが、飛び入りのようなこと

芸術祭という展覧会が開催されていて、
もちろん、私も先ほ

が許されません。何か外部の雑音のようなものが入ってく

ど行ってきました。行くと、何か奇妙な気持ちにどうしてもな

る余地があると、
そこで面白いことが起こるのではないか。

るのです。それはいわゆるファインアートとしてのメディアアー

メディア芸術祭をそれぞれのオタク的な領域の関心の中

トと、
マンガ、アニメーション、エンターテインメントと4部門に

に閉ざしてしまうのではなく、
それぞれの業界や領域の権

分けて、それぞれに審査員がいて、グランプリを出したり

威の人が一方的に評価するようなシステムではない形で、

室井
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面白くしていくことはできないか。
それはもしかすると、
「メディア芸術状況」
という、まさしくわ

ことだと思います。私は
「古い批評のモデル、亡霊にとらわ

れわれ自身が今置かれている問題とつながっているのか

れてはいけない」
と思いますが、私自身は
「亡霊」
をたくさん

もしれません。
「批評」
という言葉が出ましたが、
「批評」では

読んでいます。けれども、何かその
「批評」
という言葉が堅

なくて、何かを言葉にするときに、非常に不自由な感じが

苦しく響いて、邪魔をしているのであれば、今の室井さんが

しています。それはおそらく、批評が弱くなっているというこ

言ったように、別に
「批評」
という言葉でなくてもいいと言わ

とだけではなく、構造的に批評的言語が、今は抑圧され

れたら、確かにそのとおりかもしれないと思います。

ています。つまり、吉岡さんからのお話にもあったと思いま

最初に岡田さんが言われたことにも、お答えしようと思

すが、批評することが、ただの営業妨害や邪魔をするネガ

います。大澤さんも触れた社会階層のことを考えると、例

ティブなことであるというような力が何か働いています。もち

えば私が言った個人の内部にある文化的なハイブリディ

ろん、そこから批評を救い出すことは大事なのですが、
も

ティというのは、必ずしも
「エリートがバカをする」
というようなこ

しかしたら
「批評」
という言葉は、
もう捨ててしまってもいいか

とだけではない。エリートがバカをするということは、逆立

もしれません。大事なことは、言語が持っている本来の活

ちのエリート主義のように普遍的なことで、日本独特のもの

動性を、どんな形であれ、取り戻すことなのではないかと

ではないと思います。

いうように、私は吉岡さんの話を受け取りました。
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生かしておきたいというのはあります。言っているのは同じ

もう少し広い意味でハイブリディティを考えるときに、はっ

―

きりと自分がいるポジション、社会的なポジションや、どこの

現在の批評のアイデンティティ

大学を出たかとか、
どんな組織に属しているかということが、

―

自分のアイデンティティと少しずれているというか、ロールプレ

吉岡

やはり
「批評」
は捨てないで、言葉としてもう少し

イをしているようなところがあると思うのです。私は大学の

先生をやっていても、
もちろん職務を果たそうと努力はする

ショナリズムへ行ってみたり、あるいは妙にイデオロギーが

のですが、どこかで単に役割を演じているだけというような

かったポピュラーなものに対する荷担などではないか。こ

部分も持っているのです。そこをむしろスタートラインにして

れはとても不幸な状況だと思います。その意味でも、一方

考えていくことのほうが、逆に近代的と言うとおかしいです

でポピュラー的なもの、あるいはポストモダン的なメディア

が、岡田さんが言われた共通の根っこに近づくやり方で

芸術的なもの、他方で大文字の
「芸術」
の、
その間の共通

はないかと思うのです。

のルーツを見つけるのが、批評家の仕事だという気がする

大澤

先ほどから、日本における社会的な階級の在

のです。

り方、階層の在り方と、芸術受容の在り方の問題について

あと一言だけ言いたいのですが、批評再考という問題で

面白い問題提起が出されているので、その問題をやや広

すが、
こういう話だと当然、ネットでみんな好きなように批評

めながら言っておきたいと思います。思い切って単純化して

しはじめる、
「1億総批評家」
のような状況をどう思うかという

言えば、日本は確かに今言ったように、あまり芸術の受容

ことがある。逆に言えば、われわれは一応プロのはずな

に階級差がありません。その理由の一つは、
もちろん日本

のですが、プロのアイデンティティを一体どこに見つけるか。

の社会そのものが、あまりはっきりとした階級を持たないと

一昔前は批評家というと、室井さんもたぶんお話しになる

いうことが一番大きな原因です。

と思いますが、結局、本物と偽物を区別して、値段を決め

もう一つの理由は、やはり文化受容における、ざっくば

る人だったわけです。知識があって
「ああ、これは偽物で

らんに言えば後発国、発展途上国であったから。要は西

すな」
「これはいいものですよ」
と。吉田秀和さんなどは、

洋から発した学問や芸術を受け入れて、あるいは魅力を

そのあたりをものすごくうまくやった人です。あの人の言説

感じて、それを受容して、日本の社会はウェスタナイズして

というのは、まさに目利きの言説です。かつては芸術が高

きたわけです。西洋から来るものについて細かな区別は

価だった、例えばオペラのレコードなどになると、当時のお

していないので、西洋から来る19世紀の音楽なら、みん

金で8千円とか1万円で、
ものすごく高かったのです。とな

なありがたいという感じになるのです。芸術における後発

ると、誰が一番、信用のおける目利きかということが、批評

国の問題をどう考えるかを、考えなくてはいけません。芸

活動の実際的なアイデンティティになった。誰が見てもいい

術的な趣味における西洋と周辺国の問題は、あまりにも

というものを、いいと言ってくれる人です。

当たり前の問題なのですが、不問に付されてきたのです。

でも、今みたいにYouTubeからいくらでもダウンロードで

そのことも少し念頭に置きながら、考えなくてはいけない

きるようになったら、目利きなんて要りませんね。自分で見

と私は思うのです。

て、好きか嫌いか判断したら、それでおしまいです。こうい

岡田さんの場合は専門が西洋音楽ですから、音楽とい

うネット状況におけるプロパー批評家の特権性を一体どこ

うのは一番はっきりしています。われわれは音楽をやると

に求めるべきなのか、それを私はある種、歴史的パースペ

きに、江戸時代の音楽の影響などはほとんど受けていま

クティブなのではないかと実は思っているのです。

せん。今のポピュラー音楽と言われるものも含めて、広い

室井

意味でのウェスタナイズされた感受性を受け入れてやって

かな文化を持っているのかというのは、どちらかに決めら

います。そういうことも含めて、音楽というものは、西洋の問

れるのではなくて、たぶんどちらも正解のような気がする

題と日本の問題、あるいはその他の国の問題の一番最

のです。例えば子どもにバイオリンやピアノを習わせる、オ

前線だと思うので、岡田さんからコメントいただいてから、

ペラに連れて行くということをしても、ヨーロッパ人にはなか

議論の突破口を開きたいと思います。

なかかないません。そこだけを見るとすごく文化後発的な

果たして日本が文化後発国なのか、それとも豊

日本における教養の衰退のようなことが言われ

わけですが、地方にも大型の本屋があって、そこへ通って

るわけですが、でも、それは逆に言えば、今、大澤さんの

いる高校生たちがいるのを見ると、文化度が高いような

おっしゃった、日本というのは芸術教養後発国だという状

気もするのです。最近、
それがどんどん崩れていることは事

況が、教養というか高級文化の、世界でも類を見ない、い

実で、大型本屋がなくなって、ブックオフになって、本を買

い意味での大衆化を促した部分はあると思うのです。

うのはアマゾンになっている。アマゾンで買うと、アメリカの

岡田

ただ、私が非常に不幸だなと思うのは、
日本人は文化後

アマゾンに本の税金なども全部行ってしまうそうで、日本の

発国なので、外から来るものに対して、一方で強いあこが

出版業が廃れているという話があります。今の状況は、確

れを持っていると同時に、やはりベースにすごいルサンチ

かに日本の持っていた文化の高さがどんどん壊れていって

マンがあるということです。そして、
そのルサンチマンのはけ

いるという気はするのです。

口が、場合によっては「日本はアニメだぜ」
と、ある種のナ

その一方、先ほど言ったアニメやマンガが、ビジネスモデ
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ルとして輸出産業になるのではないかという形で、
そこに力

ですが、最近は本を書いていなくて、ブログばかり書いて

を入れてくる流れもありますし、クールジャパン政策ですね。

います。あれは無料で誰でも見ることができて、断片的と

今、室井さんと岡田さんが批評という問題につ

言えば断片的で、
しかし、結構面白いのです。私はああい

いてつなげてくれたので、非常に今回のコンベンションの

うネットに書くことを、
もちろん自分では批評的だと思って書

テーマにつながって、面白くなってきていると思います。私

いているのです。紙の媒体に書くときよりも、いいかげんに

は、芸術と批評との関係は、批評は別にあってもなくても

書いているわけでもありません。同じくらい、
もしかしたら、

いい、芸術のただの付属物ではないと思うのです。批評が

もっと責任を持っているかもしれません。

大澤

育って初めて、芸術として成り立つと僕は思います。例えば

なぜかというと、紙の媒体は、編集者がいて出版社が

どこかへ行けば、めずらしい風俗やめずらしい身体表現が

いて、いろいろな段階でチェックされます。だから、紙の媒

あることは当たり前なのです。それに対して、さらにそれが

体に書くときのほうが、むしろ責任を比較的感じていなく

どういう普遍的な意味を持つかということを、他者に対して

て、
「あんなもの書いて」
と言われても、
「いや、あれは出版

言えるということになったときに、初めてそれが意味のある

社がどうしても」
とごまかしが利くのですが。ネットに書くとき

芸術になっていくのだと思うのです。ですから、やはり批評

には、そのごまかしは利かず、全部自分の責任です。そう

というものが育ってこないと、芸術としては育たないですね。

いう意味では、非常に真剣にやっているつもりなのですが、

先ほどの吉田秀和さんのようなかつての批評家は、目

いわゆる商業行為ではないし、むしろブログの管理手数料

利きなわけですが、彼らは西洋的な感性をいち早く身に

を私が払っているわけです。ではそういうことは、何なのだ

付けていたのです。そういう人が当時は、ごくわずかしかい

ろうと。確かに本を書くと批評家らしいですが、おそらくは、

なかった。その場合は、まだヨーロッパ的な批評の言説

もっと断片化された形で、別な形の批評形態はすでに

というか、批評のクライテリアを内面化した一部の知識人

いろいろなところで広がっているのではないでしょうか。け

が、
日本で批評というものをやっていたわけです。

れども、今のところは、ネット上の批評的活動はばらばらに

それも今では市場の論理の中で衰退してきていて、そ
の中で日本では新しいメディア芸術的なるものが出てきた

のは、まだ弱いのです。そんなことを今、思いました。

として、
それが意味のある芸術になるためには、今度は独

室井

自の批評というものがそこから生まれるかどうかが、賭けら

るに、吉田秀和でも小林秀雄でもいいですが、目利き的

れているときだと思うのです。だから、たくさんマンガが出

な人はもはや要らないのです。でも、いないと困るのです。

てきて売れているだけでは、ちょっと足りなくて、それをさ

それこそ、
どの作品がいいのかわからなくて困るので、ネッ

らに一つの言語として、言語化する批評が育つかどうかと

トの評判みたいなものを見るしかなくなるのです。

いうことが非常にポイントだと思うのです。そういうことを吉

それはすごく大事なことだと思うのです。要す

前にそういう話を聞いたのは、90年代の終わりくらいか

岡さんのキーノートスピーチは言っていたのではないかと、

ら、映画評論、映画批評が衰退しました。要するに、
マー

私は理解しているのですが、いかがですか。

ケティングと批評が完全に切り離されてしまって、市場がそ

ええ、基本的にはそういうことです。私も、批評

のまま自立的になってしまったのです。おそらく音楽や美術

というのは別に付随的なものではないし、たぶん、この4

についても、それと似たようなことが起きているのではな

人が「批評」
という言葉によって理解しているものは、みん

いかと思うのです。批評が介在しないで、
マーケティングだ

な少しずつ違うと思うのですが、おそらく私が一番、一般

もう一度、吉田さんの
けが暴走していくような。そのときに、

的な言語の持っている活力のようなものを、批評と呼びた

ような人がいると便利なのですが、
しかし、
もはやそれは

がっている気がします。一方の極には、非常にプロフェッ

駄目だろうという気がするのです。そういう目利きとしての批

ショナルな批評家の言説というものがあり、
それだと批評の

評家に何か価値を委ねてしまうような批評は、
もはや要ら

危機を救うためには、第二の吉田秀和、ベンヤミンのよう

ないのではないかと思います。

な人たちが出てくればいいとも言えると思うのですが、私

―

が言っているのは、
それとは全く対極のことで、目利き、鑑

批評の衰退と過剰

定、オーソライゼーションと結び付けない意味で、
「批評」
と

―

いう言葉を使っています。

岡田

吉岡

018

なっていて、それを統合あるいは相互にリンクするようなも

今、たまたま、われわれは皆一応プロと思われ

そのことは、先ほど岡田さんがおっしゃった
「われわれ

ています。大学に勤めていたり、普通のブロガーではない

は、多かれ少なかれプロです」
というのがありましたが、
その

ことだけは確かですから。それに対して、吉岡さんは、そ

「プロ」
とは何だろうと考える。私自身がいい例だと思うの

もそも批評について、これからプロとかプロではないという

ようなことを言うこと自体に、ちょっとネガティブだというニュ

るわけです。それがなぜ重要かというと、
それを享受するこ

アンスで私は聞いたのですが、
それについて皆さんの意見

とを通じて、われわれの世界や社会に対する態度が変更

を聞きたいのです。つまり、プロの批評家というのは、ある

されていくからです。どのようにこの芸術は新しい提案をし

べきか、
もうなくてもいいのか。あるいは、あるとしたら、そ

たのかということを、解読してくれる作業が批評という仕事

のレゾンデートルは、これから目利き以外のどういうところ

なのです。その批評という仕事があって初めて、芸術という

にあるのだろうというのが、私自身がわからないのです。

のはこの世界や社会に存在した意味を持ち始めるのです。

大澤

私の考えを一つだけ言わせていただくと、批評

岡田

とても勇気づけられました。私も、実はそれを

というのは、この作品がいい、悪いというだけでは足りな

言おうかなと思っていました。つまり、批評は
「これはこう

いと思うのです。確かに一方で批評はむしろ衰退している

なっています」
という腑分け、分析で終わっては駄目で、どこ

どころか、あふれかえっているのです。ネットで書かれてい

かに
「べき」
があるべきだと思っているのです。あまりにもナ

ることも含めると、むしろ批評の過剰があるような感じがし

イーブな表現かもしれませんが、どこかで芸術批評、ある

ます。けれども、私がなぜ批評は重要だと思うかというと、

いは芸術の創作の営み自身が、一つの人生批評であると

例えば芸術、あるいは広い意味での文学も含めてもいい

思うのです。それはつまり、人間はいかに生きるべきかと

と思うのですが、
そういうものを享受して、
それを通じて、世

いう、ちょっと青くさい書生のような問い掛けですが、
そこに

界に対してどのような態度を取るか、どういうふうに生きるか、

全く結び付いていないような芸術批評はやはり無意味だ

あるいはどのように社会を構想するか、考えたり行動する

ろうと思っていましたので、大変共感しました。

営みにつなげているわけです。そのつなぎが、批評という

室井

仕事なのだと思うのです。

思と結び付いていたと思うのですね。特に欧米ですと新

だからこそ、芸術を享受することが趣味以上のものにな

批評というのは、社会や世界を変革していく意

聞や雑誌の批評家がいて、この新聞は大体こういう傾向
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で、こういう政治的な主張を持っているということが、批評

の流通の形が今、すごく変わりつつあるのだと思います。

としてわかるようになっているので、やはり世界を変えてい

岡田

こう、革命に結び付こうというビジョンと結び付いていたの

楽の学習指導要領では、
「音楽を言葉にする」
ということが

が批評かと思うのです。それはあってもいいのですが、た

えらく強調されているようです。授業などでただリコーダー

ぶん、それだけでも、
もはや駄目なのではないかという気

を吹かせるのではなく、聞かせて
「どう思った、どう感じた」

はします。

ということを言わせる方向でやろうということらしいです。音

一方、大澤さんが言った、氾濫しているほうの批評は、

楽を、非言語的なものを言語化するというのはやはり大事

例えばネットやニコニコ動画で「キター」
「神」
などのような感

だと、どうも認識されつつあるようです。

じのものですね。それは今日も吉村さんをはじめ、
マンガ

吉岡

の批評をやっていらっしゃる方も何人かフロアに顔が見え

問題などで、例えば絵を描いてそれについてコメントしな

ますが、
「このマンガがすごい！」
というようなことを広める人

さいとか、言葉を使わせる傾向はほかの分野でもすごく

が批評家であるとしたら、たぶんそれだけでも不十分な

あります。それ自体は全然悪いことではないと思うのです

のだろうなと思うのです。では、ジャンルの中だけで価値の

が、やはり現実に見ていると、自分が授業でレポートを書

上下を決めたりするようなことではない批評の役割は何な

かせたりすることもそうですが、大抵は同じようなことばか

のかというのは、まだ今までの話の中では出てきていない

り言うのです。同じようなことを言わせないためには、それ

側面があるような気がします。

をやっている先生が必死で自分で言語化するところを見

吉岡

プロの批評家がもう要らないとか、
そういうこと

せるしかないのです。私が言っている批評は本当にベタな

は全然思いません。おそらくそれは続いていくと思います

言い方をすると、言葉をもっと大事に使うということだと思

し、室井さんも先ほど言ったように、芸術や文化の世界と

うのですが、単に言葉にさせるだけではやはり駄目で、そ

いうのは、実験してこれが優れているとか証明できるわけ

れを指導している人、実例を見せる人が、自分も本気でや

ではないので、やはり現実問題としては、誰かがオーソライ

らなくては駄目だと思います。それは教育の場面でも、
ネッ

ズをしたり真贋を判定したり、
そういう機能はどこかに残し

トワーク的な活動でも、同じことだと思います。

ておくべきだろう。おそらくそういうことは、例えばネット上の

室井

投票では決まらないので、
その権威を付与された人の発話

ブカルチャーの動きにもすごく関心を持っているのですが、

は、残っていくのが当たり前だと思います。今のわれわれが

それを言語化するというのは、大澤さんにとってはどういう

理解しているような批評家像というか、割と定着したイメージ

行為ですか。

はあります。ただ、
それが個人的な優れた批評家の像とし

大澤

て維持されていくかどうかは疑問がありますが、当面必要

トするということですね。それと、
「考える」
という営みとが、
リ

とはされているので、おそらく、誰かがその役割を果たす

ンクすることが重要なのです。考えるという部分が関係あ

のだろうとは思います。けれども、
それとは全く対極な部分

るのは、吉岡さんの言葉で言えば「言葉をちゃんと使う」
と

での批評的活動が、
もっと集団的で協働的な形で、つな

いうことで、
批評の問題なのです。この二つは車の両輪で、

がり合う可能性があるのではないかと思っているのです。

両方なくては駄目なのです。

室井
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これは単なる情報提供なのですが、最近の音

ちょっと混乱していると思うのが、真贋を判定す

音楽教育だけではなくて、最近の美大の入試

大澤さんはアートについての本も出しているし、
サ

すごくシンプルに言うと、芸術というのはクリエイ

「芸術なしで考えればいいじゃん」
と思うかもしれま
では、

るとか、オーソリティというものと、私が考えている批評は、

せんが、それではたいしたことは考えられないのです。僕

ちょっと違う活動のような気がするのです。ベンヤミンにし

たちは例えば優れた芸術に接したときに、驚いたり、
「何か

てもそうですし、本当に魅力がある批評家は、価値を判

変わった」
という気分になります。でも、その
「何か」が何か

定するオーソリティなど与えられていない人ではないですか。

を考えるのが批評なのです。芸術にやはり接しなければ、

だからオーソリティはオーソリティで、
それは批評とは何ら関

そこまで大きなショックや新しい世界が見えてくるということ

係のない人たちではないかという気がするのが一つです。

は起きないのです。ただ考えているだけでは。だから、ま

もう一つは、批評が欠けているというと、すぐに
「新しく批

ず芸術が必要なのです。でも、その芸術で感じた衝撃が

評雑誌をつくりましょう」
という動きになりがちなのです。あ

考えるということに結び付かなかった場合、つまり言葉や

るいはネットでも、批評の広場みたいなものをつくってやり

概念に昇格しなかった場合には、わかりやすく言うと、そ

ましょうというような話になるのです。たぶん、そういうやり

の場限りで消えていくのです。だから、われわれが芸術に

方ではカバーできないようなところに来ていて、これは出

よって得たものが、価値あるものになるためには、やはり批

版不況などという問題とは根本的に違って、言説と文化と

評というものと結び付いて、概念の中に保存されることが

重要なのです。

吉岡

今、ちょっと話を聞いていて思ったのは、批評的

本当に強烈な芸術が登場したときには、それに応じて

言語をどうやってもっと活性化させるかという一つのやり方

概念が発明されます。そうなったときに、芸術というものが

ですが、最初に近藤長官の話にあったように、批評も専門

世界に何かをなしとげたことになると思うのです。

化されているために、批評の言語も単層的になっているの

岡田

真実の認識と言うとちょっとオーバーですが、

で、おそらく
「批評の批評」
のようなことが大事です。つまり

人間の認識行為には手段が三つあって、一つは数字的

言葉を鍛えるためには、他者の発した言葉や自分自身が

なものとして認識することで、これは科学です。それから、

発した言葉を、さらに言語化するような作業がないと、
うま

概念を通して認識するという、これは思想・哲学です。そ

くいかないのではないかと思いました。

して三つ目の道として、感性的な手段、
マテリアルを通して

大澤

認識するという、感性的な認識がある。これが芸術です。

何のためにそれが論じられなくてはいけないのか、なぜ必

そしてこの三つが、あまりにも今日ばらばらになりすぎてい

要なのか。一つの結論が出たわけではありませんが、あ

るのではないか。芸術のための芸術、つまり言語活動の

る方向性を皆さんにつかんでいただいたのではないかと

ない芸術とか、感性のない思想とか。思想や芸術的感性

思います。この後のセッション、あるいは明日のセッション

を持たない科学というものも、暴走するととんでもないで

にまた受け継がれていくとさらに面白い発展になるのでは

すし。その三つの総合ということは声を大にして言いたい

ないか、
そういうことを予感させてくれる非常に面白い議論

ところです。

でした。それでは、これで終わりにさせていただきます。

なるほど。まず、批評というのは一体何なのか、
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の
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吉岡洋

I had the honor of serving as the chair for the first two international conventions. Let me look back on my
experiences as I speak. This is the third annual International Convention on Manga, Animation, Game
and Media Art with the first one held in 2011. I had the pleasure of being involved in the planning of this
convention after having been the chair for the first session. I believe this convention came about as a request
from the Agency for Cultural Affairs. However, as far as the substance and the directionality of this convention
are concerned, there is almost no direction, instructions, guidelines, or guidance from the central government.
Therefore, I suppose that, as far as the substance and the directionality of this convention are concerned, I am
the one who is ultimately responsible.
Some of you may be attending this convention for the first time, so let me begin by confirming with you
the origin as well as the positioning of this convention. This convention started as something closely related
with the Japan Media Arts Festival, which the Agency for Cultural Affairs agency has hosted for the past 15
years. You may have already seen the exhibition as it is now in the art museum next door. It started out as
something having very close ties with the Japan Media Arts Festival; however, it is not intended to discuss the
specific works of art that are exhibited in the Japan Media Arts Festival because we have separate fora for that.
It is not to promote the popularity of Japanese manga, animation, game, or any other type of content. This
convention is not intended to elevate them to the status of art.
What we wanted to discuss in this international convention is actually what meaning does an event
like Japan Media Arts Festival have in todayʼs cultural environment? Also, what relationship do the cultural
fields and domains that are covered by this type of festival have with traditional arts and culture, including
both Japanese traditional art and other forms of fine art? Also, what does the concept of Media Arts or Media
Geijutsu, which cannot be translated directly into English, really signify or mean? I think we want to take up

more fundamental questions in this international convention. In other words, this international convention
from its inception was not subordinate to the Japan Media Arts Festival. It has been set apart from the Japan
Media Arts Festival, and it is an attempt to analyze the backdrop of that art festival. Also, it has taken a very
critical attitude rather than a marketing or strategic attitude. That is my view.
―

Based on Past Discussions

Now, the first international convention was entitled, “The Locality and the Universality of Media Geijutsu
Beyond Cool Japan.” The term Media Geijutsu or Media Arts simply cannot be interpreted. We actually raised
this issue as a topic. However, the objective of the convention was not to criticize Media Arts or Media Geijutsu
as an empty concept fabricated out of cultural policy requirements. To the contrary, we wanted to put on the
table the current state of arts and culture that necessitated the creation of the term Media Geijutsu to begin
with. We wanted to raise this as an issue for all of us, and we wanted to analyze this from a global context. To
rephrase the concept of Media Geijutsu or Media Arts we decided to squarely face this concept. By doing so, we
were actually involved in a critical exercise to explore the transformation of the art and culture that surrounds
us. That was the first convention.
The second convention that took place last year was titled, “Commons of Imagination: What Todayʼs
Society Can Share through Manga and Animation.” We wanted to explore the meaning of “commons” as you
can see. That was the title of the second international convention. The objective behind the second convention
was not so much to talk about manga or animation itself. To the contrary, we wanted to explore what we
can share through and with manga and animation. In other words, this was a question posed toward the
relationship between culture and society. As you know, much of these manga and animations were supported by
fansʼ excitement and the so-called otaku. These groups can range from very narrow cultist groups to an audience
which is fairly broad transcending generations and genders.
Against that backdrop, the central theme we wanted to take up in this convention is this: Is it possible
to be involved in manga and animation as a non-supporter? Is it possible for someone who is not a supporter,
who is not totally committed to manga and animation, to have a relationship with manga and animation?
Therefore, involvement of non-supporters actually also explored the possibility of critical involvement in other
fields. Bearing in mind the results of the discussions over the past two international conventions, we have taken
up the topic of “ The Possibility of Critique in Hybrid Cultures” for this third convention.
It sounds a bit rigid and maybe somewhat very serious. In other words, what we have done is to take up the
possibility of critique in culture and art because this was actually the point on which the past two international
conventions ended up converging discussions. We have decided to take this issue up explicitly from the
beginning in this third convention. However, even though we talk the possibility of critique, if critique
is to effectively function in modern art and culture, which has become so complicated that it requires the
controversial word Media Geijutsu or Media Arts, then we should not be fixated on the existing or traditional
critique model. Therefore, even though we could talk about the revival or reconstruction of critique, it does
not mean that we want to revive or reconstruct the same thing once again. We simply cannot do that from the
beginning. There was actually a discussion as to why critique simply did not take root in Japan. May be in the
notion of cultural hybridity, which was considered to be a condition for weakening critical discourse, maybe
we could explore the possibility of new critical practices. This is the question behind this third international
convention. Before we can talk about the possibility of critique, what do we mean when we say hybridity and
cultural hybridity? What are we trying to explain or express through these terminologies? Let me share with
you some thoughts on this topic.
―

Coined Word: “State of Media Arts”

Now, for the purpose of this discussion, I would like to fabricate a phrase called the “State of Media Arts.”
This is a term that I coined to describe the transformation of culture and arts that necessitated the creation
of the term Media Geijutsu to begin with. I do not have any intentions of broadening the usage or spread the
usage of this term, but I just wanted to present the thought of the “State of Media Arts.” I think many people
will not deny the fact that within manga, animation, and games, it is no longer just about throwaway cultural
art. Many people will not reject the fact that manga, animation, games are not just throwaway culture, but
can these types of things be embraced in the conventional definition of arts? That is probably not possible
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either. It would be a bit of stretch.
Therefore, by creating this term Media Geijutsu or Media Arts, then you are actually treating this as a
new domain or a new field while maintaining a fairly loose relationship with artistic value. This is what is
taking place. Now, the term media in the Media Geijutsu or Media Arts, this actually became a problem or
issue in the first convention, but what do we mean by the word “media” contained in the term Media Geijutsu
or Media Arts? I have been involved in this exercise for the past couple of years. What became clear to me is
that, based on my understanding, media is not about mass media, nor is it about additional media. Media is
actually something there to mediate cultures such as manga, animation, and games to traditional art. In other
words, with Media Geijutsu or Media Arts, you are expressing the fact that you have the category of art, and
that Media Arts belongs to this category. However, within the Media Geijutsu or Media Arts, you are actually
expressing the fact that Media Arts is there as an art category and also the same could be said about the term
media itself.
What I wish to express in this newly coined phrase “State of Media Arts” is the state of culture in which
the traditional classification hierarchy is no longer valid. This is a state that we are all placed in. Therefore,
the hierarchy of categories has become very confused. If one were to coin a new name in line with the actual
situation then the terms “so empty” and “lacking in substance” have to be created. However, what I referred to
as the “State of Media Arts” is not about a very abnormal situation. This actually relates to the situation that
surrounds modern culture. For example, in this international convention, I am sure in the audience there are
many parties from universities and from academia. Universities have gone through various re-organizations
and have renamed their faculties and so forth. You find that, in many cases, you are using words that at first

glance make no sense whatsoever, or you are using terms that simply could not be translated into English, for
example. Many of you may be aware but, for example, at the university that I was with there is the faculty
called the “Management Creation Faculty.” You also have the “Faculty of Human Sciences” and “Department of
Human and Environmental Wellbeing.” You also have the “City Life Faculty.” Also, I was previously working
for an institution called the “Institute of Advanced Media Arts and Sciences,” and we frequently teased them
by saying that they were “shiny names.” I hope this will not be misconstrued. I am not citing these examples to
criticize or to joke about these universities. I simply want to point out the situation that surrounds them.
I am referring to the term “State of Media Arts” to embrace all of these situations that have taken place. In
other words, I am saying that the meaning of the word no longer is trusted. We no longer allow the words to
have meaning or essence. In other words, words are interpreted as superficial fluids, semiotics or symbols. They
are used or construed as parts or components that are simply assembled to make meaning.
However, when you analyze the situation, this is a phenomenon not just limited to the modern day.
From the broader perspective the linguistic environment pertaining to the Japanese language also shares
the same features. In the “State of Media Arts” that I referred to, we are now seeing a situation in which the
fluid semiotics inherent in the Japanese language is the latitude and the freedom, and the opportuneness of
combination.
The “State of Media Arts,” I realize, is a bit of stretch. I wanted to use this term because, when we consider
a cultural hybridity in the Japanese context today and also a hybrid culture, we felt that this recognition was
indispensable. The terms cultural hybridity or hybrid culture mean many things on their own. In the ordinary
sense, modern Japanese culture in comparison with other global cultures cannot be referred to as being a hybrid
culture. Actually, the cultures of other countries in Asia and Latin America and the former colonies in Africa
probably are more hybrid because of the plurality of their language and their races. However, Japanese culture,
in terms of linguistic terms and regional terms, is considered a culture with a higher level of homogeneity.
―

Multi-layered Cultural Subjects Supporting the Current State

In the theme of this meeting, I characterized modern Japanese culture as hybrid for a particular reason. In
former colonial societies or hierarchy-based societies, specific culture and the population that enjoys it, the
audiences, are clearly segregated. The segregation is usually based on family background and level of affluence
or education. Therefore, what is hybrid is the nation or the society itself that incorporates diverse ranges of
culture. It does not mean, on the other hand, that cultural hybridity exists internally within the same person as
a cultural subject.
However, in modern Japan, especially in post-war Japan, cultural identities of different origins were
overwritten many times on top of each other within the same individual. With this, there was a mass
production of multi-layered cultural subjects that were produced that ultimately supports the current state of
Media Arts. Giving you an easy example, among my researcher colleagues, there are Greek or German classic
philosophers who are also an otaku of Moe animation. I have specific images in my mind when I see this.
There are scholars of fine arts history hooked on Korean dramas or university professor of French contemporary
ideology who spends many hours a day playing internet games. Such behaviors, although on the surface seem
contradictory, are accepted as being normal.
At the previous convention, Mr. Oguma, a sociologist, mentioned in his lecture that unlike the West,
in Japan there is not a clear divide between the class of audiences of sophisticated artistic culture vis-à-vis
the audience of pop culture or subcultures. There is a significant overlap between the two. This means, from
another angle, that there is a large population in the middle core with a relatively high level of cultural literacy.
On the other hand, there are a few older elites as well as a few people with poor literacy. There is a lot in
between. There are few at the top and few at the bottom and, on the other hand, there is a large middle class
with little heterogeneity.
There is a question of whether criticism can be based on the models of Baudelaire, T.S. Eliot, or Walter
Benjamin, the so-called masters of criticism. Are their models still applicable to this day? That is the
question. Originally, when we were planning this meeting, we were going to invite Mr. Hal Foster, the chief
editor of the famous October journal. Later on, Dr. Muroi, with whom I co-translated Mr. Foster ʼs book “AntiAesthetics,” will be speaking. We were planning to host Mr. Foster during the convention this year. Although
this was not able to happen, I would say that he too belongs to the lineage of critical culture as modernistic
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high culture. The model of modern or modernistic critics can be depicted in a very simple manner as, first of
all, keeping a certain distance from the prevailing culture, from the capitalistic type of culture and so forth,
and living in the societal margins or cross-cultural intersections with their hearts torn apart between internal
ideals and disenchanting reality and also living in melancholia i n order to engage in a new type of artistic
attempt searching for signs of hope in the details of daily living or the changing city. That would be one
model of the modern critique or critiques.
We may call this the Ghost of Benjamin. Such ghosts of modern critique have haunted the image
of criticism and critiques still to this day. This has been reproduced in a minimized form in critiques of
specialized cultural fields as well as in critiques of subculture and otaku.
I want to avoid any misunderstanding here. I do not mean that present day critical practices are mundane
or that the critics are incompetent. When I say criticism I mean not only the works of professional critics, but
also the linguistic criticism that is present in any type of academic research or production of work or daily
conversation, all of which can include linguistic criticism as well. The mechanism or the works of criticism in
language itself is what I am talking about here as criticism. The question I am raising here is to do with the
social context of critique and the framework in which critical practices reside as well as its function.
At this time, I wish to share my thoughts on the new possibilities of criticism in the context of hybrid
culture. I would like to share my thoughts and my image with you at the beginning of this convention as I
conclude my speech.
―

Being “out of place”

Two years ago, three French Media Artists were invited and a French media exhibition titled “out of place” was
held at Daikakuji Temple in Sagano, Kyoto. For their brochure I offered the text, so I was involved. This title
“out of place” is what attracted me. I foresee a sign of hope of revival of criticism in this “out of place” because,
more or less, we all belong to groups including universities, academic societies, and artist groups with the same
orientation or subcultures and otaku and fan communities; we belong to such groups in which we act and speak
in a certain expected manner. We know what are appropriate manners or behaviors within such groups.
Therefore, the first step I suggest for reinvigorating linguistic criticism in a hybrid culture is to disobey
the implicit rules of the forum and to be insensitive to the situation. This type of attitude and behavior would
not constitute critique itself but it serves as a necessary condition of critique. Some may worry that such action
and behavior will endanger the stable and peaceful position in place within specific groups but I suggest
intentionally that that is what is necessary because critical utterance is an act of thinking outside of oneʼs place
while still being in that place. I am not saying that we should all live in a deviant, nomadic way. While we
belong to a specific forum, we can hold an identity that is not completely subordinated to the forum or the
group while still candidly verbalizing our thoughts. I think that is what is necessary here.
This ultimately is a question asking for whom we are speaking for or writing. This is a moral type of
question that we are facing. In the consumption-oriented society, in this neo-liberalist society, we must be
aware that we ultimately write and speak for our own interest, even if it is about culture and art. When we
present sharp insights or capture new information or overwhelm others with the wealth of knowledge and
impress others with clever ideas on culture or anything in general, we are doing so to enhance our status
as speakers and authors or to sell books or become famous. Frankly that was my perception in the past to a
certain time point even for cultural activities. I was feeling a lot of despair because of this factor or conclusion
that I was reaching.
However, after March 11, 2011, and the big earthquake and tsunami that immediately occurred after the
first ICOMAG meeting, I came to a physical realization and not just a mental realization that there is no future
in a neo-liberalist type of view of cultural utterance which is what Nietzsche called nihilism. Our speech is
directed not only to the here and now, but also to some other place from our own. Critical utterance is directed
to others, and when I say others, it not only implies those that are living but also those who are deceased and
those yet to be born and maybe some greater beings other than man. I am not talking about any altruistic
idealism. I say this because otherwise I do not think we can survive. Revival of linguistic critique cannot be
separated from our efforts of self-preservation. Critique is rooted in the essence of linguistic activity. Therefore,
the revival of criticism requires, ultimately, that it not be to resuscitate what is dying through protection and
treatment and therapy but rather to restore language to its active state.
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―

Yoshiokaʼs presentation is that the Japanese

Historical Root of the State of Media Arts

people, with respect to high art or popular art,

―

are not that clearly delineated into various social

Ohsawa

Good afternoon, my name is Masachi

classes. For example, he has made a study about

Ohsawa and I will be serving as a moderator

Platoʼs art and at the same time he can play a

for the first session. This is the first time I was

video game at home. In Europe, as well as in the

invited to this international convention, but my

West, I believe that this system has developed

area of specialty is sociology. Perhaps my area of

compared with the past; however, this hybrid

specialty is a little different from Media Geijutsu.

cultural situation should be a starting point. I

What kind of function do the new media and art

believe that that is the situation in which we are

that is related to it fulfill in society? That is the

now. I think we have to accept that first or else

area that I am also interested in. I have been

we will not be able to integrate a critique.

doing research so probably that is the reason why
I was invited to this convention.
Now, in view of Professor Yoshiokaʼs keynote
presentation, we would like to have a discussion.

Let me start out from the general system.
This hybrid culture system is something common
to a “salaryman” living in Japan. For example,
these salarymen graduate from the University of

First of all, I would like to ask Mr. Okada to please

Tokyo or Kyoto University, and they become elite

share with us your views.

salarymen in major corporations. At the same

Okada

I have four points that I would like to

share with you. The key point about Professor

time, in order to maintain their elitist attitude they
have to have a highbrow cultural knowledge but if
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they become the head of a factory, for example,

Dadaism or musique concrète. In the case of

then they will have to deal with the high school

animation, maybe it comes from the nineteenth

graduates and other blue-collar workers so they

georama or panorama or perhaps the eighteenth

have to find a way to relate or else they may not

century automata or kyara. Trying to link that to

be able to have control. The Japanese salaryman

history is going to be very important. Japanese

has both aspects of culture. This type of culture

art expert Professor Tsuji of the University of

has some remains. For example, during festivals

Tokyo wrote “The History of Japanese Art,” a

at University of Tokyo or Kyoto University, they do

great book but I believe that the last item was

some very stupid things.
I am not saying that that is bad but the issue
here is if this does not go well then the highbrow
culture for high art is just a decoration. The stupid

more of that.
This is going to be my last comment. In

cultural activity is also just a symbol. You have

Media Arts, manga, animation, and video games,

to look at the core or the root of how this has

I think there should be a common denominator.

originated. That is the first point.

When we think of certain concepts, I think this

“
”
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We have this multi-cultural situation. This

is sort of like a “Home Appliance Art.” Now,

has been accelerated but, simply put, the

what does this mean? Art originated from stone,

functionality of learning means you have to study

skins of animals, for example, in the case of

for the entrance examination, and the people

musical instruments and so forth. These were

who would get the higher points are the winners,

the materials used for art and following that,

and I also had to go to a cram school. You have

metal came into being. In the case of Europe,

to look at some people who are not interested

metal art was considered to be inferior. There are

in the highbrow culture but who actually got

metal artists like Benvenuto Cellini, compared

higher scores. I think this is a scientific aspect

to Michelangelo that used stone, and they

of learning. The natural science is such that they

were considered to be inferior; however, in the

are more functional. This means that they have

nineteenth century, metals were used for grand

the ability to calculate. This is more like sports.

pianos. Metals then entered a phase of high art

If they can be physically fit that is fine; however,

and became indispensable.

if you look at the education after the war, they

Followed by that was plastics which moved

were sent to learn science and technology.

by electricity. There were people who were proud

Perhaps they would research Greek philosophy

of high art that did look down on things that were

as if they are playing a video game. Maybe this is

created with plastic and moved by electricity.

accelerated.

They were very particular about acoustics. They

There is a schism within myself, but I want

would never use electrical guitars, for example.

to find some commonality. When we try to find

However, this began to change in 1972-1973.

something that is common, the easiest way

There were many things that happened. There

would be to try to link that with history. What this

was the Osaka Expo. It opened with electricity

means is that, as was mentioned by Professor

that was generated by nuclear power plants.

Yoshioka, Media Geijutsu is a very strange word

What was symbolic here is that jazz had died.

in the first place. This includes Media Arts which

The great jazz musicians like Chick Corea, Wayne

is high art but at the same time it includes manga,

Shorter and others moved towards fusion music,

animation, and games. We must be wondering

and were using electrical musical instruments to

what this flashy word means. However, the fact

make commercial music. This meant the death of

that we have such a phrase and the meaning

avant-garde.

behind it are things that we have to think about.

The typical example here is that the leader,

Related is what kind of historical root this

Pierre Boulez, the head of avant-garde music,

originates from. Where did this come from? We

converted himself to a conductor. I think this

have to really try seriously to find this out.

is a neoliberalism of art. Rather than writing

I am sure there would be many roots. For

028

manga and Jakuchu. I think it was a great attempt
to try to link the two and I think we should do

abstract music, it is going to be more profitable

example, manga comes from caricatures of

to become a conductor so he was more money-

Daumier in the nineteenth century or from a very

oriented. If we look back at the roots, the

long time ago. Media Arts may originate from

situation that we now face probably originates

from that era. With that I would like to conclude

media content and games exhibited. There are

my remarks. Thank you.

reviewers who will give certain awards to each of

Ohsawa

Thank you very much. I think the

these different domains. What is strange about

substance would be fitting for another keynote

this is that how Professor Yoshioka talked about

speech. I am an expert in sociology. This

this Media Arts, the term is difficult to translate

relates especially to what I am doing regarding

into other languages, manga and anime, and

the issue of social hierarchy. When looking at

game, and Media Arts, we need to describe what

doing something in Japan compared with doing

we mean by media otherwise they would not be

something outside Japan, I think the issue of

understood.

hierarchy and classes always come into the

In the beginning, it was a very strange

scene. I read the empirical studies about the

feeling but as time went by, there were many

subculture in Europe and in the United States.

exhibitions held and after many conversations,

With the subcultures, what social hierarchies are

this uncomfortable feeling, strange feeling

accepted outside Japan such as in the United

occurred. I think now that such uncomfortable

States and Western Europe? In Japan, we can

feeling or unnaturalness is what we are facing

do a study about the social classes that accept

in reality. I think that is what Professor Yoshioka

manga, but it would not be interesting. Of course,

was referred to by saying “State of the Media

there could be some differences in terms of age,

Arts.” I am also a university professor and other

but is there a difference in terms of income and

than my specialty, I do not have any expertise,

academic record? I think the supply and demand

for example, in classic music and other areas,

for manga in Japan the difference would be very

reading manga.

insignificant.
Now, a very famous French sociologist,

With this, like this Media Arts Festival, this
is a hybrid situation. Those that are disparate

Pierre Bourdieu in his representative work talked

lie within one person, the same individual.

about distinction. He has written a publication

Maybe the Japan Media Arts Festival lies within

called Distinction. He studied about French social

ourselves as individuals; that was the feeling I

class distinctions. It is very minutely segregated

came to. If that is the case, when thinking about

in France. In others, depending on class and

this Japan Media Arts Festival, we should think

depending on education, you know there are

that this is what we have created or what we

differences in taste. Therefore, the acceptance

have inside. I think the perspective we should

of art is very closely related with social strata, but

hold that is more productive has to do with how

that is not the case in Japan, even for something

we and other people enjoy that. One of the

seemingly vulgar. Actually, this is also very

keywords to do that is hybridity. The key term is

interconnected with fine arts. That is the trend

hybridity. Hybrid and heterogeneous is another

in Japan. You have a unique Japanese context

synonym for that. In other words, different things

and also the European context. They are totally

simultaneously exist at the same time; that is

different. Since we are discussing this issue in

more creative, it seems.

this forum, it would be interesting if we could

When we think about creativity now, it has

bear this in mind. I am sure that Professor Muroi

not flourished to its utmost. For example, in the

has much too add to this.

Japan Media Arts Festival, there are the four

―

art domains. The reviewers of the awards are

Strange Feeling Is Realistic Now

different. They are exhibited in different corners,

―

of course, because of the structure. There are

Muroi

In the National Modern Museum of

3,000 applicants who want to exhibit. In other

Art, there is a museum for Media Arts, and I have

words, those people who applied their art to this

visited the exhibition. The Agency of Cultural

festival, the industry is giving out art to those

Affairs has hosted and organized this exhibition

people who applied themselves and that may be

16 times. When I go through the exhibition and

the problem. In other words, the screening or the

view the exhibits, there is always a strange

review is done only within a narrow world. We

feeling that Media Arts, the fine art, and manga

do not know, of course, what the applicants will

and animation are exhibited together. This year

apply for and so they do not interact with others.

there were no games but there were gadgets and

The Japan Media Arts Festival should not
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maintain a narrow otaku type of field but the

way the demand for culture exists in Japan. I

authorities of each of the industries should

think some very interesting issues were raised.

not give a one-way type of review. The “State

Let me try to explore and expound on this point

of Media Arts” I think is linked to the situation

if I may. If I were to boldly simplify the situation,

we are facing. We talk about criticism, but not

it is true that in Japan, there is very little gap

criticism. When we put it into words, I think

in terms of culture demand vis-à-vis the social

we are restricted. In other words, it is not just

hierarchy and social strata. Because in Japan,

that criticism is becoming weak but structurally,

we do not have a very clear-cut social strata or

the critical language is being suppressed and

hierarchy to begin with. That is the biggest driver,

oppressed as was mentioned by Professor

but the other issue is that in terms of demand

Yoshioka. By criticism, we are considered to

for culture, and again, I am saying in very broad

be doing something negative or hampering

terms, I think we are still in the developing stage.

commercial activities. But of course, it is important

You see, be it academia or studies or art, this all

“
”
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to save criticism out of this predicament but the

originated outside Japan in Europe and the United

language or the term criticism may be abandoned,

States. We accept these disciplines. We find

for example. What is most important is that the

them attractive and consume them.

active state of language needs to be revived. I
think that was the message that hit me most.

distinctions in terms of what came from the

―

West. We simply appreciated the nineteenth

The Identity of the Present Critique

century music that came from outside Japan. We

―

did not appreciate them one by one, be it Chopin

Yoshioka

We should not throw away criticism.

or so forth. But in any event, in terms of taste in

We want to maintain criticism but I think I am

art, I think there is also the issue between the

saying the same thing. We should not be too

West and the peripheral countries. It was actually

bogged down by the old style of criticism. Critique

a question up until now but I think we should

sounds too solid. Maybe we can talk more about

bear that in mind when we discuss this issue.

criticism. Now, Mr. Okada said something so I
would like to respond to his comment.
The cultural hybridity that exists in individuals

Professor Okada, you specialize in Western
music. I think music is one category where the
issue of Japan versus the West and Japan versus

is not for the elite to do something very stupid;

the rest of the world becomes very explicit.

if the elite try to do something stupid, then that

Professor Okada if you could comment on that

is reverse elitism. I think this is quite universal,

and let us then continue with our discussion.
In Japan, there is a weakening

and I do not think this is unique to Japan. From

Okada

a wider sense of the word, when we think about

of literacy but that means, as mentioned by

hybridity, you have a certain position, a graduate

Ohsawa-san, it is a developing country in arts and

from a certain university or some famous

culture. This is unprecedented in Japan. There are

corporation; that identity may be a little different

some common cultures.

from your own identity and you may be playing a
certain role.
So, I am a professor at the university and, of

I know that the European countries are more
advanced in literacy and music and culture, and
so forth, but what is unfortunate is that Japanese

course, I am trying my best to fulfill my role, but

people are less developed in culture but we

there is a way where I am not simply fulfilling this

have a strong aspiration of what comes from

role in the past. From this starting line, to think

outside; on the other hand, there is ressentiment

about the things that we have been discussing is

internally. There is the pop culture or postmodern

rather modern. I think there is a common ground

type of media, and on the other hand, there are

that we might be able to come to grips with. This

the fine arts. The common root needs to be

is the reason that I have made this proposal.

identified. I think that is the mission of critics.

Ohsawa
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We did not actually make very minute

Having heard the comments by the

Another point I would like to make is that

two panelists, let me try to raise some issues if

we need to revive the critics. On the Internet,

I may.

everybody gives criticism, and it is like the whole

We have been talking about the social

population is a critic; we are professional critics

hierarchy type of feature in Japan and also the

but where is our identity? When we talk about

music critics, I think you will be talking about this

both are right. In other words, you want your

and in the fine arts. Those people who praise

child to learn how to play the piano or the violin

authentic art, saying, “this is false,” “this is fake,”

or to take your child to the opera. This type of

and “this is very high value.” Hidekazu Yoshida did

people, if you simply look at that, they are more

that very well. His discourse is as a connoisseur

backwards in terms of culture. You cannot beat

of art. That is the type of discourse that was

the Europeans even if you do that. However,

used for records and opera. It cost ¥8,000 -

in the local regional areas, there are very big

¥10,000 in the monetary value of those times. It

bookshops where high school students go. I

was very expensive. Therefore, such appraisal

think that is one sign of high culture but this is

and connoisseurʼs endorsement was necessary;

now breaking down. All of those bookstores are

therefore, that was their identity.

going out of business. You have to buy through

In other words, the authenticity was

Amazon. I believe that all their tax goes to the

guaranteed by those people, but now, you

United States and the Japanese publishing firms

are able to download pieces of music through

are declining as a result. The current situation

YouTube and so you do not need connoisseurs.

is such that the high culture of Japan is now

You just say this I like; that I do not like. What

deteriorating.

should be the unique identity of the professional

On the other hand, as you said, animation or

critic and what are their activities: I think this is a

manga have become a business model for export.

turning point in history that is very important.

There is a trend to try to focus on that through the

Muroi

Are we still developing a cultural

country or do we have a unique culture? I think

“Cool Japan” campaign. We have also established

a performing arts law to try to promote those arts
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in the regional parts of Japan as well, but would

Critique is not something that is subordinate or

performing arts in the localities make culture

that is an afterthought. I think the definition and

more enriched in Japan? The question is there is

the understanding of critique differs among the

no core of critique, what can you bring to make

four panelists but I think it is the vitality of words

your culture more enhanced? We do not have the

that is what I want to refer to as critique. On one

grounds there. We are going to have a theater

end of the spectrum, you have the discourse of

and to have a director, is that enough? Is it okay if

professional critics. You need another Hidekazu

we simply meet in the orchestra? I think we have

Yoshida. You need this type of connoisseur.

stopped thinking. As long as we do that, we are

However, I am seeing something on the totally

still a backward country in terms of culture. We

opposite end of the spectrum in the performance

will never be able to catch up.

of critique, evaluation, and authorization. I do

Ohsawa

I will go to Mr. Yoshioka next but

Professor Okada and Professor Muroi right now

concepts, you see. That is how I use the term

gave a very good comment to connect the issues

critique.

of critique. Now, as for myself, regarding the

Professor Okada mentioned that we are all

“
”
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relationship between arts and critique, I think

sorts of professionals one way or the other. I have

that critique is not something that is superfluous

to question what it means to be a professional

to art because critique makes art viable. For

because I have not many publications these days,

example, if you go somewhere you will meet

so I am not sure if I am a professional. Anybody

very unique cultures, physical expressions. If you

can see my works of art free of charge. You

go somewhere you will meet with something

see, I wrote things on the Internet based on the

that is out of the ordinary. That is a given. With

assumption that this is an act of critique. Now,

that as the given, what universality can you find

compared with print publications, is the writing on

from that expression being able to express that

the Internet more casual? No. I take on the same

to others? Then, at that time only, will that art

responsibilities, maybe even more responsibility,

become meaningful. Therefore, unless you are

when I put on something on the net.

able to actually develop critique then you will not
be able to engender and develop art.
Now, why were connoisseurs like Mr.

Because in paper-based publications, you
have editors, you have publishers, and they
are screening. There are checks and balances.

Hidekazu Yoshida also philosophers? They were

Actually, I feel maybe less of a sense of

able to actually absorb Western sensitivities very

responsibility when I am submitting something

early on. There were very few such connoisseurs

for paper-based publication. There is an excuse to

in the past who were able to go to Europe and

say, “Oh, that is the publisherʼs mistake,” but if I

listen to all this music first hand. Therefore, the

am writing something for the Internet then that

critical discourse from Europe and the critical

cannot be said. It is all my responsibility. The onus

criteria from the West were internalized among

is all on myself. That being the case, I have to

certain members of Japanese intelligentsia. Those

very seriously address putting something on the

were the people in Japan who carried out critique.
But today, because of market theory, there
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not want to connect critique with those types of

Internet. But, it is not a commercial act and actually
I am paying commission for the management

are fewer of them. Against that backdrop, new

of my blog. If I write a book, yes, I can act like a

types of Media Arts are coming up. In order for

critic but maybe this type of critique is already

them to translate into meaningful art then it is a

widespread. However, the critical activities on

question whether or not we can actually develop

the Internet are totally disintegrated. It is totally

a unique critique for this type of Media Arts. This

separate. There is very weak linkage to connect

is the question. Of course, just massive sales

this Internet-based critique. That is very important.
We no longer require people like

alone would not suffice. You must make sure that

Muroi

this can actually function as one form of language.

Hidekazu Yoshida or Hideo Kobayashi. It seems

Can we develop the language of critique? This

that these connoisseurs, appraisers are not

is the issue I think that was the message behind

necessary in this era. But, of course, we do need

Professor Yoshiokaʼs keynote lecture. Professor

them. In other words, we cannot distinguish high

Yoshioka what are your views?

quality works. Therefore, the type of indicator

Yoshioka

Yes, I think in essence that is the case.

we use is Internet support and fans.

From the end of the 1990s, the critique of

It is about an ideal person. Art critique is not

movies and films waned. The market became

connected with this. I think it ʼs meaningless. I

autonomous in this type of cycle. For fine arts

totally agree with your view.

as well as music, the same thing is happening.

Muroi

Hopefully, I could talk about this in the

Without any mediation of critics, the market is

upcoming keynote but when it comes to critique,

moving autonomously. In other words, to ask the

it is about transforming society and the world. In

critics, the connoisseurs to evaluate things, I do

the case of Europe and United States, critiques

not think we are in an era in which that is required.

in journals and magazines have that pull so you

―

know that certain newspapers have certain tastes

Decline and Excess of Critique

and certain political arguments. It is about the

―

vision of changing the world. It is connected with

Okada

It just happens that we are all

the vision to revolutionize the world. That is what

professional critics. We are probably considered

the critique was all about. I suppose that could be

professional critics. We work at universities. We

there but that alone will no longer suffice today.

are not ordinary bloggers. Mr. Yoshioka is saying

Now, Professor Ohsawa you talked about the

that whether we are professional or not is no

excess of critics on places like Nico Nico Douga

longer important. You are rather negative about

and blogs. Professor Yoshimura, in the audience,

that perspective so I just want to invite your

studies manga. Sometimes this manga is great.

views. Should we have professional critics or do

You have people who spread the word. Those

we no longer need them? If we need them what

people, are they sufficient as critics? That is

is going to be their raison d'être other than being a

probably not the case. Are we setting a hierarchy

connoisseur? I myself am not too sure about this.

or value within a certain genre or are trying to

If I may share my view, critique for

improve the product value within a given genre?

me is that not only about whether this work is

I think that is not the role of a critic and so what

good or bad. That is not enough. Simply saying

role is there?

whether a work is good or bad is not enough in

Yoshioka

terms of value that you create. But on the other

need professional critics because that need

hand, critique is actually not deteriorating, but I

will continue to be there. As Professor Muroi

think there is an abundance of critique including

mentioned, the world of art and culture cannot

those that are written on the Internet. I think this

actually be verified through experimentation.

is excessive critique. Through critique we want

Therefore, in actuality, somebody has to

to show attitudes towards society or how we

authorize that work so that element will have to

should live and how we can construct the world

remain. That cannot be decided based on the

and to think and to take action. If that is linked

Internet voting so the need for critical activities

then it is good to have critique because that is

by someone who is authorized will continue

the work that a critic does.

to be there. Somebody will have to fulfill the

Ohsawa

What you feel there should lead to thinking to

I am not saying that we do not

responsibility. However, on the other end of the

action to link to other activities of human beings.

spectrum may be the type of critical activities

This is the reason why accepting art is not only a

that take place in a more group oriented fashion,

hobby. This is important because it is accepting

in a more joint fashion perhaps. I think the

that our attitudes towards society may change

possibility of connecting those sorts of faculties

as a result. This art has made such a proposal so

still remain.

the critique is to try to interpret that, and after the

Muroi

interpretation, it gives meaning to the existence

authenticity has to be determined. The authorities

of artwork.

and the critiques that I have in mind is a different

Okada

I am very encouraged to hear that.

The other thing is that of course

type of activity, different lines of activity, for

That is what I wanted to point out. I think

example. Those attractive critics and critical

critique is actually about what something should

activities, they are not given authority to appraise

be. Maybe it is a very naïve expression, but

value. Authorities are different from critics. I think

critique of arts or the creation of art itself actually

they are totally different people.

represents one form of critique. That is because
it is a question about how a person should be.

Another point is that if when we say that
critics are disappearing therefore we should
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make a journal for critics, for example, on the

Yoshiokaʼs words thinking is to use the word

Internet. We could have a square or comments

correctly. These are the two wheels of a vehicle.

for critique but that type of approach is not

You have to have both wheels.

enough. We are in a situation this is not just
about recession in sales of books. We are

very much. When we are in contact with great

commenting that discourse and the structure of

art, we are surprised and feel that something

distribution is different. Making specific journals

has changed within ourselves. However, what

such as squares or forums is not enough.

is that change? Critique is to think about what

Okada

This next comment is just for

has changed. Unless you come in contact with

“
”

Session1 Discussion

information. In the area of music, recently in

art I do not think you would ever encounter

the guidelines for teaching music, people are

such a great shock or see some new results.

emphasizing putting music into language. These

You need to have art. The impact of that art

are in the journals of junior high school music

should be linked to thinking, to concepts, or to

teachers who were asked to write an article about

language. Simply put, it is going to disappear

artistic activity. There is a package between the

on the spot. Something that we gain from art

linguistic activity and the music activity and that

to be made valuable I think has to link with

would lead to the penetration of art. That is what

critique. However, if there is a very powerful art

I wrote. The editors said that that is what people

that comes into being then the concept will be

are emphasizing. In other words, in the classroom

generated as a result. Then, the art can be said

not just playing the recorders but listening to

to have accomplished something in the world. To

music, asking the children in a linguistic way

think and to create should be integrated. I think

about their impression while listening to the

these are like a vehicle.

piece of music. That is the type of emphasis in

Okada

the current education guidelines of music. We

It might be an exaggeration but there are three

can imagine what this will end up in, but I think

ways to understand. One is numerical, another

in terms of direction, the non-linguistic music

is phonetic; that is science and also a concept,

elements should be put into linguistic terms. I

which becomes conceptual understanding, so it

think there is heightened awareness.

about philosophy and thinking. The third way is

With that, we must recognize the truth.

I understand that very well, but we

for understanding based on sense. I think that

should apply it not only in music education but

is what art is about. It seems that today these

in the entrance exams of universities in which

elements are totally segregated and separated

applicants should write a comment and add

in the world of art. Art for the sake of art, art

explanation. Linguistic activities added to such

without language, and also there is philosophy

artistic activities is a good direction. But writing

and thinking without senses. There is science

reports in the class for example may be good but

without artistic sense. That could lead to science

it is just putting it into words, and they repeat the

running amok. I want to be able to merge these

Yoshioka

same statement over and over again. In other

three elements once again.
I am thinking about how we can

words, the teacher, for example, showing the role

Yoshioka

of putting impressions into words just because

activate critical language. As was mentioned

the teaching guidelines has changed is not

by Commissioner Kondo, critique has become

enough. Language needs to be respected more

more professional. Critical language has become

and be treated more preciously. I think there

superficial. In other words, in order to train

needs to be a good role model in the education

your language you have to try to express it in a

field so such networking is important as well.

language using your words as well as others.

Muroi

I would like to ask Mr. Ohsawa. You

Ohsawa

I think we are able to conclude here.

have written books on art and also on subculture

As a first session, I think we had a very good

and on manga. You are very sensitive to subculture

session addressing what is critique and why

changes but to use linguistic language what does

we have to discuss critique and why we need

this mean?

critique. We have not come up with a conclusion

Ohsawa
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Just thinking without art you cannot think

Simply put, art is to create something

but I think we have a direction to our discussion in

and then it should be linked with thinking

the first session of this international convention.

according to my understanding. Using Mr.

We would like to conclude this first session now.
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―
批評が排除されている現状
アメリカの美術批評雑誌「October」の編集委員で、ポストモダンに関する論集
『反美学』“The Anti-Aesthetic ”の編者とし
て知られるハル・フォスターは、2012年に“Post-Critical ”という論文を発表しています。その中でフォスターは以下のように書
いています。
「批評理論は1980年代と1990年代の文化の戦争を経て、深刻な打撃を被った。そして、2000年代に入っても、ただ単
に状況は悪くなっていく一方である。ジョージ・W・ブッシュの下で、すべての領域において肯定すること、承認することのみが
求められるようになった。その結果、今日では、大学や美術館にさえも批評の場所は、ほとんど残っていない。保守的な
コメンテーターたちにいじめられ、ほとんどの学者たちは、市民参加のための批評的思考の重要性を強調することは、も
はやできなくなってしまった。また、ほとんどのキュレーターたちも企業スポンサーに依存しているので、かつては先端的な
アートを公的に美術館に受容するために本質的であると考えられてきた批評的な論争を促そうとはしない。実際、少しも
批評を意に介さないアートワールドの中で、批評が完全に時代遅れになってしまったのは十分に明らかなことであるように
思える」
という引用です。
これはあくまでも、アメリカでの話です。日本においては、もともと批評にそういう重要性は一度も与えられてきませんでし
た。それでも、この数十年間の日本の状況を見ても、あらゆる場所から批評、もしくは批評的な言説が追いやられている、
排除されていることはわかります。批評は多くの場合、ただ単なる悪口や商品の流通の邪魔をする営業妨害のように捉え
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られており、流通するのはマーケティングのための推薦文や紹介文ばかりであり、必要とされているのは批評家ではなくて、

ライターやタレントの言説だけなのであるかのように思われます。
しかし、歴史を振り返るならば、ヨーロッパやアメリカでは伝統的に批評は作品の評価を独占することにより、美術作品
のマーケットでの流通に極めて深い関係を持ってきました。18世紀にコレクションや美術作品のカタログが誕生し、19世
紀以降、審査員のいる展覧会や美術ジャーナリズムが普及していく中で、美術作品を鑑定し、その価値を定着される批
評、批評家の役割はどんどん大きくなってきました。批評家たちはいわゆる目利きとして美術作品の価格を担保する役割
を担ってきたのです。もちろん、批評家たち自身は、自分たちがマーケットの中に取り込まれているとは、夢にも思ってはい
ませんでした。彼らは、そのような経済活動の外の自立的な領域で、自分たちよりも、素朴な鑑賞者たちの間違った思い込
みを改めさせ、
より進んだ意識をもたらそうとしていました。批評とは、基本的には啓蒙の運動だったのです。

20世紀に入って、社会主義国家が誕生すると、批評家たちがどのような政治的ポジションで語っているかということが大
きな問題になってきました。つまり右寄りの批評家なのか、左寄りの批評家なのかということが問題となっていったのです。
いずれにしても批評は、批評家という主体と強く結び付けられてきました。彼または彼女がどのような世界変革への意思を
持ち、どのようなものを作品の中に読み取ろうとしてきたか、そして、彼らの言説により暴き出される作品の真実を、いかに
して人々による世界変革へと結び付けていくのかということが、批評の問題であると考えられてきました。
―
もはや幻想となった啓蒙的批評
しかし、フォスターによれば、こうしたことすべては今では幻想にすぎません。ポストモダンの文化、そして新自由主義経済
学が支配する世界では、啓蒙と経済的発展の結び付きは失われ、アートワールドの中で批評家に与えられていた特権や権
威は信頼を失いました。マーケットの論理だけが支配する世界の中で、批評家はむしろ円滑な経済活動を滞らせる邪魔者
と考えられるようになったのです。
フォスターは、
このような過去の啓蒙的批評家、進歩的批評家に対する厳しい批判を行っている、フランスのブルーノ・ラ
トゥールについて触れながら、次のように書いています。

ラトゥールにとって、批評家とは啓蒙された知識を装っている者である。その知識によって彼は、他人の素朴なフェ
ティッシュ的信念を脱神秘化することができる。つまり、この信念がいかにそれ自体としては何もしていない、物質的
な実態に向けられた彼らの願望の投影にすぎないかということを明らかにすることができると思い込んでいるのであ
る。ここでの批評家の致命的な間違いとは、彼自身の信念、
つまり脱神秘化というフェティッシュそれ自体に対しては、
こうした脱神秘化のまなざしを決して向けようとしないということである。つまり、彼自身が最も素朴な間違いを犯して
いるということなのだ。ラトゥールは次のように結論づけている。このことこそが批評家であるあなたが何の矛盾もなし
に、①あなたが信じていないすべてのもの、ほとんどの場合、宗教・大衆文化・芸術・政治のようなものに対して反フェ
ティッシュ主義者であり、②あなたが信じているお気に入りの科学、ちょうどあなたが好んでいる研究分野、例えば社
会学・経済学・陰謀理論・遺伝学・進化心理学・記号論などのすべてにおいて、自責の念を全く持たない肯定論者で
もあり、③あなたが大好きなもの（もちろん批評自体もそうであるが）、絵を描くことや、バードウォッチング、シェイクスピア、
ヒヒ、
プロテインといったものに対しては、完璧に健康的で屈強なリアリストにも同時になれる理由なのである。

この部分は、私自身にとって少し耳が痛い部分を含んでいます。今もそうですが、上から目線で人々や学生をフェティシ
ズムから解き放ち、脱神秘化しようとしている一方で、今、話題の思想や科学についてはうれしそうにスノビッシュに語り、さら
には通信販売のダイエット商品やサプリメント食品などに、ほとんど科学的検証もなしに飛びついているというのが、私を
含めた知識人全体について当てはまる姿なのではないかと思います。
ラトゥールは、ここから啓蒙や近代ということそのものが幻想であり、ということは、もちろんポストモダンも幻想であり、わ
れわれは一度として近代人であったためしはないと言うのです。私も、そうかもしれないと思います。実際には、人類は2万
年ぐらい、ほとんど変わっていないのではないかという気もしています。しかし、人間そのものがあまり変わっていないとして
も、人間の文明や社会の在り方、つまりは人間と世界とのインターフェースは、明らかに大きく変化してきています。それに応
じて当然のことながら、われわれの文化創造活動と批評をも含む言説との関係が、変わっていくことになります。そして、そ
れはかつてのように人々を率いる役割を担った啓蒙的文化人、啓蒙的知識人としての批評家によるジャンルとしての批評で
はもはやないことも明らかであるように思えます。
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―
新しい批評的言語の可能性
それでは、批評に関してどのように変化が生じているのでしょうか。また、これからの批評はどのようなものになっていくの
でしょうか。または、なっていくべきなのでしょうか。
ところで私は、この会議に3回とも参加しています。ずっと気にかかっていたのは、
「メディア芸術祭」
というイベントの名前が
もたらす、極めて不自然であいまいな印象でした。
「メディア芸術」
とは何でしょう。第1回目の会議で、座長の吉岡洋さんが
問題提起したように、この日本語の言葉「メディア芸術」
は、外国語には翻訳不能な言葉です。そこには、メディアアートを中
心とするアート部門、ゲームやウェブサイトに関わるエンターテインメント部門、アニメーション部門、マンガ部門の四つが、一
つの名前の下に集められています。このような異種混合的なジャンルの集積を、一つの「メディア芸術」
という言葉でまとめて
パッケージングすることに、なかなかなじめませんでした。
ところが最近、もっと若い世代、例えば私の学生たちに聞いてみると、どうも彼らにとっては「メディア芸術祭」
という名前
は、
それほど違和感がないらしいことがわかりました。なぜかというと、
彼らにとってあらゆる情報はインターネット上にあって、
自分の部屋のコンピュータやゲーム機のモニターに映し出されるものとして、統合されているらしい。マンガですら、紙で読
むのではなく、スマホやコンピュータで見ることにあまり違和感はない。

セッション
基調講演

2

2

メディアアートだけは、展覧会の形で美術館や画廊などで実際に見ないとわからないと思うのですが、実際の作品はス
クリーン上で見られるものも多いし、そもそも最近の美術館は、それ自体がスクリーンメディアに近いものになってきているよ
うに思われます。もはやアートは、ホワイトキューブとしての牽引的な美術館の建物の中で、スポットライトを浴びている厳粛
な物質、マテリアルであるよりも、暗がりの中で壁に浮かび上がる一時的な映像、一時的な情報のようなものに変わりつつ
あるのです。
（コモンズ）
第2回の会議で、
「共有地」
というキーワードが出されました。この概念を使ってみるなら、メディア芸術祭は、コン

ピュータネットワーク、もしくはスクリーンというコモンズの上で展開される、商業的／非商業的な映像情報として、ひとまとまり
のものとして、若い世代には自然に受け入れられているのではないでしょうか。
「芸術」
という古風な言葉は付け足しのような
ものであり、すべてはデジタルメディアという共有地、つまりデジタルコモンズの中で起こっていることだと考えるならば、この
名前は今や、それほど不思議なものではないような気もしてきます。おそらく、われわれを取り巻く文化領域のすべては、今
やこのようなデジタルコモンズの中に取り込まれつつあるのです。
しかし現状を見ると、コモンズは決して均質でもなければ、豊穣な空間でもありません。メディア芸術祭を見るならば、そ
こではゲームやマンガやアニメ、そしてメディアアートが相互に全く切り離されたまま、ばらばらに存在しています。この会議の
テーマである異種混交性ということで言えば、異種であるそれらはお互いに全く混じり合っていないのが現状です。
そのつながりのなさには、二つの局面があるように思われます。一つには、コンテストに応募してくる3千点を超える作品
が、それぞれのジャンルごとにばらばらに集められ、展覧会でも部門ごとにばらばらに展示されていること、つまりそれらが
異種のジャンルと同じ場所に展示されることを誰も意識していないということです。作品同士のインタラクションや相互介入
が全くないことが、大きな問題として横たわっています。これでは異種混交は起こりようがない。もちろん、それぞれのジャン
ルの内部における異種混交性は存在します。そもそもマンガやアニメは、文学、美術や映画といった、さまざまな別ジャンル
ロールプレイングゲームや歴史ゲームに見られるように、
の表現を自由に引用し、剽窃し、改変してきた自由なメディアですし、
ゲームもまた、もともとハイブリッドな表現でした。
もう一つは言うまでもなく、それらをつなぐ言葉、批評の不在が挙げられます。もちろん、それは単にメディア芸術祭ばか
りではありません。日本の状況を見れば、美術、演劇、映像、音楽、建築などのすべての文化領域にわたって、批評の言
語は徹底的に排除されていることがわかります。売れるもの、有名なもの、市場で流通するものがいいものであるという単
純で、しかし極めて貧困ですが強力な認識だけが、すべてを支配しています。ここには明らかに社会構造的に批評を抑
圧し、排除しようとする力が感じられます。
しかし、だからといって、かつてのように、それぞれのジャンルに通用した目利きとしての批評家や、マニアックでテクニカル
な言説や論争が復活すればいいと考えているわけではありません。そうではなく、さまざまなジャンルやレイヤーを相互貫
通するような言説の回路と言語の豊かな可能性を、文化の領域に取り戻すことが、どうすればできるのかわかりませんが、
今求められているのではないでしょうか。このセッションでは、このような新しい批評的言語の可能性について議論してい
038

きたいと思います。以上で私の基調講演を終わります。どうもありがとうございました。

Editing
Itself Is Critique
Session2｜Video Interview

Seigow MATSUOKA
Interviewer Hisashi MUROI

セッション2 ｜ ビデオインタビュー

編集すること自体が
〈批評〉
である
松岡正剛
インタビュアー 室井尚

室井

ちょうど同じ期間に開催されているメディア芸術祭というのはアート、エンターテインメント、アニメーション、マンガと

いう四つの部門が一つになっている展覧会で、それぞれに賞が与えられます。それぞれの領域の専門家が審査員をして
いますが、この四つの領域がばらばらな基準で審査されているように思えるのです。でも、逆に言うと、私たちはそういう異
種混交的なあり方というか、そういうでたらめにいろいろなものが雑種的に混じっている形というのが逆に面白いのではな
いかと思うのです。
松岡

すでに社会の中とか、メディアの中とか、生活の中で異種混交というのはだいぶ前から起こっていると思うので

す。それは個人としても起こっているし、メディアとしても起こっているし、ビジネス、業態としても起こっている。10年先、20年
先には、例えばソーシャルメディアの中に統合されるかなとか思われるけれども、実際のリアルな書籍がそれでなくなると
は思えない。とすると、何か先行したものが既存のものを食べ尽くそうとはしているけれども、実は裏町が残ったり、浜辺が
残ったり、よろず屋が残ったりするように、既存のメディアやアート分野というのは残るのだろうと思うのです。
だから、異種混交というのは賞の対象として異種的なものがひと括りにされているというよりも、もともと異種的なものの四
つを拾い出して4部門の「間（インター）」
を楽しもうというものではないか。インターテキストというか、インターメディア化していく
ことを期待したいと思いますね。
―
ビジネスは外せない
室井

経済的な合理性や市場価値ばかりが先行すると、路地裏とか雑多なものがどんどん均質化されていくという傾向

もあると思うのです。それを文化が守っていくことができるかと考えている人も多いと思うのですけれども、松岡さんはどう

039

第 回世界メディア芸術コンベンション 異種混交的文化における
︿批評﹀
の可能性

3

セッション
ビデオインタビュー

2

思いますか。放っておいても大丈夫ですか。
松岡

いや、守ることも、戦うことも含めて、放っておいては無理でしょうね。たとえ放ったらかしにされていたとしても、ビ

ジネスモデルをそこに発見した者たちが戦いを挑むというようなスタイルは出てきていると思うのです。
では、放っておかないとすると、保護するとか援助するとか、あるいはパビリオンをつくるとかフェアをやるということにな
るのでしょう。まずはそういうことをやってもいいとは思うけれども、いずれにしてもビジネスモデルをつくりあげていくというこ
とをやらないと駄目だと思うのです。
今やビジネスを外したアートとか、完全にビジネスから外れたアニメとかゲームはあり得ないと思います。なぜかというと、
端末としてのそれを享受するスタイルの中にネットがあり、線があり、電波があり、それからOSがあり、クラウドがある。とな
ると、すでにビジネスとしてつくられてしまった産業形態を外したアートというものが成立しなかったりする。別に裏町でもビ
ジネスを確立していくことぐらいはできると僕は思いたいですね。
室井

なるほど。今の世の中というのは、売れるものであれば、誰が何を言っても勝ちなのだというような形になっている。

そのときに、
批評的な言説というのはもう要らないものになってしまったのか。それとも何か別なチャンスがあるのでしょうか。
松岡

アングルとドラクロワがいて、ボードレールがいて、アートの自立とサロンの成立とギャラリーと売買と批評というの

は一緒だったわけですよね。それは突き詰めていけば表現に何らかの差異や主張があり、必ず作家そのものが批評的な
存在であると思うのです。だとすれば、そこに百人のボードレールがいつだって誕生し得ると思うので、幾ら産業とアートが
自立的なムーブメントを起こしているかのように見えていても、批評性が失われるということはないと思いますね。
ブログやフェイスブックやすべてのコミュニケーションを含めて、むしろそういう中に批評が今や均質ではなくて、かなりで
こぼこを持ったままある。それを僕の立場から言うと、エディットすること自体も―誰も僕のことを批評家とは呼ばないけ
れども―僕自身はクリティックだと思っているので、一つの言説を束ねたりセミラティスにしたり、あるいはゴシックにすると
か、タイトルにするとか、あるいは並べ方を変えるだけで批評力というものは誕生し得ると思っている。
例えば仏教やキリスト教の教派が分かれるときに、批評家というのは登場しなかったかもしれないけれども、言説は極
めて批評的だったのではないかと思うのですね。ただし、言葉をどういうふうに残すか。アートにするか、経典にするか、
あるいはユダヤ教のラビのような信仰の形態にするかによって、時代によってそれを指し示す冠というか、職業名は変わっ
たけれども、実は漢字で書く
「批評」や、アルファベットで書く
「critic」以上に批評というのは大きなものだと思うのです。
僕は本来の批評というのは、何がクリティカルであるかという
「特徴検出力」だと思うのです。それは音楽のライナーノーツ
から消しゴム版画のナンシー関の芸能批評まで、別に非難と受け取る必要はなくて、多少好き嫌いというものが出ている
040

（慣習行動）
わけです。そういう意味では潜在しているブルデュー的な
「ハビトゥス
」がそこに立ち現れることに批評の面白さが

あるのです。
―
言語が鍵を握っている
室井

マンガだって、手塚治虫の時代には映画や文学などからあらゆるものを導入してきたわけですよね。だから、異

種のものをどんどん取り込んでいくというのがマンガの持っている一つの魅力だったけれども、今は逆にマンガのアーカイブ
があまりにたまりすぎて、マンガしか読まない人とか、マンガの中でしか相互移入をしないような人たちが増えてきています。
松岡

幾つか方法があると思うのです。マーケティングされているとか、売れているとか、目立つとかというのは社会の

一番表面に出たところですよね。でもどんな表現にも、表層があれば中層や深層もあるし、ステレオタイプとしての奥にプ
ロトタイプがあれば、アーキタイプもある。だから、僕が編集的な混交をやることで、もし批評性を持っているとすれば、必
ずしも表層だけの、あるいはステレオタイプだけの異種配合ではなくて、表層と深層とか、中層同士とか、プロトタイプ同士、
例えば椅子と橋というのは全然プロトタイプが違うのだけれども、その奥にある“組み立てる”、あるいは“エッジが組まれる”
という点を、組立可能であるというふうに見ることでエディットしているのですね。
だからメディアも、アートや表現諸ジャンルも、例えばキーボードに戻るとか、マウスに戻るとか、ピクセルに戻るといった
エレベーションをもっと激しくすれば、横にまたぐ異種混交だけではなくて、斜め、縦にまたがっていく異種混交がもっと可
能になると思うのですね。それには言語が必要だと思うのです。
（tablet）
例えばテーブル（table）
とタブロー（tableau）
とタブレット
が同じ語源で、ラテン・ギリシャにおいては同じだったりする。

日本語の「先」
という言葉は「避ける」、あるいは「坂」
「岬」
、
、つまりあるものがいっぱいになっても、それ以上になれないも
のが「先」
なのです。
「酒」、
「桜」、
「咲く」
も同じ語源です。でも、実際には桜と酒は全く異種なわけだし、坂と酒も全然違う。
でも、ちょっと奥に行けば同じつぼみから出ているものが多い。言語というものがいかにその鍵を握っているかということに
もっとアートもメディアも気が付くべきです。気が付いているのかもしれないけれど、もっととことん言語と出合わないと駄目
だと思うのです。
室井

松岡さんがおっしゃるように言説の役割ですよね。言説が今あまりに無力すぎるというか、お互いに干渉しない、

自分のジャンル以外、自分たちの扱っている商品のマーケティング以外については何も発言しないような、言説が貧困化し
ているという状況がある。それをどうしたらいいかということですね。
松岡

その一つはマーケットや高度情報資本主義があらゆるものをコモディティ化し、ありとあらゆるものに賞味期限と

効能書きを明示化したということがあると思います。こうした点がベンヤミンの時代との違いだと思うのです。つまり、マー
ケットそのものが基本的な言説を商品単位に持っており、もし商品単位をまたいだとしても、必ず厚生労働省とか国交省と
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いった縦割りの行政がうまく管理できたり、産業の主体である企業内部のコンプライアンスとしてマネジメントできるような言
説として、共有化されています。
商品と言語の間に起こっている
「事故」、それは雪印にしても、赤福にしても、いろいろなところが辛酸をなめたと思います
けれども、こういうものに批評が介入して、カバーしてあげる。そこまで引き取ってあげるということが必要だろうと思います。
そうでないと、誰もが擁護されなくて、ただ半年間休業するとかいう目にみんな遭うわけだから、
その事故が起こったところ、
アクシデンタルになったところ、そこに新たな穴ぼこが、すき間が開いているのではないかと僕は思うのです。
商品側がなぜ言説は要らないとか、批評は要らないと言うか。自分でコントロールできていると言っているからです。し
かし、実際には
「アウト・オブ・コントロールだよ」
と言われた産業界やメーカーが文字通り打撃を食らうわけです。われわれ
は例えばアーティストとか、そういうものに対して打撃を食らっても大丈夫なようなことを批評がやってきたのだと思うのだけ
れども、それが商品社会に対して向かっていないのではないかと思うのです。
室井

言説が自由に行きかうような仕組みというものがないので、お互いに違うジャンルの人たちがそこで沈黙し合って

いるような状況ですね。
松岡

おそらくコモンズをかつてのコミュニティに代わるものにするだけではまだ足りなくて、コモンズそのものを三層とか、

ちぎれ雲ができるようなコモンズのアーティキュレーションとか、コモンズそのものの複雑化、多様化が必要ではないかと思
セッション
ビデオインタビュー

2

うのです。だから、コモンズだからわかりやすいのではなくて、コモンズだから社会より複雑である。社会より市場の不確
定性が面白い。そういうものになったほうがいいと思うのですね。
―
サザンオールスターズと
『和漢朗詠集』
室井

日本の知識人というのは割とサブカルチャーやアニメなどに関心を持っているほうだと思うのですね。ヨーロッパ

の知識人も、もしかしたら興味を持っているのかもしれないですが、絶対にサブカルやアニメについて発言してこない。最
近私は“ももクロ”が好きなのですけれども……。
松岡

同じだな。AKBは僕は駄目だけれども、“ももクロ”ならとか。

室井

コンサートに行ったりしてしまうのですが、そういうところに何か回路を開いていく場所が欲しいですね。

松岡

それは室井さんが言われたように日本の知識人の感覚だけではなくて、浮世絵とか、白拍子とか、お小姓さん

とか、あるいは
『梁塵秘抄』
とか、あるいは焼き物について言ってもいいのですけれども、最初から
「部分」
と
「全体」がうまく
混然一体としていたし、
「ハイ
・アンド・ロー」が混じっていた。今の言い方で言えばサブカルチャーです。サブカルチャーその
ものがメジャーとあまり対立しないままにメジャー化したり、逆にメジャーがいつでもサブカルから見ても面白いということが
起こっています。歌舞伎がわかりやすいですよね。勘三郎、團十郎を失ったことをメジャーな出来事としても語れるけれども、
自分のひいきが亡くなったとか、あの台詞が聞けなくなったとかというようなレベルでフェティッシュにも成立しているので、確
かに
「ハイ
・アンド・ロー」が一緒になり得る可能性はあると思います。
とはいえ、日本の知識人がサブカル論を書いたりすると、サブカルの中には入るのだけれども、それをもう一回どこかの
時代や、ゴシックやバロックや桃山や万葉にまで持っていって、また戻してあげるということをするのです。戻すときはサザン
オールスターズから取って“ももクロ”に戻してもいいのだけど、途中に何かが入ってくるという、その回路まで行っていないよう
な気がするのです。
サザンの「閻魔堂は闇や宵や宵や」
という歌詞には、
『和漢朗詠集』
がかつて漢字という表意文字を見たときに、何だ
かマジックにしか思えなかったということと共通点があるはずです。そこで文字を訓読みしたり、音読みしたり、平仮名
に直したり、草書に崩したりしながら日本語というものをつくっていったようなものが、桑田佳祐の言葉遣いの中に表れて
いる。それはまさに藤原公任や
『和漢朗詠集』
の時代の彼らのヒットソングとほとんど変わりない、と僕は書いたことがあ
ります。
もう一つは、わかりやすく言うと、カオスのように淀んで何も生まれそうもないところから、オーダーが出る場合もあります
ね。あるいは価値が出る場合もある。創出とか、創発が生まれる。そうすると、今アニメとかゲームは動いているけれども、
動いていないもの―左官の壁塗りとか、折り紙とか、いろいろなもの―があります。例えば有松の藍染めに関心を
持ったのはエルメスですけれども、日本人より早かったのですね。しかし、有松の藍の絞り染めというのは長らく動いてい
なかったのです。こういう動いていないものに、産業が目をつける前に批評が先行していくというところがもうちょっとあっても
042

いいかなと思いますね。

室井尚

吉岡洋

加須屋明子

吉村和真

（モデレーター）

セッション2 ｜ディスカッション

メディア芸術祭にどのような
〈批評〉
が可能か？
室井尚（モデレーター）
／吉岡洋／加須屋明子／吉村和真

―

はその二つの違いだったのです。私も
「マンガ研究」
と名

マンガと批評

乗っていますが、これは大学で行う際の方便でもある一

―

方、これまでマンガの批評を支えてこられたほとんどの方

室井

それではディスカッションに行きたいと思います。

は大学に属さずに、いわば在野で評論家として活動され

初めて登壇するメンバーの方を紹介します。加須屋明子

てきた方です。その方々の仕事を踏まえつつ、私たちがあ

さんは京都市立芸術大学の准教授で、ご専門は現代美

る種の大学に共通する、つまり、
マンガだけではなくて、一

術、特にポーランド等のアートのご専門です。吉村和真さ

般化されているディシプリンなどを共有しながらつくり上げ

んは京都精華大学のマンガ学部、あるいはマンガミュージ

ていこうとしたのが研究ということで、結構、意思を持って

アムの中にある国際マンガ研究センターに所属していて、

分けてきました。

主にマンガ研究をされています。二人とも非常に特異な活

これを批評とどう関わらせるかという話になると、第1部

動をされていますので、このセッションにお呼びいたしまし

で吉岡さんから
「誰のために」
というのが究極的に問題に

た。まず吉村さんから、基調講演と松岡さんのビデオを

なるという話がありました。僕の言い方で言うと、
マンガ評

見て、コメントがあればお願いします。

論は、
マンガが好きでマンガを読んでいる人に向けて語

吉村

京都精華大学で「マンガ学部」
に勤めています

吉村です。

られる言葉です。マンガ研究は、
マンガ好きでもあります
が、
マンガをかつて読んでいてもう読んでいない人とか、あ

僕は「批評」
という言葉を考える際に、どうしても癖で、評

るいはマンガの存在も知らない人に向けても、これを宛先

論と研究を分けてしまうのです。なぜかというと、
マンガ研

に含むのが研究だと考えています。だから、それが目利き

究が、その成り立ちを考える際に、常に向き合ってきたの

としての意味や、先ほどの批評の真贋のようなことと、実は
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深く関わっています。
ですから、ランキング本である
『このマンガがすごい！』
な

りませんが、少なくともマンガ家を目指そうとする人たちに

どの歴史を見るとわかるのですが、いわゆるマンガ評論家

とっての見え方を変えていくことが、遠からず表現者として

として名の知れた方々による批評でほぼ埋め尽くされてい

実際に出てくるメディア芸術祭などに関わってくる作品に

た時代から、今はわかりやすく言えば、大学の漫研の人た

影響もするでしょう。

ち、あるいは特に多いのは書店員の方々の声を拾い上げ

そういう意味で、
マンガ学部だけでなく、
うちにはマンガ

る形で、
「このマンガがすごい！」の裾野を広げていくのが、

研究科があって、理論系と実作系が一緒にいるというと

最近の流れです。これは批評が貧しくなる一方で、あふれ

ころが、批評とは何かを考える、いい契機になっています。

ているという状況をよく反映していますが、果たして、それを

これはマンガの現場というか、僕が職場にいるお話として

批評と呼ぶかどうか。

の事例なのですが、一方でマンガ批評、あるいはマンガ研

それは第1部から継がれる問題で、僕の意見では評論

究、評論の内実がどうかというと、
もちろん目利き云々もあ

に近いものであって、
しかもここが重要なのですが、
マンガ

りますが、やはり取り上げる作品やその作家の傾向は、い

研究はそういう来歴を持っているからわかるのですが、批

い意味でどんどん広がっています。マンガ史の検証も、や

評を一端、括弧に置いておいて、評論が先ほどのような

はり一部マニアックではあるかもしれませんが、どんどん掘

宛先、文体ももちろん違ったり、あるいは主観・客観のバラ

り起こしが進んでいます。僕にとって一番足りないと思うの

ンスが違ったりという意味で研究と分かれた場合、
しかし

は、
マンガ史の内実ではなくて、
マンガ史を含む歴史とは

この二つは不可分な関係にあるというのが、
マンガ研究を

何かという視点を、
マンガ史が持ち得る契機が少ないこと

やっている者の実感です。

です。本当は一番必要とされるはずの
「歴史とは何か」の

僕はマンガ学部の教員なのですが、1年生を相手に
「マ
ンガ史概論」
という授業を持っています。それは簡単に言

問いが、
マンガ史研究、あるいはマンガ研究そのものには
欠けていると、個人的にも思います。

うと、
マンガの歴史を教えるようなことなのですが、単に編

それをどうつなぐかという場合に、想像力の問題になる

年的に歴史を教えても仕方がない。何より、
マンガ学部の

のですが、二つの方法があって、一つは、今までのマンガ

学生の多くは、
マンガ家を目指していて、いわゆる作り手に

研究や評論が取り上げてこなかったものを探すということ

立つ人たちからすると、僕のことを、それこそ目利きをする

です。6 〜 7 年前、日本マンガ学会の大会で、
「見えない

ための批評家と思っているのです。だから、
「あいつの言う

マンガ」
というテーマでシンポジウムを開いたのですが、そ

ことなど聞くか」
という、かなり敵意をむき出しにした授業の

こで三つの素材を扱いました。一つは、いわゆる実用マ

開始になります。でも
「違うのだぞ」
と。別に目利きしている

ンガです。
『マンガでわかる！ 税金のすべて』
『まんが日本

のではなくて、それこそ世界の向き合い方、歴史の向き合

の歴史』
などがありますが、あの辺は、実は皆さんが思っ

い方を変えてくれるマンガの見方、あるいはマンガを構成

ている以上に、市場あるいはビジネスモデルを構築してい

しているさまざまな表現要素、あるいはそれを受容してい

て、特に子どもに与える影響力などは大きいのです。これ

る読者の在り方から、そのマンガと歴史、そうした関係を投

はもう少し広げていくと、現代日本の社会構造の話にもつ

げ掛けていく授業を行うのです。

ながります。僕はマンガリテラシーと呼んでいますが、
マン

今の学生は、今のマンガについては詳しいし、自分の好

ガリテラシーはかなり、僕はいわゆる日本語、つまり母国

きなものについてはとてもこだわりがあるのですが、例え

語に近い影響力を持ち得るまでの文化資本になってい

ば20 〜30 年前のマンガを手にした瞬間、衝撃を受ける

ると思います。

のです。よくあるのは「僕がやろうとしていることが、
もう先

それは、いつからなったかというと、今のところの見解で

にやられている」
という話です。さらに言うと、
もっともっとす

は60年代後半から顕著な形になります。なぜかというと、

ごいふうにやられてしまっているという、単純だけれど歴史

当時の流行語でよくご存じだと思いますが、
「右手にマガジ

に目を開く瞬間に、その描き手に持ち得る、これは研究

ン、左手にジャーナル」
というのがあるのです。あれは新し

でも評論でも何でもいいですが、その言葉の力以上に、作

い世代からすると、単に
「朝日ジャーナル」だけではなくて

品の力が届く瞬間があるのです。

044

ます。その組み替え自体がマンガを良くするかどうかは知

「週刊少年マガジン」
を一緒に読んでいることの自負であ

これは先ほどの松岡さんの話で言うと、僕が非常に感

り、上の世代からすると、アンビバレンツな感覚で新人類

銘したのは、エディション自体、編集自体に批評があり得

的な扱いをしていたということがあって、要は大人になって

るということで、
マンガ誌なら一つのマンガ誌という歴史の

もマンガを手放さない人たちが登場するのが60年代後半

組み替え方そのものに、
もう批評が宿っていることはあり

なのです。

そこから70 〜 80年代とマンガの大人の市場が多くなっ
ていって、皆さんは意外に思うかもしれませんが、昭和末期

るという、研究者の立場の変化があり、それから評論活動
の重要性の確認など範囲の広がりはあったと思います。

に至る頃には、子どもマンガよりも大人マンガのほうが市場

室井さんが、
批評は、
日本ではそれほど重要ではなかっ

としては大きくなるのです。それが日本の特徴です。そうし

たとおっしゃいましたが、たぶんそんなことはないと思いま

た中で、
マンガをかつては読んでいて、
もうすでに読まない

す。美術界の中では非常に重要なのですが、社会にどの

人たちが増えていたとしても、いったん身に付いたマンガリ

ぐらいインパクトを与えたか、あるいはマーケティング、百貨

テラシーによる世界の見え方は実はなかなか消えません。

店や新聞社と結び付いた形で流通していく中では力を発

今日は具体例を挙げる時間はありませんが、ここはか

揮したけれども、作家にとって本当にインパクトがあったの

なり強調したいところで、そのリテラシーには実は、かなり

かについては、検証が始まっているところだと思います。

西洋的な価値観が入っています。僕の研究の中で言うと、

室井さんが基調講演で引用したフォスターの文章の中

国民や人種という概念と、それを視覚化する際の記号と、

に、
ラトゥールの言葉で批評家について述べたところで、正

マンガの登場人物たちの身体や顔の在り方は、すごく密

体を暴露するのではなくて、集積するもの、つまりじゅうたん

接に関わっているのです。

をひっくり返すのではなくて、そこに集まる場をつくるという

そうすると60年代頃から、大人だけではなくて子ども

ことが書かれていて、非常に共感しました。何か暴露して

も含めて、ある種マンガリテラシーが身体化され、そのま

あざ笑うような立場の者が評論家ではないということは、あ

ま育っていく人たちが社会構成員の多くを占めていく中に

らためて確認するというか、私も勇気づけられた視点です。

あって、日本の人たちに届く批評とは何かという場合は、

それから、誰のためのシンポジウムなのか、あるいはメ

実はマンガの読み方は難しいのだよとか、
マンガを読むこ

ディア芸術祭なのかということをやはり思います。ここにた

とがどうやって身に付いたかを、いったん括弧に入れて歴

くさん集まっていただいてありがたいのですが、メディア芸

史で考えることは、自分自身の立場を見直すのにものすご

術祭の会場に来ていらっしゃる観客の方々とは、一部重な

く便利なのだということなのです。

るかもしれませんが少し違うと思います。それは「場を開く」

これが象徴的なのは、
「マンガ学部の教員をやっていま

という意味では少しどうなのかと正直思うのと、
もちろんメ

す」
と言ったら、
「マンガをなぜ大学で教えるのですか」
「何

ディア芸術祭のプログラムはたくさんあるので、いろいろな

を教えるのですか」
と言われます。つまり、
「マンガなんて

場の中の一つということは理解しているのですが、少しずれ

やってもしょうがないでしょ」
とか、
「マンガなんて読めばわ

があるのではないかと思います。

かるではないですか」
と思っているのです。その
「マンガな

また、先ほどずっと出ている西洋文化に対して、私が

んて読めばわかるではないですか」
という感覚自体がどう

ポーランドを中心とした旧共産圏の文化、戦後の美術など

やって成立したかを一回考えることを進めたいのです。そ

についても考察していますので、その芸術活動を考えた上

ういう意味での歴史の問題でもあるし、
リテラシーの問題、

で、今、皆さんが話されたことを聞いていると、少しずれを

そこまで大きな問題です。

感じるということも申し上げておきたいです。

室井

面白いですね。なぜ自分がマンガを読めてしま

ここで、準備してきた短い引用文を読ませていただき

うのかということを問い直すクリティカルな話ですね。

（Krzysztof
たいのですが、これはクシシュトフ・ヴォディチコ

―

Wodiczko）
さんという、メディアアーティストの方の言葉で、彼

誰に向けて、誰が語るのか

はポーランドのご出身で、今アメリカ在住で、メディアアート

―

をやっておられます。あるいは現代美術にもし興味があれ
私も以前、美術館におりまして、芸大に移って5

ばご存じかもしれないのですが、1943年ポーランドのワル

年目なので、実作者と理論等が両方いる場所にいる関係

シャワで、ゲットーで生まれて、生まれた数日後にワルシャ

上、言葉にすることの重要さや意味についても、反省的に

ワ蜂起があったという、それだけ聞いても、どれだけ大変

考える機会は以前より増えたかなという実感はあります。

な幼少期を送られたかわかると思います。ワルシャワで成

加須屋

それから、批評についての評論と研究という意味では、

人され、工業デザインを学ばれて、ソーシャルストラクチャー

美術史学という非常に堅固な学問が美術にはあります

に介入するように、社会とどのように関わっていくかを考え

が、もちろん美術史学もどんどん変わっています。しかし、

ながら、アクティブに行動されている方です。今も非常にそ

私が大学にいた頃は、生きている人は扱ってはいけない

の辺はしっかりとコンセプトを立て、言葉で語ることも非常

というところがあって、なかなか学問の対象には入りづら

に重要視しておられて、旧共産圏の方々全般に特徴的な、

かったところが、今どんどん研究されるようになってきてい

言葉の重要性、あるいはウィットに富んだ、言葉と言葉を
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結び付けていって、その場を開いていくことの巧みさは、

人、つまりこういう場にあまり出てこない沈黙した人々、
マイノ

いつも感心するところです。

リティの声をどうやって拾い上げていくか、そのことをとても

今日ご紹介するのは、クシシュトフが2010年に同志社大

重要な使命と考えられて活動を続けておられます。ですか

学にいらっしゃったときにご講演された中で、最初の彼の

ら、
「批評」
を考えるときに、その
「批評」がどこの誰に向け

考え方の基本となったところがまとめられた部分です。場

られて、誰が語ることができるのかが非常に重要ではな

についてのお話なので、コモンズなどについてお話しさせ

いかと、たぶん繰り返しにもなるかもしれませんが、強調さ

てください。引用です。

せていただいて終わります。

「排除される人をどれだけ取り込めるかというのが民主
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吉岡

まず吉村さんの話は、今回は「批評」
がテーマと

主義の価値であり、公共領域（パブリックドメイン）の価値であ

いうことなので、最初に研究と評論と批評というか、要する

る。排除される人が強いられる状況に対して、問いを立

にマンガ研究の分野においては、評論はむしろ個別的な

てるオープンな環境が必要である。自由にオープンに話

作品について、いろいろなコメンタリーみたいなものも含む

す権利はギリシャ・ローマ時代にまでさかのぼっている。

けれども、研究はもう少しそこから距離を取って、ファンや

（parrhesia）
オープンに自由に話せる権利とはパレーシア
と

支持者のためだけではないところまで届くような言説です

いうことで、紀元前4世紀から1世紀ごろに、それは哲学

から、ある意味ではそれが、私が問題にしている批評に

として成立していったシニシズムである。シニックスとは真実

近いというか、研究イコール批評ではないけれども、研究

を話す義務、スキャンダラスな状況に対して、
しかるべくス

のようなスタンスの中にむしろ批評の可能性を見ておられ

キャンダルを起こすということで、批判できる能力を持つこ

るということですよね。それを聞いて思ったのは、これはど

とがとても重要である。権力を持つ側が間違っている場

う英訳するのだろうと思うのですが、評論はクリティークや

合に、自由に意見を述べることができるラジカルな形でパ

クリティシズムと呼ばれたりします。そうした評論家がいて、

レーシアを行う人々のことをシニックスと呼ぶ。体からあふ

批評家がいて、一方批判もクリティークで、結構、
「批評」
と

れてくる、このようなシニシズムの潜在能力を作家としてどう

いう言葉自体が
「メディア芸術状況」のようになっているとい

引き出していくのか。このシニックはすべての人々が持ち得

う感じがしました。

る権利である。その権利を発揮するために沈黙した潜在

もう一つ、吉村さんの話で私が印象に残ったのは、最

的にはシニックに成り得る人々が実践していくために、どの

初の室井さんの基調講演とも松岡さんの話とも関わるこ

ような手助けができるのかを考えている」。

となのですが、つまりマンガの歴史を考えるときには、歴史

引用終わります。このような動機に基づいて、さまざまな

とは何かという問題に逢着せざるを得ない。この意識は

すごく大事だと思うのです。大抵の場合、われわれが自分

装置としての批評」
という言い方をされて、クリティカルという

の属している領域で安住というか、居心地よく発話をしよう

のは臨界的とか危機的という意味がありますが、物事の中

とすると、
そういうことはカットしようとします。

にそういうところを発見していく。これは一つの能力であ

人工知能の研究で「フレーム問題」がありますが、ある

り、活動性であると思うのです。それがクリティックだと僕も

事柄について明白なことを言おうとすると、
それを意味づけ

思うのです。

ている文脈のようなものがどうしても問題になってくる、いわ

吉村

ゆるAIのような研究がぶち当たる困難なのです。われわれ

ンガの居ずわりの悪さは、実はマンガ研究をやっている自

人間は否応なくそういう状況にいると思うのです。だから、

分の、いわゆる大学という制度化された知における居ず

むしろ今指摘されたことから批評という行為を再定義する

わりにくさと似ているのです。結論から言うと、だから面白

としたら、やはり何かについて語ろうと思うと、その何かが

いのです。

今、お話を伺っていると、
やはりアートの中のマ

置かれている文脈、要するにその何かを意味づけている

「マンガ研究」
という言葉を用いて、
マンガ学部の中で自

条件に言及せざるを得なくなるような意識が、僕は批評的

分たちが何をやるかを、つくらなければいけなかったので

な意識だと思います。そのことが、場合によっては、先ほど

す。決められた中にいて、
それをやりますという話ではない

の最初の講演中の言葉で言えば、“場違い”なことであっ

のです。僕たちは90年代半ばに大学院生だったときに、

て、あえて居心地の悪いことを言うことだと思うのです。

学知そのものが持つ制度的な権力にどれだけ気を付け

加須屋さんからヴォディチコのお話が出てきましたが、こ

ろと言われたかわからない中で、新しい知をつくろうとする

れは2年前に室井さんが企画されて、ヴォディチコを日本

と、気を付けないといけないことはわかっているはずだけ

に呼んで、震災以降の状況を話し合うというワークショップ

ど、実はどうしようもなく取り込まれている側面があるので

がありました。そこでも
「パレーシア」
という言葉が出て、犬儒

す。そこからどれだけ距離を取るかが、実は批評的な身ぶ

派というかキュニコス、シニシズムといった議論がされまし

りなのだという気がします。

たが、
「パレーシア」
という言葉はギリシャ語で、
ミシェル・フー

加須屋

コーの議論を通じて知られるようになった言葉だから、哲

場では美術館の集客がまず求められ、
その中で自分の関

学的な文脈を伴った言葉ではあるのです。けれども、同

心のある作家をどうやって紹介するかという、本当に目利き

時にそういう文脈を参照しなくても、われわれはある種そ

的な態度が求められているかもしれないのですが、今や

の場にそぐわないことを、あえて言ってしまうような行為の

作家も批評的な、社会批評をするような作品をつくり、学

中に、パレーシア的なものを持っていると思うのです。だか

芸員はキュレーションで批評をしてみせるというような、批評

らそれは一つの、つながった批評についての話として、僕

が一方ではあふれている状況なのです。

は今聞きました。
加須屋

自由に話すことが保証されている安全な場をつ

私はいろいろな場所にいたので、美術館の現

そういうところから今、私は実作者のたくさんおられると
ころにいて、一方では歴史を、
これまでどういうことがあっ

くるといったことが必要だと思うのです。例えばこの場で、

たかを、語らなければいけない立場にいます。それから、

皆さんが発言しづらい状況になってはいけないと思うの

今の作家の方が何を考えてつくろうとしていて、それをどう

で、場違いかどうかと思わずにというか、場違いなことをあ

やったら言葉にしていけるかという取り組みをしています。だ

（笑）
えて話していただけたほうがうれしいように思います
。

から言語化はとても大事なのですが、ただそこで語られて

―

いる言葉同士が、全然同じ内容を持っていないととても感

批評の力、言葉の力

じるのです。

―

それはなぜかと考えると、やはりこういうことをしている
松岡さんの話の中で大事なことは幾つかあっ

方々、それから、大学で授業をしている方、公開制作をす

たと思います。ビジネスモデルと結び付かないものは駄目

るために来る方、それから学会、その場のオーディエンス

なのだと言われると、僕たちは何となく反発を覚えるの

は、同じ人々が固まったサークルでいて、やはり相互交流

だけれど、よく考えてみると、ビジネスモデルにならないも

がなかなか起きにくいし、ましてや斜めにいくとか、潜って

のを、われわれが大学や美術館の中だけでぼそぼそしゃ

いくところまで、到達しにくい。

べっても、何も動かないけれど、逆にビジネスモデルにな

吉村

るとみんなが思うようなことを言ったり、自由にしゃべれるよ

んが言っていましたが、
マンガはビジネスモデルが先にあり

うになったりするという発想もあるのかと思いました。

ます。ビジネスにならないマンガは、普通出ません。同人

室井

もう一つは、松岡さんは「クリティカルなものを検出する

アートとビジネスモデルの関係を先ほど松岡さ

誌になってしまうわけです。逆に、批評というか言葉の力で
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言うと、
そうした売れるかどうかとは別につくられた作品に、
何かしらの価値を見出したり、あるいは、
それとビジネスモ

ある程度の高度なリテラシーは、すべての人が学ぶ方が

デルでつくられている、いわゆる商品としてのマンガとの違

望ましいことなのか、それともそういう趣味がある人が、た

いを総合的に捉える面を持ってきたりとか、
そういうことが

またまやりたいなら、やったらどうですかという問題なのか

もしかしたらメディア芸術祭という訳のわからないと言われ

どうかです。

ているような混交性の中だからこそ、言葉として機能し得る

吉村

かもしれないとは思います。

テラシーは、本当に注意深く使わなければいけないので

これはたぶん、分けなければいけませんね。リ

私は吉村さんの歴史についてのご発言に非常

すが、いつの間にか身に付いてしまうという意味で、僕はリ

に感銘を受けました。つまり、
マンガ史を含み込む、
しかし

テラシーという言葉を使っていました。小さい子は、日本語

マンガ史を超えた、
しかしマンガ史から出てきた歴史観、

を学びたくてパパやママとか、おはようという言葉を習って

より大きな歴史観がわれわれが批評と呼んでいるものに

いるわけではなくて、いつの間にか知ってしまいます。
「日

は必要であろうと、これに非常に感銘を受けました。それ

本語とは何か」
と日本語で考えてしまっている時点で、母国

は、
ものすごくベタな言い方をすると、たとえマンガ史であ

語に捕らわれているわけです。マンガの読み方には、かな

ろうが、メディアアート史であろうが、
そこには一つの世界像

り複雑な読み方があることは、
マンガ研究では今はよく

が必要だという話だと思うのです。一つの大きな世界観、

知られているのですが、例えばコマの進め方、この吹き出

そしてその世界観は、まさにその対象から生まれてきた、

しだったら、どういう意味があるかというのを、いちいち誰も

借りものではない、
マンガの歴史からアニメの歴史の中か

教えないけれど、いつの間にか大体小学校1年生に上が

ら生まれてきた世界像をつくり出す必要があるだろうという

る頃までには身に付くのです。

岡田

話だと思うのです。

そうした、いつの間にか好きとか嫌いとかにかかわらず、

それは具体的にどういうことかというと、
その第一歩は自

身に付いてしまうリテラシーと、
その基礎教養的に身に付い

前の文体をつくり出すことではないか。吉岡さんが最初の

たものを、
より正確に、
より広げる形で教えていく教育的な

セッションでも、批評の力、言葉の力が必要だとおっしゃっ

客体化された文化資本的なリテラシーとは、また違うレベ

たけれど、つまりマンガを語るに当たって、本当にマンガと

ルで考える必要があって、
その後者については、実はマン

の取り組みの中から生まれてきた文体を新しくつくり出す

ガ教育を促している大学の教員として、いろいろと考えて

ということが大事なのだろう。新しい対象について論じるな

います。ただ一方で、前者のリテラシーが持っている影響

らば、おそらく従来の学問言説の文体から必然的にずれ

力にこそ、本当にマンガを研究する意味をいったん置き直

るはずであって、
それはつまり従来のヘーゲル美学などと

した方が、
マンガ研究そのものが持ちうる世界との向き合

同じ文体になるはずがない。それが吉岡さんの“out of

い方は、幅広い文脈でつかまえられると僕は考えています。

place”ということであろうと私は理解しました。

今のところは、少なくとも書き手はリテラシーを学んだほ

マンガを大学で教えられているということで、批

うがいいと思います。要は、言葉が乱れているのと同じよ

評を考える前提として吉村さんに聞いておきたいのです

うに、
マンガが乱れているという指摘があります。ただし僕

が、
マンガのリテラシーという問題ですが、例えばわれわれ

は、みんなが学ぶ必要は全くないと思います。

大澤
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つまり教育したほうがいいことなのか、例えばマンガの

は母語、日本語のリテラシーは、日本人ではなくてもそうか

というパチスロマンガ誌は豪華版でDVDも付
「パニック7」

もしれないけれど、日本人は最低、全員身に付けなけれ

いているコミックなのですが、
「キン肉マン」
「リンかけ」
など、

ばいけないと思われているわけです。だからこそ、学校で

他のマンガのキャラクターがたくさんあって、いろいろな引

義務教育の範囲内で教えるわけです。

きがあるのですが、それは置いておいて、これは月に3誌

マンガのリテラシーについて、どういう見通しを持たれて

出ています。3誌で、何と100万部近く出ているのです。で

いるかを聞きたいのです。つまり現在、
一部の大学では教

も皆さん、ほとんど知らないでしょう。何が言いたいかとい

えていますが、
それは非常にわずかです。将来的にはマン

うと、コンビニなどに行けば、必ずあるのです。けれども、

ガのリテラシーは、例えば国語の授業のように、手塚治虫

僕たちはコンビニに行って、たくさんのマンガがあるのに、

のマンガか何かを教えて、
「ここで鉄腕アトムは、本当は何

これが目に入らないのです。こういうものが見えない私た

を思っているのでしょうか」
という試験が出るというようなリテ

ちは一体何だという話をしてあげることが、あるマンガの臨

ラシーが、みんなに教えられるようなものになるのか、ある

界、批評の臨界を示すことにもなるのと、僕は単純にパチ

いはなったほうがいいのか、
その辺をどういう見通しを持た

スロが好きだから、これはよく見えるのです。だから、僕

れているのかを知っておきたいのです。

が批評的な人間だというだけではないのですが。

―

いでしょうか。すなわち、世界を理解することを何らかの形

批評をどう取り戻すか

で容易にするというのが、批評の果たす役割の一つだと

―

思います。要するに、ある意味では人々がこのようなコミュ

フータモ

短いコメントをさせていただきます。先ほど加須

屋さんがおっしゃった点にのっとったコメントです。特にクシ

ニケーション上の問題を克服する一助となるのが、批評だ
と思うのです。

シュトフ・ヴォディチコを引用されました。ヴォディチコさんは、

従って、ヴォディチコを引用されましたが、実はこれは私

明確におっしゃいましたが、非常に重要な指摘をしたと思

が常に考えている理想的な批評の姿に近いと思います。

うのです。要するに、コモンズについて指摘をしている。コ

ロラン・バルトというフランスの文化批評家の著作を思い出

モンズは、皆が合意することではないと。そうではなく、除

すわけです。彼が構想した記号論です。文化についての

外された人々に声を与えているのだと、要するに、違いと

読み方は、あくまでも一時的なものであり、人々に対して知

いうものを重要視しているのだということです。まさに批評

的な手段を与えることが重要な目的だと思うのです。

家の果たすべき役割は、
そこにもあると私は思っています。

ですから、批評の持っている役割をどのように取り込ん

批評というのは、ただ単に共通項、公約数を見いだすた

だらいいかということですね。すなわち、
批評家はオーディ

めではなく、違いを探究すること、
それがコモンズにとって

エンスと作品の間の仲介役を果たします。仲介役は何か

重要な役割だと思うのです。

判断するのではなく、あくまでもつなげるための、また理

もう一つ、ヴォディチコが指摘したことに関連して、重要な

解するためのツールを与えるだけですが、これが批評家

テーマがあると思います。実は、私が最も評価しているヴォ

の役割なのではないかと思うのです。しかし、今このような

ディチコは、Critical Vehiclesと呼ばれる、ホームレスや移民

仲介役としての役割が、脅威にさらされていると思います。

などに彼らの生活やコミュニケーションのための道具や乗り

もしもそうであるならば、この機能、役割をどうしたら取り戻

物をデザインして提供するプロジェクトです。どういうことかとい

すことができるのかが大変重要だと思います。というのは、

うと、彼は技術的な支援を、沈黙を守った人々に対して与え

この役割が非常に必要だと思うからです。

ているのです。日本で行われているプロジェクトもあります。

室井

フロアの方にご意見を伺いたいと思います。

フロア

メディア芸術祭の四つの部門の中で、実はアー

でも、私にとって非常に興味深いと思ったのは、アーティ
スト、芸術家がある意味では文化批評家としての役割を果

トより問題なのは、エンターテインメントのほうではないかと

たし得るということなのです。そもそも批評の目的が何かと

思います。それはゲームと同じ意味だともおっしゃったので

いえば、人々に対して道具、手段を与えるということではな

すが、実際にはゲームだけではなくて、ほかのジャンルが
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ディスカッション
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産業とどれぐらいの距離を取っているのかが、一番明らか

最後に、空気を読まないということですが、空気を読ま

に見えてくる部門として理解すると、面白いことが見えてく

ないためには、その空気がわかっていないといけないの

ると思いますが。

で、さらに批評性を当然必要としますから、いい言葉だと

吉岡さんが今日、批評という行為として“場違い”、場を変

思います。だから空気を読まないのは、
「天然になれ」
では

えることをおっしゃったのですが、ここの16 年しかないメディ

ないのです。そこにある空気を読んで、さらにずらせという

ア芸術祭の歴史を見てみると、
その中でアーティストたちが

話だと思うので、これは肝に銘じたいと思います。

エンターテインメントとアートの場を変えていく様子に、かなり

吉岡

注目する部分があると思います。メディア芸術祭が、
その中

批評性を持つこともあるところも面白いのですが。

の四つの部門にはいろいろな問題があるとしても、少なくと

最後に少しだけ言うとしたら、先ほどから少し共通の話

もそこにはそのような社会現象というか、
そういう現象を検証

題としてあるのは、作品そのものの持っている批評性とい

する場としての機能はある程度果たしていると思います。

う話題だと思うのです。先ほどエルキ・フータモさんが、ク

もう一つは、メディア芸術祭にどのような批評が可能か

シシュトフ・ヴォディチコの作品を例に挙げて言いましたが、

という、今日のテーマに関してなのですが、吉村さんが大学

（Poliscar）
その一つはホームレスのための
「ポリスカー」
とい

の中で感じる居づらさは、メディアアートを研究している私

う装置です。もう一つは、日本人の少し自閉的な、人と対

としては非常に共感しながらも、一方ではうらやましく思い

面できない子どものために、自分の顔や声が背中に背

ました。なぜなら、
マンガという言葉自体は消えませんから。

負った機械から出るというコミュニケーションツールです。こ

私は2007年に韓国から来て、日本のメディアアートに関す

ういうものはホームレスのためにとか、問題を持った子ども

る歴史を研究する博士論文を書いたのですが、出発時点

たちのためにと、言葉ではそうなっているけれども、実際

ですでに
「メディアアート」
は死語でした。IAMAS（情報科学

には「ポリスカー」のようなものは、ホームレスの人は欲しが

芸術大学院大学）
にインタビューに行ったら、IAMASの学生

らないと思うのです。役に立たないですから。

たちが
「メディアアーティストなんか、ここに一人もいないよ」
と

つまり、直接役に立つものだったら、批評性はないと私

いう話をしてきたのです。この半分死んでいる対象を、また

は思うのです。それは単なる有用な道具であって、むしろ

その言葉だけが死んでいても、
それが指し示したアート、表

直接役に立たないものを提示することで、問題が明確化

現自体は死んでいないと思うのですが、
そういう意味では

されて、そのことによっていろいろな人が発言できる場を

「メディアアート」
という言葉は非常に面白いし、
もっと批評的

つくることに、作品の持っている批評性があるのであって、

に語られるべき言葉だと思います。

直接性から離れるというところに重要性があると思ってい

本当に、この十数年で確かにメディアアートとエ

るのです。その意味では、
そういう抽象的なレベルまでい

ンターテインメントを越境する運動はすごく拡大してきたと

けば、作品も言語的な批評行為も、かなり同じ部分を持っ

思います。私もそれは面白いことだと思って見てきました。

ているという感じがしました。

ちょうど15年前は、私がまだIAMASに勤め始めたときで、

室井

全然今と状況が違っていて、両者の境界線をもっと強く感

話があって、確かにそういう部分もあるのです。それから、

じました。けれども同時に、今日の批評というテーマと結び

加須屋さんが言おうとしたことはよくわからなかったので

付けて言うと、
それをうまく歴史的に語ったり説明したりす

すが、先ほどわかったような気がしました。というのは、あ

る言葉は、まだあまり共有されていないという感じはします。

らゆるところでクリティカルにしゃべる人たちがたくさんい

吉岡

今、アーティストのほうがクリティカルであるという

では僕は、短めに三つポイントを。一つは、
マン

て、
その間を調整するという話になっていって、
それは先ほ

ガ、アニメ、ゲームが一体化するというのと、先ほど室井さ

ど言った批評の氾濫ということで、私たちが言っているクリ

んが言われた学生の感覚は実は近くて、そこを分けない

ティークとは違う次元の話だと思うのです。

吉村
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確かにそうですね。でも時々、天然が奇跡的な

というのが今後のメディアアートの中では見どころです。そ

クリティカルであるということは、例えばネガティブである

の意味で、つないでいる一つのポイントはキャラクターだと

とか、社会に対して批判的であるということとは違うことな

思います。このキャラをどう扱うかは今後のいろいろな問

のではないかということを、今日の第1部のセッションで議

題、批評性も含んでくると思います。

論してきたと思います。そういう意味でおそらく今日のパネ

二つ目に先ほど、
「いいですね、
うらやましいですね」
と言

リストも、クリティークという言葉について違う意味でいろい

われましたが、
マンガ研究をやっている僕にとって大切だと

ろな取り組みをしていることがわかりました。明日また異種

思うのは、申し訳なさと恥ずかしさだと思います。これがあ

混交性とクリティークについて、あらためてセッションが二つ

るのはありがたいと感じています。

あります。そちらで議論をしたいと思います。

Media Geijutsu and
the Vanishing of
Critique
Session2｜Keynote2

Hisashi MUROI

セッション2｜ 基調講演2

〈批評〉
の消滅と
〈メディア芸術〉
室井尚

―

The Present Condition that Critique Is Eliminated

There is Mr. Hal Foster who is the editor of October, a US art critical journal, as well as an editor of AntiAesthetic: Essays on Postmodern Culture. We wanted him to come, however, he declined. Mr. Hal Foster
announced his paper called Post-Critical in 2012. In that he wrote as follows: “Critical theory took a serious
beating during the cultural war of the 1980s and the 1990s, and the 2000s were only worse. Under George W.
Bush, the demand for affirmation was all but total. And today, there is a little space for critique, even in the
universities and in the museums. Bullied by conservative commentators, most academics no longer stress the
importance of critical thinking for an engaged citizenry. Most curators, dependent on corporate sponsors, no
longer promote the critical debate once deemed essential to the public reception of advanced art. Indeed, the
sheer out-of-datedness of criticism in an art world that could not care less seems evident enough.” Of course,
this is about the United States.
In Japan, importance was not given to critique in the first place. Even then, if you look at Japan over the
past several decades, we know that criticism and critical discourse has been shoved off from all places. Critique
is often thought of as simple nasty remarks or obstruction of business, interfering with the distribution of
goods. What we see are recommendations and showcasing for marketing. What is needed is not a critic, but a
writer or an entertainerʼs discourse.
However, if we go back in history, we see that in Europe or in America critique had a very close, deep
relationship with the distribution of the fine art market by monopolizing the evaluation of artwork. In the
eighteenth century art collection and a catalog of artwork came into being. After the nineteenth century, art
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exhibitions with judges and art journalism became popular. The role of critique and critics that appraised
artwork and those who established their values became more important. The critics were so-called connoisseurs,
and played the role of securing the value of artwork. Of course, the critics did not even dream that they
themselves were incorporated into the market. They were trying to correct the mistaken perceived notion of
more naïve viewers and to give them more sophisticated awareness from their own autonomous domain outside
of economic activities as critics, so it was a work of enlightenment.
When socialist nations emerged in the twentieth century, what kind of political positions the critics took
became a major issue. That is to say, it was important whether the critic is a rightist or a leftist. In any way,
critique was closely linked to an entity, a critic. What kind of will does he or she have towards world reform?
What has he or she tried to read from the work? How can the truth of the work that is uncovered by their
discourse be linked to world reform by people? These are considered to be the challenges of critique.
―

Enlightening Criticism Became the Fantasy
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However, according to Foster, all of these are now just illusions. In the world of post-modern culture and the
world ruled by neoliberal economy, the link between enlightening and economic development is lost. Privileges
and authority given to critics in the art world have lost trust. In the world where only market theories prevail,
critics are now thought to be a nuisance, interfering with smooth economic activities.
Foster referred to Bruno Latour, who severely criticized past enlightened critics and progressive critics, and
stated as follows: “For Latour, the critic pretends to an enlightened knowledge that allows him to demystify the
fetishistic belief of naïve others to demonstrate how this belief is a projection of their wishes on to a material
entity that does nothing at all by itself. Here the fatal mistake of the critic is not to turn his anti-fetishistic gaze
on his own belief, his own fetish of demystification, a mistake that renders him the most naïve of all. Latour
concluded, this is why you can be at once, and without even sensing any contradiction, one, an anti-fetishist for
everything you do not believe in, for the most part, religion, popular culture, art, politics, and so on; and two,
an unrepentant positivist for all the sciences you believe in, sociology, economics, conspiracy theory, genetics,
evolutionary psychology, semiotics; just pick your preferred field of study; and three, a perfectly healthy sturdy
realist for what you really cherish, and of course it might be a criticism itself, but also painting, bird-watching,
Shakespeare, baboons—I do not know why baboons is here—and proteins, and so forth.”
I, myself, I am ashamed to hear this, and condescendingly trying to free students and people from fetishism
and demystifying them, while at the same time, talk snobbishly and happily about topical thoughts and
sciences and jumping onto mail order diet products and supplements without hardly any scientific evidence.
This is what many intellectuals, including myself, fall into.
Latour said, “Enlightening and morality themselves are simple illusions. Of course, postmodern is also an
illusion.” “We have never been a modern man in the first place,” he says. I also believe that this may be so. In
fact, I feel man basically has not changed for the past 20,000 years.
However, even if man itself has not changed, the state of peopleʼs or manʼs civilization and society, and
the interface between people and the world has evolved after the Agricultural Revolution and the Industrial
Revolution. As we have migrated to information society, there is without a doubt a major change in the
interface between ourselves and the world. That means that the relationship between cultural creation and
discourse, including critique, has also evolved over time. It is clear that this is not the critique by the critics of
the past who were enlightened people of culture, whose role was to guide the people.

―

Ask for a New Critical Language

What changes have taken place in relation to critique? Also what is going to happen to critique going forward?
What should critique be going forward?
I have been taking part in this convention for the past three years. What I was concerned about was
the naming of this event called Japan Media Arts Festival. It sounds so unnatural and ambiguous. Media
Geijutsu, what does it mean? Media Arts, what does it mean? Professor Yoshioka, in the first session, raised
this issue Media Geijutsu as something that cannot be translated into a foreign language, because there are
four sections contained into one; the art section, entertainment, including games and websites, and also the
animation section, and the manga section. These four units are contained under one single name. Therefore,
an amalgamation of these hybrid genres is embraced in the term “Media Arts,” and I simply cannot become
accustomed to this package.
However, when I talk to the younger generation, especially my own students, then it seems that they feel
no discomfort whatsoever about the name Japan Media Arts Festival. Why is that? Well, for them all available
information is available on the Internet. Information is something to be projected onto the screen of their PCs
and game consoles in an integrated manner. Manga is no longer something to be read on paper. It is something
that is to be read over smartphones and computers; there is no disconcert whatsoever.
Of course, in the case of Media Arts, you have to actually see it in art museums and galleries in the form
of exhibitions. However, for actual works of art, many could be viewed over the screen, and also many newer
museums actually are coming closer to the screen media itself. So, art is changing from somber material
immersed in a spotlight at an authoritarian art museum like White Cube to transitory video or images or
information that appears on the wall amid darkness. Today, many of the works of art use projectors. Therefore,
many of the works are changing to something that is to be shown over the screen.
In the second international convention, the keyword “commons” came about. If we are to use this concept,
a Japan Media Arts Festival is an amalgamation of commercial and noncommercial images or information that
are deployed onto the so-called “commons,” such as a computer network or screens. That is why the younger
generation very naturally accepts this notion of Japan Media Arts; the archaic word of culture is now an
afterthought. The commons of digital media, this is where everything is now taking place. If that is the case,
then the name of the festival is no longer strange, I suppose. Therefore, all cultural domains that surround
us are beginning to be incorporated into this type of digital commons; television, films, music, and other
contents of course, but also culture, etiology, and even works of art and architecture are gradually coming to be
incorporated into the digital commons.
However, when you take a look at the actual situation, this word commons is not uniform nor is it fertile.
When you take a look at the Media Arts Festival, you find that the games, manga, animation, and Media Arts
exist independently totally cut off from each other. So the topic of this convention, Hybridity of Art, suggests
that although they are heterogeneous, there is no hybridity.
There are two reasons or two aspects to the lack of connectivity. First, some 3,000 works of art that apply
to this competition are gathered separately by each genre, and they are displayed separately in the exhibition.
In other words, nobody has the awareness that these works will be displayed in the same place. That there is
no interaction, or mutual intervention between the works is the issue. How could hybridity occur in such a
situation?
The other is the nonexistence of critique to connect them. This applies not just to Japan Media Arts
Festival. When you take a look at the situation for Japan overall, in all cultural domains such as art, theater,
video, music, and architecture, the language of critique is thoroughly excluded. Something that sells,
something that is famous, something that is distributed in the market: that is considered to be positive. This
simplistic, but extremely poor, awareness dominates our awareness today. There is social structural force at
work to contain and exclude critique. However, I am not claiming that we should revive critics of the past who
are connoisseurs first in their respective genre, or that we should revive fanatic technical discourse or debate.
What is being sought is to restore the circuit or discourse that cuts across various genres and layers and the
abundant possibility of language into the cultural domain. How can we do that? I am not sure, but I believe
that is what is being sought. I hope that in this session, we will be able to discuss the possibility of new critical
language. That is all for my presentation. Thank you very much.
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Muroi
The Japan Media Arts Festival is an exhibition covering four areas, including the art domain,
entertainment domain, which is in fact games, the animation domain, and the manga domain under one
exhibition. Each will be granting awards. The reviewers of these awards are experts in each of the fields.
It seems that each of the four areas is reviewed based on separate criteria. Why does the Japan Medi a Arts
Festival, which is one exhibition, cover these four areas of manga, animation, video games, and art? Neither
the organizers nor the audience know why. On the other hand, we think that this type of hybridity, the
mixture of random diversity, makes it so exciting.
Matsuoka
Hybridity is already occurring in society, media, and in daily lives for some time. It is evident
within individuals, as well as in media and businesses, as well as business categories. Predicting a decade or
two ahead of us, we may think that they will be integrated into social media, which is the world which I am
engaged in, but I do not think that real books or physical books will go extinct b ecause of this. Although
there may be waves that may engulf the present, we still see the remains of backstreets and beaches and the
general merchandise stores. In the same way, current media and art shall remain. Hybridity is not being a
hybrid for the sake of an award, but rather the four areas were chosen among the hybrid world where they
already existed. I hope that there will be intertext or intermedia that develops in between.

―

Business Cannot Be Removed

Many people think that culture can protect such hybridity. Or do you think they should be left
uncared for and would survive?
Matsuoka
They cannot be viable without protection and fighting to keep them. Moreover, I think that, not
Muroi
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only the business models, but also people who have identified business models in them may be uncared for,
on the one hand, but others are ready to fight to keep them. If we are to keep the hybridity, what shall we do?
We may think of protecting them, or aiding them, or establishing pavilions, conducting fairs. Of course we
can start in that way, but I think, more importantly, we need to engage in a suitable business model. Today, it
is not possible for art, or animation, or games to exist completely without businesses. This is because within
the terminals and devices we use, there is already the Internet, there are the lines, there are the radio waves,
there is the OS, and there is the cloud. So art is no longer viable outside the industrial structure that has
already been created by busines s. But the future artists are already skilled in such an environment, and I think
it is possible to be creative in the backstreets, and that is what I hope.
Muroi
Todayʼs society does not seem to require critical discourse. As long as it sells in the market, the
discourse seems to be accepted. Do you think we no longer require critical discourse? Or do you think there is
there a different type of opportunity emerging?
Matsuoka
Well, as you say, there was Ingres, Delacroix, and Baudelaire. Art became independent, salons
were created, galleries were made for trade, and critique was an integral part of it. Ultimately, as long as there
is some kind of difference in expression or assertion, authors themselves are always necessarily critics. If so,
there can be 100 Baudelaires at any point in time. So, even if industry and art appear to autonomously create
their own movements, I think that critical aspects, critical practices will never be lost.
So including blogs, Facebook, and all forms of communication, actually there is still not homogeneous,
but heterogeneous critique. It would be so boring if everything were homogeneous. So from someone in my
capacity, editing itself is a form of critique, although no longer referred to it as such. Am I going to bundle it?
Are we going to be using semi-lattice? Are we going to be using gothic? What about the title? Even changing
the layout itself actually could engender oneʼs ability to critique.
When Buddhist denominations or Christian denominations separated, there were no critics, but I believe
the discourse back then was quite critical. It is a matter of how you retain that and preserve that. Is it going
to be in the form of art or through scriptures? Or is it going to be through forms of faith, such as a Rabbi? So
depending on the time in question, the title may evolve; the title of the job or the job category may evolve.
However, what has taken place is more significant than what the term critic may imply. The very essence of
critique is the ability to fin d and detect features, which are very critical all the way from music liner notes
to Nancy Sekiʼs critique on the entertainment industry; you do not need to view them as criticism. They are
actually expressed as simply a matter of taste. In that regard, the interesting thing about critique is that latent
Bourdieuian habitus emerges.
―

Language Holds the Key

In the case of manga, in the days of Osamu Tezuka, much was introduced and incorporated from
films and literature; that is true. Therefore, the attractiveness of manga was that something hybrid was always
incorporated. However, today accumulation of manga archives is such that there is a mutual dependence only
on people who read manga. I think there are several methodologies involved.
Matsuoka
As an editor, I find that some things are very difficult to edit; however, there are methods one
could employ. What is marketed most are those that sell most, or those that are most conspicuous. These
are things that come to the surface of the society. However, in any given expression, you have the surface
layer, and then the medium layer, and the depth in that expression; and behind the stereotype , there may be
prototypes and archetypes. If I am involved in critique in the form of editorial blending, then it is not about
the hybridity between top players and the stereotypes; it could be between the top player and the deep layer,
or between the medium layers, or it could be between the prototypes, or it could be between totally different
prototypes. The structure of what is behind it, or wh at is on the edge, you see these are the things that can
come from the bottom.
I try to edit bearing in mind the possibility of combinations, be it media, or art, or games, or expressions,
and various expressions are possible. You could go back to the PC mouse or the pixel. But if you actually
carry out more rigorous elevation, then you could pursue not just horizontal hybrid; I think it is possible to
have vertical hybrid. But in order to bring about vertical hybridity, you need language. For example, the term
table, tableau, and tablet all come from the same origin, from the Latin Greek classics. The term “tip” also
leads to the Japanese word saki, which means “to avoid,” “hill,” or the geographical “cape.” When something
Muroi
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is full, saki, the tip, is a point beyond which you can go no longer or further. So that is why sake, liquor, and
sakura, cherry blossom, come from the same origin. However, these are totally different words: hill and liquor
are totally different. However if you dig further, you find that many of them come from the same bud, so
language holds the key. I think art and media should be aware of the im portance of language. Maybe they are
aware of it, but they need to more squarely face language.
Muroi
What you are talking about is the world of discourse; it seems that discourse is too helpless today.
They do not intervene in one another, and discourse is impoverished to the extent that it only addresses
marketing of products that they themselves handle. They do not talk about genres outside their own. What
can we do about that?
Matsuoka
Well, for one thing, vast information capitalism has forced all types of commodities; from
supplements, which are subject to fetishisms, to cats and curry rice to explicitly show shelf life and its efficacy.
I think that is a difference between the age of Benjamin and now. In other words, the market itself now has
basic discourse on a product-by-product basis. They use a discourse that transcends the product unit to a
level that can be administrated by the Ministry of Health, Labour and Welfdare, or the Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism, and being incorporated into internal compliance at the company
level. It is shared to that extent. Therefore, putting aside the question of the good-old-days of Baudelaire
and Benjamin, we did not use the hybrid created by that individuality and fetishism. We created an existing
common platform. Unless we take that out, I do not believe that we can restore th e critique of new discourse.
There are incidents that occurred between products and language; be it Snow Brand, or Akafuku, many
have suffered hardship. Critique can intervene and help them. It is necessary to take them in. If so, no one
will be defended. They may suspend their business for 6 months. Anyone can be overcome by such incidents.
I feel that there were new holes or cracks where incide nts took place. Why does the product side say that
they do not need discourse or critique? It is because they say that they can have control over the products by
themselves. But industries, factories, and manufacturers that were out of control would really suffer a blow.
We have criticized the artists so that they will be okay even if they suffer a blow.
Muroi
Perhaps this is not happening in the product community, because there is no system in place where
discourse is freely exchanged. People in different genres are being silent to each other.
Matsuoka
Probably replacing community with commons is not enough. Commons itself should have three
layers or become more complex and diversified. It is not that it is easy to understand because it is commons.
But because it is commons, it is more complex than society. I think it is better to have it that way.
―

Southern All Stars and “Wakan Roeishu”

Some of the Japanese intellects seem to have an interest in subculture and anime. The European
intellects perhaps may be interested, but they dare say so, and recently, I like Momoclo.
Matsuoka
Same here. Oh yes. I do not like AKB, but Momoclo is okay.
As you mentioned, you can find in the feelings of the Japanese intellectuals that it was true with
ukiyoe, shirabyoshi; traditional dance, okosho-san; the noble page, “Ryojin Hisho” or porcelain. The sub
and the whole were well blended from the beginning, and high and low were mixed. Therefore, in the
contemporary sense, it is the subcultures. The subcultures became major culture without coming into
conflict with the major cultures, and the major culture is always interesting when it is looked at from the
subculture ʼs standpoint.
Kabuki is an easy example to understand. We lost Kanzaburo and Danjûro. We can talk about that from
the major cultural standpoint, but you can talk about them from the fetish ʼs standpoint, that your favorite
Kabuki actor had died, or you can no longer hear their part. So as you said, compared with the West, you
find subcultures in Japan. So there is overwhelming possibility that the major and the subculture can come
together. However, having said that, when a Japanese intellect writes about subculture theory, they go into
subculture, and then refer to another period, such as Gothic, Baroque, Momoya ma and even Manyo, and bring
it back again. When bringing it back, one can refer to sudden stars or Momoclo; however, we have not seemed
to be able to go that far.
I wrote about Southern All Stars ʼ lyrics of Enmado ha yami ya yoi ya yoi ya and other phrases, and
Kuwataʼs expression, which shows the way the Japanese language was created in the olden days of “Wakan
Roeishu,” a collection of Chinese and Japanese poems. People looked at Chinese ideograms, which seemed
like magic, read them in a Japanese way and Chinese way, turned them into hiragana and cursive, etc.,
and developed the Japanese language. So Southern All Stars ʼ hit songs are not so different from those of
Fujiwara no Kinto and “Wakan Roeishu.”
I am talking randomly, but because I cannot attend the meeting I would like you to talk during the
panel discussion about the notion that order may come out from the edge of a stagnant chaos, or a value may
come out of it, or something may emerge or be created. So within high and low, currently anime and games
are moving, but we should look at things that are not moving: applying plaster on the wall or origami, there
should be many other things.
Critics should be ahead and look at things that are not moving. If critics can proceed first, then there
could be a mixture with the existing things. If we critique and talk about subculture, which is easy to see
as a Japanese brand, then all the vectors may align with each other, then there may be competition without
critique. But if we look for something hidden, for example Hermes was attracted to Arimatsu ʼs indigo dyeing,
but the Japanese got there first. Critics should arrive at those places before industry finds them, and I feel that
should be more highly evaluated going to these places and finding them.
Muroi
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―

Bearing in mind their job, I tr y to pursue not

Manga and Critique

just manga but also other disciplines. That is

―

what we mean by manga studies. So therefore,

Muroi

We would now like to go on to the

discussion. Professor Yoshimura, do you have any
views about the keynote presentation as well as
the video by Mr. Matsuoka?
Yoshimura

Thank you very much. I am Yoshimura,

How does that relate with critique? We did
not talk about this much, but Professor Yoshioka
talked about “For whom?” At the end of the day,

Associate Professor with Kyoto Seika University

“For whom?” became the issue. In my view,

in the Manga Faculty.

manga critique is geared toward people who love

Well, when I consider the term critique,

manga, who read manga. But manga studies are

I have to segregate between research and

people who like manga, but also people who no

critique. Why? Because, for example, when you

longer read manga, although they used to in the

consider how manga studies emerged, these

past, or they are even targeted towards people

two issues had to be borne in mind. I talk about

who are not even aware of existence of manga;

manga studies, but actually, this is simply an

that is what manga studies should do. So the

excuse to study in the university, and also people

meaning as a connoisseur, and also the ability to

who supported critique of manga did not belong

evaluate, I think all are interconnected.

to universities. They actually were outside of the
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we have some intentional separation between
critique and research.

academic field and were very active as experts.

For example, you have the magazine “this
manga is great.” I have many works of manga

with me. If you look back on the history of manga,
you will know. But manga were explored by

We have the faculty of manga studies, and
we have the dean of the faculty here, but theory

manga connoisseurs. Today, even these people

and practice are placed into one single faculty.

who belong to university manga groups, or even

This actually becomes a catalyst to consider what

people who work in bookshops can actually add

critique is all about. This is the comment from

their feedback, and you can actually expand the

someone who is actually very close to the actual

base that support “this manga is great” type of

ground, if you will, in relation to manga.

movement.
People say this will weaken critique. But
some people say that there is an overflow of

Having said that, what about the substance
of manga itself? Of course, it is a matter of
connoisseurs and so forth, but the type of works

manga. But can we characterize this feedback

that should be taken up and the trends the artist

as a critique? I suppose that is one issue. My

should take, I think it is expanding in a very

view is that it is a commentary. Let us put

positive manner. Then also manga research is

parentheses on the word “critique” so that the

actually becoming more expanded. But I think

wording is different. And also there is the issue

what is lacking is not so much manga history,

of subjectiveness and objectiveness, but these

but the perspective of what history is all about.

two are no longer inseparable. So what manga

But there are very few opportunities to consider

studies is depends on the view of someone who

what history is all about when you study manga

is involved in manga studies.

history.

I am with the faculty of manga, and I teach

How can you connect them? Well, it is a

about the basic theory of manga to freshman

matter of creativity. There are two methodologies,

students. I teach the students about the history

I believe. One, the current manga critique and

of manga. I am trying to tell them about the

manga studies are exploring something that

elements behind manga: how they should view

manga history and manga studies have not yet

manga, manga and history, and also history from

taken up. Actually maybe 6 or 7 years ago, one

manga.

of the topics the Japanese Manga Association

The students today, they are very well versed

Convention explored was invisible manga. One is

in the manga of today. They are very, very fixated

the so-called practical manga. For example, the

on certain types of manga. However, when they

tax system is explained in manga, or history is

read manga from 20 years ago, 30 years ago,

explained by manga, so there is a kind of practical

they are totally shocked. Why? They say, “Oh,

manga, you see. Actually, there is a market; there

what I wanted to do has already been done.”

is a business model for this type of practical

Also they say, “These works simply do what I

oriented manga, and the impact on children is

wanted to do in a much grander scale.” In other

actually quite extensive, much more than you

words, it could be about commentary, it could be

might imagine. So you if expand that, and this

about studies. But actually, the real strength of

goes back to the social strata issue, I think manga

the manga is conveyed to the university students

literacy is becoming a cultural asset that can

at that time.

actually have the same influence as the influence

I was totally impressed by what Mr.
Matsuoka mentioned. He mentioned that editing

of the Japanese language itself.
When did that occur? I think it all started

itself represents critique, or editing itself could

from the latter half of the 1960s and also became

constitute critique. Therefore, the history of

very clear then. Why? Having manga on the

manga̶the way in which you actually constitute

right hand and economic trends on the left hand

the elements of manga history can also translate

became a very popular catchword many, many

into critique. In other words, I am not sure

years ago. So it is not just Asahi Journal, it is a

whether or not this is going to be positive for

matter of pride that you are able to read a manga

manga, but at least for people who want to

and a journal at the same time. For the older

become manga artists, I believe that manga

generation, I think they were more awake. In

history can actually change their perspective. I

other words, it became very clear in the 1960s

am sure that this is going to transform the way

that many people began to hang on to manga

in which they express themselves through their

even after they reached the adult phase.

works in the future.

So, if you get into the 70s and 80s, the
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manga market for adults became very extensive.

there have been more and more opportunities to

Towards the end of the Showa era, manga

do that.

targeted towards adults was much larger than the

is the study of our art history, and things are

of the Japanese market; there is no distinction.

now changing. But when I was at the university,

Many people actually went on to read manga.

we did not have to deal with living people. In

Even if you have lot of people who no longer read

other words, the target of the research was now

manga they are equipped with manga literacy and

becoming different, so we can go into a new

their perspective based on their manga literacy

era. We see that the position of researchers has

will not disappear. I do not have the time to talk

changed, as have the meaning of critique and the

about this in greater detail, but I would emphasize

extension of critique. I think this is what we can

this manga literacy.

say on the art and modern art.

Manga literacy embraces a great deal

I did prepare a small quote. This is a quote

“
”
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of Western values. The concept of race and

from Krzysztof Wodiczko. He is a Media Artist

citizenship, and the facial features of the

from Poland, and he is active in the United

characters that appear in manga are closely

States. Those who are in Media Arts may be

intertwined. Therefore, there is the notion that

familiar with him. He was born in 1943 in the

manga was created in Japan and sent outside

ghettos in Warsaw, Poland. A few days after,

Japan, into the developed world, but that is not

there was a big movement, and you can tell that

the case. In terms of the framing and in terms of

he had a very difficult childhood. He became an

the actual publication of manga, if you take a look

adult in Warsaw. He studied industrial design.

at pre-war history, you find that many of these

He looked at society, and how to deal with the

manga publications very closely resemble that of

social structure. He was very active. He has a

the work from Western manga in pre-war days. It

very solid concept, and he emphasizes speaking

was simply a matter of differentiation. After the

with language. He understands the importance

1960s, you have the manga literacy among the

of words. He is very witty in linking various

young people and the older people.

languages, and I am very impressed.

What type of critique can we provide to the

What I would like to quote here today is

Japanese people? Having historical evaluation

that in 2010 when Krzysztof came to Doshisha

on this manga literacy can be convenient; that

University, he gave a lecture. This was the

is what we should be discussing. What is more

basis of his thinking, and I think it is a very good

symbolic is when I tell people that I am teaching

summary. So I would like to quote him, which is

manga studies at university, many people ask,

in relation to commons.

“What are you teaching at the university?”

“The value of democracy lies in to what

Actually it is the reverse. You are asking, “What

extent you can incorporate people who are

are you doing?” I think the assumption behind the

excluded. It is a value of public domain. For those

question is that how can manga be a lifelong job?

who are forced to be displaced or excluded,

So, I think we have to revisit the notion that many

there is a need for an open environment where

people have that reading manga is futile. This

they can question. The right to free and open

relates to manga history. If I have the time, I hope

speech, it goes back to the Greek and Roman

to talk about this later on.

era; freedom to speak openly is parrhesia. From

Muroi

That was very interesting. Now, why

the fourth century BC to the first century AD,

one reads manga, you have to question yourself.

it was established as a philosophy, cynicism.

I would like to ask Ms. Kasuya to speak.

Cynics is the obligation to tell the truth, create a

―

scandal out of a scandalous situation. By creating

Who Tells towards Whom?

a scandal, you develop an ability to critique.

―

When one side has power is wrong, you can

Kasuya
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In terms of research and critique, our study

market targeted toward children. That is a feature

I used to work at a museum; however,

freely express your opinion. There are people

I now work at Kyoto City University of Arts. I am

who execute parrhesia in a radical way. How can

at the place where the actual practitioner and

writers develop potential ability towards cynicism,

appreciator are both there, so we have to think

which may use autonomous own body? Cynicism

about the meaning of critique. I believe that

is a right that anyone can have. I am thinking of

what I can do to help people exercise this right,

―

and to help those who are silent but have the

Critical Power, Power of Language

potential to be cynics to exercise their right.”

―

People who do not come to such a forum,

Muroi

Professor Yoshimura, what is

who are silent̶the words of the minority̶

important from Mr. Matsuokaʼs video interview is

how do you pick these up? He felt that that was

this. If you cannot be connected with this model,

his mission, and he is carrying out his activity.

we resist it. But then when you consider if we

Therefore, when we think about critique, to

simply talk about something in universities or art

whom is it directed and who can speak of this

museums that cannot translate into a business

criticism is very important. I maybe repeating

model, nothing will change. So maybe we should

myself, but this is what I would like to emphasize,

pursue something that everyone expects will

and I would like to conclude my remarks.

translate into a business model. So maybe that is

Yoshioka

Yoshimura-san, toward the end,

that was very interesting what you mentioned.
Maybe we should have another session on that

one efficacy that we should fulfill.
Also Mr. Matsuoka said that critique is much
more broad. In his words, “Being able to detect

topic specifically. Criticism is the theme this

something that is critical,” so a critic is someone

time. So coming back to research and critique

who has the ability to detect something that is

in the manga study area, of course, there are

critical. Critical has many meanings, but being

various commentaries that are included in

able to detect it in any given phenomenon is the

critique, but research has distanced itself from

capacity. That is a capability, and I think that is

that, not just for fans and supporters, it is a

what critique is all about.
Having heard your comments about

discourse for a wider target, and that is closer to

Yoshimura

the concept of critique that I am talking about.

the discomfort of manga studies in the world of

It is not that research or the study is equivalent

art, or the institutionalized world of the university,

to critique, but you can have the same stance as

is just uncomfortable, but that is why it is so fun.

studies and research in critique. I do not know

That is why we use the term manga studies. We

to translate into English, but in Japanese the

have to create manga studies, if you will, in this

term for criticism and critique is hyoron. There

faculty of manga studies. It is not like we are

is the commentator, the critic, and objective

in a fixed position. Then we talk about creating

comments are also critique, too. So it is a rather

something new.

mingled concept.
Another comment that impressed me, what

When I was doing postgraduate studies in
the mid 1960s, the institutional authority offered

Yoshimura-san mentioned, and the keynote

by the university, we were warned against this

lecture by Mr. Muroi and Mr. Matsuoka also, it is

authority. So if we are to try to create a new

the same point that I want to talk about. When

knowledge, we know that we should be aware

thinking about the history of manga, we come

of this institutionalized university; however, even

to the the issue of what is the history of manga,

though we were vigilant, we are still incorporated

which is very important. When we read a fine

into the university. Therefore, being able to

critique, we have to talk about the context in

maintain distance represents one form of critique;

which it resides in a wider sense. I think that is

that is why you have to be well-versed in history

the type of consciousness or awareness we have

overall.

in terms of critiquing. In my keynote lecture in

Therefore, what was pointed out in Mr.

the beginning, I talked about being out of place,

Matsuokaʼs interview is the depth of critique. It

and you need to make statements, however,

sounds a bit scary, but if you dig deep, go the

uncomfortable it is.

distance, then you have to come back; be it

Kasuya

A safe place that you are guaranteed

manga studies or be it someone who created the

of safety in speaking out, in other words, if

academia, this cycle is a very positive experience

it is the environment in which it is difficult to

for us; however, it might be forgotten in the next

speak out, that is not ideal. You do not have to

5 to 10 years. If that is the case then can we

think that it is out of place. It should be natural

actually deliver this word? I think it is possible for

enough so that people do not have to worry

manga studies critique to be viable. That is my

about that.

impression from the discussion so far.
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Kasuya

I have been in many places. When

I was at the museum, I was thinking about

literary style that emerged as a result of manga.

attracting traffic, and, at the same time, about

For example, this style of manga or the literary

how we could introduce my favorite artist. So I

style of manga is going to be totally different

may have had to exercise my connoisseur ability;

from the traditional cultures of art and literature.

however, the creator will have to create a product

Because Hegel, for example, was the basis of

that would be criticized.

the style of language for classic literature. So

I am at a place where we have a lot of

you have to have a different type of literary style.

“
”

Session2 Discussion

creators. At the same time, we talk about the

I think that is what Mr. Matsuoka meant when

history of what happened. What are the artists

he talked about being out of place, so a unique

thinking about? What are they trying to create,

style of language, or literary style; that was very

and how can they express them with their words?

impressive. Thank you.

That is the kind of work that I am engaged in,

Ohsawa

so making it into expression of language is

manga at the university. Talking about manga

important, but the content may not really have its

literacy, I have a question. For example, our

own meaning, because if we have a lecture at the

mother tongue literacy has been acquired and

university, we would have a particular audience,

should be acquired by every Japanese. That

Mr. Yoshimura, you are teaching

and then we will have another audience at the

is the reason why it is taught at school. With

academic society; they are all different, so it is

respect to the literacy of manga, I just want you

very difficult to have exchange. I do not think it is

to tell me about the future. Some universities

difficult to actually delve deeper.

are teaching manga. However, in the future what

Yoshimura

Maybe it is a repetition, when talking

should be manga literacy? Are you going to teach

about hybridity in the Media Arts Festival, we

the Astro Boy manga in the Japanese language

are talking about business models; in art, the

course? Is it going to be taught that way? What

relationship with a business model is mentioned

is your future prospect?

by Mr. Matsuoka. The business model comes

In terms of high-level literacy of manga,

first in manga. Without a business model, there is

do you think it is ideal for everyone to have the

no manga. Usually, they are linked.

literacy, or just the people with that type of

On the other hand, you have a perspective or

hobby? If you want to do that, you should pursue

a discerning eye for criticism in terms of power of

it. Is that the situation?

language separate from the profitability potential,

Yoshimura

or how the work has a certain type of value that

Literacy is a word you have to use very carefully.

can be identified. If you have that, maybe the

Literacy is something you acquire unknowingly.

Media Arts Festival, this mysterious hybridity

That is what I meant. For example, a small child is

I think we have to separate this.

that we are talking about maybe can function by

not studying Japanese, but they learn it naturally.

expressing the value in language.

But reading manga has a complex grammar, for

Okada

Going back to what Professor

example, how each box will be developed. So by

Yoshimura mentioned, I was totally impressed

the time when they are first grade, they know,

by your comment about history, because you

because if you look at the class booklet they are

have to include manga history, but you have to

able to sell. So it is sort of like a basic knowledge

transcend manga. I think that is necessary when

that they acquire, and this is different from the

you consider the issue of a critique. Be it manga

cultural and historical standpoint. As a professor

history, or be it Media Arts history, you need a

teaching manga, I think about that. However, with

view of the world. No matter what you are talking

respect to the impact of this literacy, if you could

about, you need one major view of the universe

look at that from a standpoint, you will be able to

and the world.

know this from a wider context.

It is not something that was borrowed. This

Currently, the writers should learn the

is a view, a projection of the world that arose

literacy. In other words, you do not want manga

from your domain, be it manga or art. Then

to be disorganized. But not everybody has to

specifically, what does that mean? I think as the

learn about it.

first step, you need your own form of culture, if
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need for language in critique. In other words, this

you will. Professor Yoshimura talked about the

These are the manga that I was talking
about. This is “Panic 7.” This is pachinko and slot

machine related manga. I will not go into detail,

provide tools for people to more easily make

but three magazines are issued every month.

sense of the world in one way or another.

Their circulation is 1 million, but I do not think any

So critique is not just about passing a strong

of you know about this.

judgment on culture. Critique is a special faculty

What I want to say is that if you go to the

of helping people to overcome these kinds of

convenience store, they are on the shelves, in

communication problems and issues, and provide

the manga shelves. Pachinko and slot machine

them intellectual tools.

related magazines have a very big corner. In

I think that in that sense, in my way of

convenience stores, there are many manga

thinking, this example of Christopher Wodiczko

comics, but you are not able to see them. They

that you mentioned links to one of the ideal

are invisible to us. Why are they invisible to us?

cases of critique that I always come back to since

That is the criticality, or that is the critique that

I was a young student, which is of course the

we want to do. I like pachinko and slot machines.

work of Roland Barthes, the French cultural critic,

That is why I am able to see them.

and his cultural semiotics, which was really about

―

similar kind of things, so it provides readings of

How Is Critique Regained?

culture to basically to provide intellectual tools

―

for people.

Huhtamo

I have a brief comment. This is just

building on Kasuya-sanʼs interesting take including

I just basically felt that this is really
important element to bring in. Looking at this

some comments from the Krzysztof Wodiczko

kind of exhibition, like the Japan Media Arts

discussion. I think it was actually really important

Festival, I am just wondering how this kind

in many, many ways because Wodiczko, as

of function for criticism can be incorporated

you made clear, points out a very important

into that. This means that there is someone

issue, which has to do with this idea about the

who functions as an intermediary between

commons, which is that commons is not about

the audience and the work without passing

everybody agreeing about things, but it is like

these absolute statements, but by providing

giving voice to the excluded, and it is also this

instruments and tools for understanding. I think

important idea about difference. I think that this is

that this is probably a function that is threatened

also a certain function for critique. So, criticism or

in contemporary culture. I think this kind of

critique is not about just looking for the common

helps the intermediary ʼs role, and I think that it is

denominator, but it is like maintaining the voice

something important to think about. If that is so,

of difference. I think that this is an important

how can that kind of function be restored in that

element of the commons.
I think that there is another important issue

culture? Because I think that this is definitely
what is needed.
Regarding excessive capitalism and

as well from Wodiczko which could be some kind

Kasuya

of mission for this traveled field of cultural critique

the journalistic activity that is linked to economics,

these days is that some of the Wodiczkoʼs work

the motivation for people outside of the society

that I appreciate the most is the so-called Critical

in a suppressed environment, I think, is the

Vehicles Project, where he is basically providing

feeling to pursue expressions that are outside of

technological prostheses for these silenced people.

economic interest.

One of the projects he did in Japan was a kind of

Muroi

armor that you are supposed to wear, and which

their comments. Please raise your hand. Please

makes it possible for you to communicate with

wait for the microphone.

I would like to ask the attendees for

Thank you very much. Based on the

somebody behind your back, basically raising issues

Floor

about difficulties of face-to-face communication in

previous question, perhaps I could follow up, if I

Japanese society and things like that, and sort of

may. The four categories under the Japan Media

like trying to see how technology could be a way of

Arts Festival, I think what is more problematic is

overcoming those kinds of issues.

the entertainment category. You mention that this

What is interesting here for me is the idea

is synonymous with video games. However, it

that an artist, in this case, can function as a kind

is not just about video games. I think this is one

of a cultural critic, and pointing out that one of

category where the distance within the industry

the goals of critique or criticism is actually to

is more prominent.
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Professor Yoshioka today talked about “out
of place” as one form of critique. If you take a

what is important for academics of manga is the

look at the history of the 16 -year long Japan

apology as well as the feeling of embarrassment.

Media Arts Festival, artists made an effort to

Also, people say that you should not

transform art and entertainment and media. I

read the situation or try to be sensitive to the

think that is worthwhile. Therefore, although

situation. We do not try to do that. We should be

there are problems with the Japan Media Arts

sensitive to the situation; however, we should

Festival, at least that type of social phenomenon

have a critical aspect. I think those are the

was caused. The function of that forum was to

important cases.

actually verify the evolving social phenomenon,

Yoshioka

so I think that is meaningful.

actually creates a miracle. But if I were to offer

The other is that what critique is possible in

Yes, sometimes being spontaneous

one last word, I think we have had one common

relation to Japan Media Arts Festival. Professor

topic: the criticality of the works of art itself.

“
”

Session2 Discussion

Yoshimura, you talked about the sense of

There was reference to Krzysztof Wodiczko

discomfort in universities. As someone who

earlier. A “Poliscar” for the homeless, and the

studies Media Arts, I can sympathize with that, at

other was machinery for communication whereby

the same time I am very envious. Why? Because

autistic children can communicate by not facing

the term manga will never disappear. In 2007,

other people. So something for the homeless,

I came from South Korea, and I studied media,

or something for autistic children, children with

I wrote a thesis on history of media art. At the

problems; maybe that is the word employed to

time of its publication, the word Media Arts was

express their word. However a “Poliscar” as a

already a long-gone word. For example, when I

work will not be accepted, or will not be required

went to IAMAS and introduced myself as a Media

by people who are homeless, because if it is

Artist, many people said, “Oh, there is no Media

usable, then there is no criticality; it is simply a

Artist any longer.” Therefore, the word Media

useful tool.

Arts is actually a dead word. But the expression

However, proposing that type of initiative

of Media Arts itself has not disappeared. In that

and making clear that such an issue exists, and

regard, the term Media Arts is very interesting,

allowing, or creating a forum whereby people

and maybe this is a word that requires more

who want to speak can speak, then that is the

critical discourse and discussions.

value. Therefore, you have to maintain a certain

Yoshioka

Over the past decade or so, it is true

distance, if you will, from the actual issue. In that

that Media Arts and entertainment, not just

regard, if you go to this ambiguous level, then the

these categories, but it is true that they actually

works of art, and also literary critique can fulfill

transcended into each other's boundary, and I

the same role. That is my view.

think that is very interesting. About 15 years ago,

Muroi

I began working with Yamasu, and the situation

artists can actually be even more critical. Yes, I

has changed so much, and the boundaries have

think that aspect is there. I was not clear about

Thank you. You talked about how

shifted. At the same time, we have to connect

what Ms. Kasuya wanted to say. In other words,

with todayʼs topic, historically explaining that

in all forms you have people who speak in a critical

situation through one particular word; it is not

fashion, and you need to coordinate between

yet done, we do not have one word that can be

those people. Then that goes back to the excess

shared to explain the situation.
Yoshimura
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Also, people say that they envy me. But

I will make three short points. First,

of critique, so that is probably on a different
plane from what we want to discuss in relation

manga, anime, video games: to integrate them,

to critique. Being critical does not mean be ing

Mr. Muroi talked about the sense of the students.

negative, or being critical toward society; no, that

That is very close. Students do not separate

is different. I think that was what was discussed

them. Going forward, in the future, thinking

in the first session of the day. In that sense, and

about Media Arts, I think that is what we need

again, all the panelists who are here are probably

to watch. In other words, the common aspect

talking about so-called critique and criticism from

is the characters and how you deal with them.

a different perspective. I think that came very

I think this would be included in various issues,

clear. Now tomorrow, we will be talking about the

including critique.

possibility of critique and hybrid cultur es.
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本日は第3回世界メディア芸術コンベンションに登壇することを、大変光栄に思います。私は第1回にも参加いたしました
が、それは本当にエキサイティングな経験でした。本日の私のプレゼンテーションは、吉岡先生が私に提起した問題に対
して、じかに応答するものです。彼は、私が20年近くメディア考古学の分野の発展に従事し続けていることをご存知です。
吉岡先生からは
「進歩（progress）」
という観念を脱構築するための批評的ツールとして、メディア考古学を用いることの可能
性について話をするように依頼されました。
―
「進歩」
という観念について
メディア文化について考えるとき、非常に多くの場合、私たちはそれを人間の進化の最終的な到達点とみなしているよ
うに思われます。しかし近年、そのように考えることに対して、多くの疑問が投げかけられています。ある人々は、むしろ退
歩のしるし、それどころか挫折のしるしかもしれないと感じているでしょう。これが、私がこれから話そうとするトピックの一
つです。
しかしその前に、
「進歩」
という観念について簡単に説明させてください。その観念は20世紀の文化を支配し続けてき
ました。
「進歩」の観念は、もともとは18世紀に発展し始めたものですが、そこには二つの構成要素があります。一つは「指
向性」
についての観念です。つまり、歴史には向かうべき一つの方向があり、私たちはそこに向かって進み続けている、
と
いうことです。もう一つの構成要素は、
「改良へと向かう動き」です。物事は絶えずより良くなり続けているに違いない、という
ことを意味します。とりわけここ20年の間、これら二つの考えはしばしば疑問に付されてきたように思われます。そして21
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世紀になった今日では、ますますその機会が増えているように思われるのです。したがって、こう言ってよろしければ、百年

前には全く自明だと思われていたことが、もはや自明では
ないのです。

20世紀から続いてきたこのような確信を典型的に表し
ているのは、技術、交通手段、メディアには限界がない、
終わりがないという見解です。最も典型的で有名な例の
一つとして、1930 年代にアメリカのインダストリアル・デザイ
ナーであるレイモンド・ローウィが提案した進化図を挙げる
*1

ことができるでしょう。これらの進化図は、自動車や電話
機といった技術装置の進化の跡を、どのように彼がたど
ろうとしていたかを示しています。ローウィは1934年の視点
から記述していますが、彼は「流線形化」
というアイデアを流
行のデザインに関するトピックの一つとみなし、いかに
「流

*1 Raymond Loewy: design charts for the automobile and the
telephone. Streamlining in the service of the idea of progress（1934）

線形化」が新たなモデルをもたらし続けているかを示しています。それはますますラディカルになっていき、本質的には終わ
りがありません。したがって、ローウィが記述する当時の歴史段階においては、これらは、プロトタイプ的なモデル、そして幾
分かは想像のモデルのようなものであり、遠い未来へとつながっていくものなのです。
私たちが例えば携帯電話の進化について考察するとき、似たようなことを目にするかもしれません。もちろん携帯電話に
ついては、多くの人々が、その可能性を、未来への無限の連なりとして続いていく進歩の究極的な現われと考えてしまいが
ちです。ほとんどすべてのエンジニアや企業のCEOが、
「ええそうです、それは確かなことです」
と述べるに違いない一つの
確信が、そこには存在しているでしょう。
しかし私自身のようなメディア考古学者にとっては、そこには異なった答えが存在します。
―
メディア考古学とは
いくつかの例をお見せする前に、まずメディア考古学について少し述べさせてください。そして、このメディア考古学と先
に言及した観念とを結び付け、
「進歩」の観念に対する一つの批評へと導いていきましょう。メディア考古学は、世界中の
さまざまな大学において、まだ一つの学問分野として確立されてはおりません。日本においてさえ、いくつかの講座科目が
存在するだけのように思われます。そこにはまだ、
さまざまな概念を束ねる一つのスタンダードがありません。いくつかのメディ
ア考古学が存在し、その三つの立場には、ジークフリート・ツィーリンスキーの「アナーケオロジー（Anarcheology）」、フリードリ
（Techno-materialism）
ヒ・キットラーとヴォルフガング・エルンストのいわゆる
「テクノ＝マテリアリズム
」、そして私が主張する
「トポ

ス考古学（Topos archeology）」があります。
しかしながら、これらすべての研究者たちに共通するいくつかの特徴があると言うことができるでしょう。つまり、秘密の、
失われた、顧みられることのない、抑圧された複数の歴史を発掘するという目的です。これが意味しているのは、メディア
文化についての歴史とは、唯一の歴史ではなく、おそらく正しい歴史でさえないということです。したがって、私たちは「進歩」
という観念の見地からのみ物事を考察すべきではありません。むしろ、いわゆる敗北者や袋小路にも同様に注意を向け
るべきであり、メディア文化における他のさまざまな連続性
や非連続性の糸口を探求すべきなのです。
メディア考古学は、支配的な歴史の言説を越えたその
先を掘り起こすことを望んでいます。その言説はしばしば、
「進歩」
というバイアスがかかった、一面的な観念に基づ
いています。これらの観念の一つに、いわゆる企業の表
面化されない歴史があります。例えばマイクロソフト社のよ
うな会社が、企業の歴史の編纂を歴史家に依頼します。
その場合、これらの歴史では、文脈が甚だしく取捨選択
されており、そしてほとんど例外なく、
「 進歩」
という単純化
された観念に基づいているのです。
*2

一例を手短にご覧いただきましょう。 コダック社は、ス

*2 The history of amateur photography according to Kodak
Corporation
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ナップショット写真の導入に重要な役割を果たしてきました。
そのコダック社は、人々の幸福な顔として、そして誰もがコン
パクト・カメラを使いこなすものとして、歴史が思い描かれる
ことを望んでいたのです。しかし、
もしメディア考古学の視
点からこれを考察したなら、スナップショット写真の発明当
時にも、たくさんの不満や怒りが存在したことが見出されま
す。 というのも、当時の人々は、
自分たちのプライバシーが
*3

脅かされると感じていたからです。
この論点は、まさに東京に特有のある現象と何らかの
関係があるように思われます。地下鉄の女性専用車は、
新たな技術の爆発的急増と関連があるのは明らかです。

*3 What was left out: the anger and frustration caused by amateur
snapshot photography. Oneʼs right to privacy was threated!

とりわけ携帯電話のカメラと、女性が安全に移動するため
のプライバシーに対してそれが与えた影響です。プライバ
シーの論点が唯一の理由だとは思いませんが、ラッシュ

セッション
基調講演

3

3

時の東京の地下鉄で、このような特別の隔離措置がとら
れていることの理由の一つだとは思います。
―
メディア考古学におけるトポス
さて、メディア考古学という学問の枠内においてさえ、
「進歩」
という概念について単一の認識はありません。ここ
で触れておきたいのは、フリードリヒ・キットラーが、メディ
アの歴史に関する非常に強固な質の、決定論的な解釈
を呈示しているということです。私は必ずしもこれに与して

*4 Example 1: “The Hand of God” From Henry Peacham: Minerva
Britanna, 1612

いるわけではありませんが。より偉大な知性と自律に向
かって発展する技術がその中心点であるという意味では、キットラーの考えは、私にとって、
「進歩」
についての古典的な観念
を曲解した類のものです。しかし、
その傍らで起こっているのが人類の退化であり、
このことはキットラーにとって素晴らしい
ものに思われるのです。実際に彼は、人類と人類が行う活動が機械に取って代わられるさまを見ることに喜びを感じてい
ました。そして彼は、この種のプロセスがメディアの歴史を通じて起こることを明らかにしたのです。
これらを考察するための私の方法は、次の点でキットラーとは異なっています。つまり私は、
その観念の多くをいわゆる
「ト
ポス」
に基づかせており、このような自分のアプローチを
「トポス考古学」
と呼んでいます。ちなみに、マサチューセッツ工科大
学出版局（The MIT Press）
から来週出版される私の新しい本は
『Illusion in Motion』
というタイトルです。私は、進歩が起こら
ないと述べているのではありません。そうではなく、メディア文化が、通常考えられているようには直線的でも連続的でもない
複数のラインに沿って発展していると述べているのです。
したがってメディア考古学は、物事を発明し、生み出し、売ることについての学であるだけではなく、共有され、変化していく
リ サ イ ク ル

一種の精神空間なのです。その精神空間においては、
さまざまな観念が絶えず論議され、試され、再生利用されます。そし
て今日、対話的なプロセスの中で、そしてますますクロスカルチャー的なプロセスの中で、意味は生み出されるのです。メディ
リサイクル

ア文化は、新奇なものを取り巻いているだけではありません。それは同時に、循環するさまざまな要素をも取り巻いていま
す。それらの要素は、過去に何度も現われ、メディア文化が進歩するにしたがって、新たな意味を与えられるのです。
ここでご紹介するのは、
私のメディア考古学についてのいくつかの論点になります。これらを詳細に論じる代わりに、
一例を
挙げましょう。
「トポス」は、私のメディア考古学における中心点です。私が関心を持つのは、それらのモティーフを探し出し、
発掘し、調査することであり、
どのようにそれらが時を経て伝わってゆくのかを検分することです。そしてまた、
どのようにそれ
らがメディアの歴史のさまざまな地点で異なった意味を与えられていたかを説明することなのです。このアプローチは、例え
ば、アビ・ヴァールブルクの有名な
「ムネモシュネ・アトラス」の仕事に影響を受けています。これは、
ある特定の視覚的なモ
ティーフがどのように歴史を横断し、意味を与えられるかを考察しようと試みたものです。しかし私は、
自分の考古学を視覚
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的な素材にだけ限定しているわけではありません。

トポスの三つの役割を簡単に説明しましょう。第一に、
「他の文化的な伝統との結びつき」。第二に、
「メディア文
化的な形式、主題、空想についてのディスカーシヴな注
釈」。第三に、
「文化的な牽引力のもつ多くの要素」。この
牽引力は産業によって開発され、イデオロギー的な目的、
商業的な目的のために利用されてきました。これらはす
べてクリシェ化された諸要素として、歴史の伝統を通じて
見出されます。
二つの例をお見せします。これは、私が「神の手（Hand
*4
of God）
」
と呼ぶものです。それは非常に長い伝統を持っ

ており、例えばキリスト教の神話学の中に見出すことがで
きます。それは片方の手のようなものであり、現実には肉

*5 Le Corbusierʼs hand over a model of his ideal city, La ville radieuse,
as published in his book in 1935

体を持たない一種の手として、例えば上方から介入した
り、王に力を与えたりしています。あるいは、聖書の中で
のように、ヴェールの背後から神秘的な予言を書いてい
るところでしょう。しかし興味深いのは、私たちがこれを
自動人形のような装置と結びつけて考えることもまた可
能だということです。啓蒙主義の時代の1764年に制作さ
れた有名な自動人形があります。啓蒙主義の時代は、
「進
歩」の観念が発達し始めた時代でもあります。ここでは機
械仕掛けの手は、聖書の中の予言とは全く異なる予言を
書いています。それは機械的にこう書いています。
「この家
の中では、神は決して繁栄や時間に限界を与えることは

*6 Packaging design for Karim Rashidʼs ʻKONEʼ vacuum cleaner,
manufactured by the Dirt Devil company, USA

ないだろう。それ故、人類は、技術という手段によって、自
分自身の運命を引き受けなければならない」
。これは、機
械装置に関係したトポスの一例です。
あるいは、
「輝く都市（La Ville Radieuse）
」
についての1935
年の著作の中で、ル・コルビュジェが、自分の思い描く理想
*5

都市をどのように表現したかを考えてみましょう。 この写真
の中に写っているル・コルビュジェの手は、決して偶然の一
致ではありません。実際のところ、それは「神の手」
を意図
しているのであり、とりわけこの場合は、支配的な建築家と
いう神へと形を変えられているのです。
あるいは、カリム・ラシッドがデザインした掃除機用の商品

*7 ʻKaleidoscomaniaʼ in Paris, c.1818-19

*6

パッケージを考えてみましょう。 ここでパッケージされた掃
除機は、実際のところ、
「神の手」のトポスをダイレクトに引用しています。その手は、埃を吸い込む掃除機を握っているところ
です。しかし面白いのは、その掃除機の名前が「汚い悪魔（Dirt Devil）
」
であることです。これは明らかに、神と悪魔との関
係で戯れるポストモダン的な遊びの一種でしょう。
別の例をお見せしたいと思います。それはメディア・マニアという観念です。それについては、今日のメディア文化において
数多く語られています。最も初期のメディア・マニアの一つは、実際には1817年にサー・ディヴィッド・ブリュースターが発明した
カレイドスコープによってもたらされました。当時の人々は、公共の場や自宅でカレイドスコープを用いていましたが、さまざ
まなおかしなことが起こり始めたのです。 例えば、カレイドスコープに没頭するあまり、この絵のように、自分の背後で妻が
*7

別の男とキスしていることに気付きません。このシチュエーションが示しているのは、あまりにカレイドスコープに夢中になる
と、現実に対するコントロールを失ってしまい、一種の「オタク」
になってしまうということです。これと似たようなことは、写真や
ステレオスコープ、あるいは他の多くのメディアの文脈でも、同様に起こっています。
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興味深いことに、現在まで一足飛びしたところで、当然、別のマニアが存在します。スマートフォンによってひき起こされた
マニアです。Windows Phone 6を販売促進するマイクロソフトによる素晴らしいキャンペーン広告の中に、スマートフォンを
操作中のマニアを、非常に逆説的な仕方で、実際に目にすることができるでしょう。ここで何が逆説的かというと、明らかな
ように、このマニアの問題それ自体の治療薬として差し出された新型のスマートフォンが、カレイドスコープやステレオスコー
プや写真が百年以上前に引き起こしたのと、似たような問題を引き起こしているということです。携帯電話とそれが孕む問
題についてのこの議論が、全く新しいものではなく、むしろ文化における一つのトポスの反復に過ぎないことを、私たちは理
解しています。
―
イメージ・マクロ・
ミーム
最後にインターネットの一例をお見せし、議論を締め括りたいと思います。私の研究は、ジャンバッティスタ・ヴィーコの「反
（ricorsi）
復
」
という観念に影響を受けています。一本の線としてではなく、一種の円環あるいは上昇する螺旋として、物事は

進んでいると論じられている点において、この観念は古典的な
「進歩」の観念の代替となるものです。いくつかのトポスの伝
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統もまたそのように動いているように思われます。

私が本当に興味深いと思うことの一つに、
「イメージ・マ
クロ・ミーム(Image Macros Memes)」
と呼ばれるものが、ソー
シャル・
メディア世界の中で今どのように発展し続けている
か、
ということがあります。これについては、
とりわけカリフォ
ルニア大学の学部生が私に教えてくれました。一例をお
見せしましょう。
現在、誰もがこの絵画に慣れ親しんでいます。この絵画
とは、バチカンのシスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロ
の作品
『アダムの創造』
のことです。 この絵画は、多くの
*8

方法で一つのトポスとなってきました。ここでお見せするよ
うに、いわゆる
「LOLcat」現象の中にも同様に、それが表

*8 Michelangelo “The Creation of Adam”, the Sistine Chapel, Vatican

現されています。 実際のところ、
「アダムの創造」
というトポ
*9

スの伝統が、インターネット上のこの種の「イメージ・マクロ・
ミーム」
の爆発的な成長を私たちが理解する助けとなって
いることに、
私は驚きを感じています。
「LOLcat」は、
もとも
と
「猫を大笑いする（laugh out loud cat）
」
という意味であり、
まさにイメージが瞬く間に広まっていく過程の中で、猫自身
がしゃべっているような面白いテクストと結び付けられたの
です。このようなシステムは、今では雑誌「ワイアード」の表
紙にも導入されています。インターネット上のソーシャル・メ
ディアにおける
「LOLcat」現象の歴史を語る滑稽な努力
さえ、そこには見出せます。例えばここでわかるのは、それ

*9 LOLcat “image macro meme”

が2004年から2005年にかけて始まり、まだ10年にも満
たない歴史を展開している最中なのだということです。
しかし、私にとって本当に興味深いことは、私たちが「イメージ・マクロ・ミーム」のような現象を考察するとき、さまざまな特
徴を列挙することができるということです。そこには、それらが広範囲に及ぶユーザーによってつくり出された、非常に定型
的なイメージであり、
「インパクト・フォント」
と呼ばれるフォントを用いたキャプションを伴っている、という特徴も含まれます。こ
れらのイメージは単純で、理解しやすく、ほとんどの場合、現実世界で起こっていることと関わりがありません。これらは商
業文化の一種の到達点です。しかしご存知のように、アメリカ合衆国における商業文化や、政治家までもが、人びとを動か
すための一手段として、それらのイメージを用い始めているのです。
さて、私が興味深いと考えるのは、例えばこのようなイメージを見る場合のように、私たちがインターネット現象のはるか
前の時代に遡るとき、
「LOLcat」
というアイデアが実際には一つのトポスであったのが見出されることです。それは、以前は
異なったメディアの文脈の中で循環していました。
「笑う猫」
というアイデアこそが、人間の属性や、先に述べたようなものを与
えられていたのです。そして、おそらくメディア考古学は、そのアイデアから意味を引出す一つの方法でしょう。
インターネットは、もちろんハイブリッドなトポスの分配器であると言うことができるでしょう。そして同様に、それは一つのト
ポスの発生器でもあるでしょう。したがって、
さまざまな新たなトポスを生み出します。私が考えるに、
この種の創造に関して、
ソーシャル・
メディア・ネットワークの中で今起こっている営みの計り知れない総体を説明するために有効なツールを、私たち
はまだ持っていません。
しかしメディア考古学は、もしそれを一種の「トポス考古学」
として理解するなら、
その営みの総体をこれらの歴史的な伝
統と結びつけるための新しいツールを提供しうるでしょう。それに関しては、私は別の文脈で示そうと試みています。事物が
ハイブリッドな性質をもつが故に、また、
それらが急速に変化するが故に、現在のメディアの文脈においては、これらの事物
を把握し理解することは非常に困難なことなのです。
本日の私のプレゼンテーションでは、
「トポス」
という概念によって、文化を批評し、異なった文化的な契機や時間を結び
つけるための、メディア考古学的な視点を示したいと思いました。どうもありがとうございました。
（日本語訳：城丸美香）
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―

1 批評の死
批評が死滅しつつある。批評の言説の内容的な貧困さは、今日、
目を覆いたくなるほどだ。これが、
このコンベンションの
共通の認識である。
批評は、
どうして死滅しようとしているのか？ その原因は何なのか？ 結果については、はっきりしている。批評が死滅して、
どのような状態がもたらされるのか、については、おおむねわかっている。経済の勝利である。フランスの政治哲学者ジャ
ン＝ピエール・デュピュイは、かつて宗教が扱っていた問題、すなわちこの世界における善と悪の存在という問題、伝統的
に
「弁神論」
と呼ばれてきた問題は、今日では、経済にその解決が委ねられている、と論じている。同じことは、美術や文
芸の批評に関してもいえる。
だが、批評を死に追いやった原因は何なのか？ このことを考えてみよう。私の結論を先に述べておこう。批評を殺した
のは、逆説的にも、批評の過剰である。もう少し慎重に言い換えれば、批評的な態度の過剰、これが批評に実質的な死
をもたらしたのである。
このことを説明するために、ここでは、
「オタク」
と呼ばれる社会現象をとりあげよう。このコンベンションでは、マンガ、アニ
メ、ゲームなどをまとめて
「メディア芸術」
という奇妙な名前で呼んでいる。芸術の観点からは、マンガ、アニメ、ゲームなどを
ひとまとめにする根拠はどこにもない。が、しかし、社会の全体的なコンテクストの中に位置づけたとき、これらのものの間
には、ある類似性・共通性がある。それは何か？ マンガ、アニメ、ゲームなどは、
「オタク」
という俗語で指示されている人々
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に、とりわけ愛されているジャンルなのだ。

―

2 オタクとは何か
ところで、オタクとは何であろうか？ オタクは、いつ誕生したのだろうか？「オタク」
という日本語が発明されたときは、はっ
きりしている。1983年である。この新語が1983年に要請されたということは、それよりも少し前に、オタクが発生したという
ことを含意している。
オタクは、1980年頃に、当時の日本の若者たちの中から、誕生した。当初は、ごく一部の若者だけがオタクだったが、
新しい世代、後から出てくる世代ほど、オタクの比率は増えていった。21世紀の初頭の現在では、若者たちの間で、オタク
は、ごく普通に見出される。また、初期のオタクも、今では、若者ではなく、中年である。また、オタクは、日本社会の外に
まで拡がり、普及していった。アニメやマンガなどのオタクは、今日では、多くの先進資本主義国、爛熟した消費文化を持
つ諸国で見出される。
もう一度、問おう。そもそも、オタクとは何か？ オタクの定義とは何か？ 一般に、マンガやアニメなどの特定のジャンルの、
しばしばきわめて特殊な領域に耽溺している人のことを、われわれはオタクと呼んでいる。しかし、このような漠然とした定
義では、オタクを、それ以前の趣味人と区別することができない。そもそも、オタクと、何かの専門家とどこが違うのか？ 例え
ば、ギリシア哲学の専門家は、ギリシア哲学のオタクということなのか？
オタクと専門家とは違う。何が違うのか？ 私の考えでは、オタクをオタクたらしめている特徴、オタクの本質は、
「意味の大
（degree of significance）
きさ
」
と
「情報の密度（density of information）
」
の間の極端な不釣り合いである。普通は、両者の間に

は、比例的な関係がある。つまり、情報が集積され、情報の密度が高くなる主題は、意味が大きい、意義深いと見なされ
ている事柄である。ところが、オタクにおいては、意味と情報の間のバランスが崩れている。意味の裏付けがないのに情
報だけが集められるとき、これといった重要な意味のない事柄に関する情報に対して強い関心が寄せられているとき、わ
れわれは、こうした情報を蒐集したり、こうした情報を欲望したりしている人を
「オタク」
と見なす。
オタク：意味の大きさ（degree of significance）＜ 情報の密度（density of information）
ところで、情報と意味とはどう違うのか？ ある与えられた領域の内部での差異に関係しているのが、
「情報」である。こ
れに対して、
「意味」
は、より広いコンテクスト、外部のコンテクストの中で、それがどのような価値を持つのか、ということに関
係している。簡単に言えば、情報は内側のコンテクストに指向しており、意味は外部に指向している。
ここで、オタクという現象を象徴するヴィジュアル・イメージを提起しておこう。建築家の森川嘉一郎は、オタクを象徴してい
るのは、彼らの個室である、と論じている。窓がない閉じられた空間、どこにも穴が開いていない空間、これが典型的な
オタクの個室である。
だが、
「窓がない」
という点に関しては、
一つ、重大な留保が必要だ。確かに、彼らの個室には、現実の窓はない。しかし、
オタクのどの個室にも、サイバースペースへと開かれたヴァーチャルな窓がある。そこには必ず、インターネットに接続したパ
ソコン、スマートフォン、携帯電話などがあるからである。現実の窓の欠如が、ヴァーチャルな窓によって補われているかの
ようである。
―

3 普遍性と特殊性の短絡
次に問うべきは、オタクの情熱を支えている衝動は何か、ということである。オタクが、意味の乏しい事柄に関して、情
報を蒐集し、関心を向けるのはどうしてなのか？
何であれ、ことの本質を把握するには、起源にまで遡行し、それの最もプリミティヴなあり方を調べるのがよい。オタク
の系譜を起源へと遡ると、われわれはそこに、原初のオタク、あるいは「オタク以前のオタク」
とも見なすべき、二種類のマ
ニアを見出すことができる。現在の立場から振り返ってみると、
「オタク」
などという語が発明されるよりもはるか前に、二つ
の趣味（だけ）は、事実上、オタクと見なすべき条件を備えていたのだ。二つの趣味とは、鉄道マニアと切手のコレクション
である。
鉄道マニアや切手のコレクターは、オタクの起源と見なすことができる。どうして、鉄道や切手が、それほどまでに魅力
的だったのか？ その理由は、オタクを成り立たせている衝動が、何であったかを説明する手がかりを与える。
鉄道が多くの人を引きつけた理由はどこにあるのか？ 近代の初期にあっては、鉄道が、人々を、彼らが生まれ育った共
同体から解放する、ほとんど唯一の媒体だったからではないか。近代とは、一般の人々が― 政治や経済の中枢にいな
い一般の人々が― 、直接の面識関係からは独立した広域の社会空間のメンバーであることを、つまり市民社会や国民
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の一員であることを自覚し始めた社会である。だが、そうした社会空間を実感するためには、触知可能な物質的手がか
りが必要であった。鉄道こそが、それである。鉄道の延びた先に、首都が、国民国家の領土が、さらには世界が、開けて
いるのを想像することができ、それゆえにこそ、鉄道はロマンチックな幻想をかき立てたのである。
ここから次のような仮説を立ててみよう。鉄道マニアは、鉄道のネットワークに、広域的な社会空間の、つまり普遍的な
世界の全体を、写像しているのではないか、と。鉄道それ自体は、無論、世界の中の部分的な要素にしか過ぎない。が、
オタクはその部分的な要素を楽しむことにおいて、普遍的な世界の全体性を実感することができるのだ。
同じことは、切手のコレクターに関しても言える。郵便のネットワークは、テレビや電話といった電気・電子的メディアが発
明される前には、鉄道と並んで、あるいは鉄道以上に、人々にとって、広域の普遍的な世界へのつながりを実感させてく
れる手がかりだった。外国の切手が好まれたのは、単にデザインがめずらしかったから、だけではない。その切手が、遠
隔地へと広がる社会空間への想像力を刺激したからである。
ここから提起したい仮説は、通念とはまったく反対のことである。しばしば、オタクは、狭く特殊な事柄、マンガとかアニ
メとか、ときにはごく特定のジャンルのマンガだけとか……にしか関心を向けていない、と非難される。しかし、オタクは、
その特殊な領域を通じて、包括的な普遍性を想像しているのではないか。真に欲望されているのは、普遍性である。普
遍性が、そのまったき反対物（特殊性）
として現象することで、直接の欲望の対象となること、このことこそが、オタクの神秘の
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核心ではないか。ここでは、普遍性と特殊性とが短絡している。
私の考えでは、オタクという現象の最大の謎は、きわめて包括的な普遍性が、特殊性へと反転した上で欲望されてい
るという逆説である。一方で、オタクたちは、自らが探究している対象が、きわめて限定的・特殊的な分野であることを、よく
自覚している。単に自覚しているどころか、むしろ彼らは、それが限定的・特殊的であることを積極的に肯定している。にも
かかわらず、他方では、オタクにとっては、それを通じて、普遍的な世界が分節されてもいるのだ。
オタクが窓のない閉じられた個室を好む理由は、この文脈で理解可能になる。オタクの閉じられた個室は、
「鉄道」
と
か「切手」
とか
「アニメ」
とかといった彼の主題領域の隠喩である。私の仮説では、それは、普遍的な世界を圧縮したもので
（外部があるとすれば、その世界
あった。そうした世界は、定義上、それ以上の外を持たない包括的な領域でなくてはならない
は、普遍的な領域ではないことになるのだから）
。それは、窓を持たない、つまり外の存在を積極的に含意することのない、閉じら

れた空間によってこそ表現されるだろう。
オタクのこの逆説（普遍性の特殊性への反転）は、オタクの態度をめぐるもう一つの逆説と関係している。そのもう一つの逆説
こそ、オタクにおける
「批評の死」
を説明する。
―

4 アイロニカルな没入
オタクは、一般に、現実（reality）
と虚構（fiction）
とを含む任意の可能世界に対して、冷ややかな距離をとる相対主義者で
ある。相対主義は、オタクの普遍性への欲求、極端に強い普遍主義の産物である。それぞれの特殊な世界を律する規
範や価値は、包括的で普遍的な領域の内部で相対化されてしまうのだ。この相対主義を、私は、アイロニズムと呼ぶ。
ここから、一つの逆説が生ずる。オタクの実際に即して、丁寧に説明する余裕はないので、ここではあるエピソードを比
喩として用いて、逆説のあらましを示しておこう。比喩として用いることができる寓話を、われわれは、フランスの精神分析学
者、オクターヴ・マノーニの、有名な論文から引用することができる。論文のタイトルは、
「よくわかっている、それでも… Je sais

bien, mais quand même …（I know, but nevertheless…）」である。
マノーニは、漁色家として知られたカサノヴァについてのあるエピソードを分析の対象としている。カサノヴァは、いつも
のように、田舎娘をわがものにしようとした。彼は純朴な娘を騙そうと、権威ある魔術師の振りをしてみせたのだ。彼は魔
術師の格好をして、地面に、
「魔法の円」
と称するものを描き、訳のわからない呪文を唱え始めた。と、そのとき、思わぬ
ことが起こる。突然、嵐になって、稲妻が轟音とともに光ったのである。これに驚いたのは、娘ではなくカサノヴァのほう
であった。彼は、このタイミングで嵐になったのは、ただの偶然の一致であるということをよく知っていた。が、彼の行動は、
彼のこうした知（認識）
を裏切っており、彼が別のことを信じているということを示している。彼はあわてて、ほとんど反射的
に、自分が描いた嘘の「魔法の円」の中に飛び込んだのである。この行動が示している、彼の信仰の内容は、
「雷は彼
の冒瀆的な行為への神の天罰だ」
というものである。カサノヴァはこう述べている、
「私は恐怖に襲われ、魔法の円の中
にいれば雷に打たれることはないだろうと信じた。この贋の信仰がなかったら、あの場所に一瞬たりともいることができ
074

なかっただろう」。

ここで私が主張したいことは、このカサノヴァのあり方が、オタクたちのあり方の隠喩的な表現になっているということで
ある。マノーニの論文のタイトルが含意しているような態度、つまり意識的な知と行動的で無意識的な信仰との捩れによっ
て定義できる態度、これを、私は「アイロニカルな没入」
と呼ぶ。
「アイロニカルな没入」は、
ペーター・スローターダイクが言う
「シニカル理性」
とほぼ同じものだが、私は、アメリカの哲学者リチャード・ローティへの批判を込めて
「アイロニカルな没入」
と
いう語を用いたい。
オタクのアニメ等の虚構に対する態度は、まさにアイロニカルな没入として記述することができる。彼らは、それが幻想
＝虚構に過ぎないことをよく知っているのだが、
それでも、不動の「現実」であるかのように振る舞うのである。オタクたちは、
虚構と現実を取り違えているというよくある非難が見逃しているのは、意識と行動の間のこうした捩れである。彼らに、いく
ら、
「あれは虚構に過ぎない」
と教育しても意味はない。彼らは、それをよく知っているからである。カサノヴァに、それは「贋
の円」
だと説得しても意味がないのと同じである。カサノヴァが、それを一番よく知っているのだから。
それならば、オタクは、なぜ、意識的な認識とは反するような仕方で、行動上の信仰を示すのか？ このことを理解する
ためにこそ、カサノヴァのエピソードは有益である。稲妻に驚き、恐怖したのが、娘ではなく、それがただの自然現象であ
ることを熟知していたカサノヴァの方であったということが鍵である。なぜ娘は、さして驚かなかったのか？ 神や魔術師を
素朴に―つまりアイロニカルにではなく― 信じている娘にとっては、
「それ」が何であるか、それの「意味」が何である
かは、はっきりしているからである。つまり、彼女の眼から見れば、
「それ」は、カサノヴァの魔術が招き寄せた、超自然現象
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である。
（冒瀆的なことを平気でなしうる）
それに対して、神を素朴には信じていない
カサノヴァにとっては、雷に対するそうした意味づ

けは不可能である。彼をパニックに陥れたのは、純粋に偶然襲ってきた雷が、彼にとっては、まさに
「何ものでもない」から
である。それは、意味づけを欠いたただの
〈現実〉である。その衝撃から逃れるために、彼は、自分で作った嘘にすがり、
それに
「没入」
したのだ。つまり、自分が創作した嘘を、所与の真実であるかのように受け取り直したわけだ。カサノヴァは、
雷が（彼の不信心に対する）神の天罰と見て、贋の「魔法の円」
に飛び込んだのであった。天罰と解釈するほうが、無意味で、
説明不能な偶然として
「それ」が起きているよりは、はるかに安心できたのだ。
ここで注意しておかなくてはならないことは、カサノヴァの喜劇の中で、雷が二重の機能を果たしている、ということであ
る。一方で、それは
〈現実〉
の断片、意味づけを欠いた純粋な偶然の出来事である。だが他方で、カサノヴァが驚いて
「魔
「天罰」である。後者の解釈とともに、一度は斥けた神が、
より強力なもの
法の円」の中に飛び込んでいるときには、すでに
となって、回帰してくることに注意しよう。田舎娘を騙そうと画策しているとき、カサノヴァは、一旦は、神を信じない者のよう
に振る舞い、神を事実上、拒否している。だが、このことが原因となって、彼は神にかえって呪縛されてしまう。
カサノヴァの「魔法の円」は、オタクたちの「窓のない個室」
を連想させる。一方で、アイロニーの意識を持って、さまざま
な規範や価値を相対化することは、いかなる超越的な他者、いかなる神をも拒否することである。私は、社会的な規範を
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もたらす超越的な他者のことを
「第三者の審級」
と呼んでいる。他方の、信心深い行動は、この排除した第三者の審級を、
呼び戻し、回帰させる方法である。カサノヴァは、
「魔法の円」
に飛び込むことで、神を呼び戻したのだ。同じように、オタク
のさまざまな主題領域への没入は、宗教に似ている。彼らは、いくら世俗化された醒めた意識を持っていたとしても、その
没入の行動を通じて、一種の信仰を表現しているのである。
先に、オタクにおいて、普遍性が特殊性へと反転する、と述べた。ここで説明した、もう一つの逆説は、アイロニカルな
距離化から、絶対的な没入への、急転直下の転換である。
―

5 批評の不可能性
自分自身が関わっている主題や自分自身を、アイロニカルに突き放して反省する意識は、批評的な態度である。実際、
オタクたちの共同体には、うるさいほどの批評的なコメントがあふれている。
しかし、それは決して内容豊かな真の批評へと成熟しない。なぜなのか？ 批評とは、個々の特異な芸術作品を、普遍
性へと媒介することである。特異で単一的であるような芸術作品に、普遍的な意味を見出すこと、この作業が批評を構
成する。したがって、批評は、特異的なものや特殊的なものを、
その外部に拡がる普遍的な領域へと移し直す操作を伴っ
ている。
だが、
オタクには、
その操作が不可能だ。彼らが没入している特殊な主題領域が、すでにそれ自体で、彼らにとっては普
遍的なものだからである。そこには、特殊性から普遍性への移行の操作を可能にする、両者の間の「落差」が存在しない。
こうして、オタクたちが興味を持つさまざまな主題に関しては、それが鉄道であれ、アニメであれ、ゲームであれ、批評的な解
釈が不可能だ。批評が死へと向かっていく原因は、ここにある。
―
＊
それにしても、批評の不在は、不幸なことだ。誰にとって？ もちろん、オタクやメディア芸術にとって、
である。最後に、この
「不幸」
の意味を、また一つの比喩を用いて示しておこう。
アウシュヴィッツを生き延びた化学者にして作家、プリーモ・リーヴィは、強制収容所で、繰り返し見たというある悪夢につ
いて書いている。その夢の中で、戦争はすでに終わっていて、彼は家族と一緒になっている。彼は、家族に向かって、収
容所での過酷な生活について語るのだが、家族はだんだん退屈になり、あくびをして、一人ずつ部屋を去って行った。気
がついたら、彼はたった一人で部屋に取り残されていた。
この夢が意味していることは、話を聞いてくれる
「大文字の他者（the Other）
」、私の用語では「第三者の審級」がいない
ことが、
最も恐ろしいことだ、
ということである。この「他者」
を
「批評」
の比喩と考えてみたらどうだろうか。ホロコーストをメディ
ア芸術と見立てるのは、いささか不適切だと思われるかもしれない。だが、芸術表現の根源に、
トラウマ的な体験がある
ということは、めずらしいことではない。すると、批評をもたないメディア芸術は、この夢の中のリーヴィ、誰にも話を聞いても
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らえないリーヴィに似ていることがわかる。実際、オタクは、一人取り残されたリーヴィと同様に、家族から離れ、個室にいる。

吉村和真

エルキ・フータモ

大澤真幸

吉田寛

佐藤守弘

（モデレーター）

セッション3 ｜ディスカッション

異種混交的文化の批評的ポテンシャル
吉村和真（モデレーター）
／エルキ・フータモ／大澤真幸／吉田寛／佐藤守弘

―

ていきます。

セカンドネイチャーとしてのメディア

自身の関心で言うと、
「没入」
ということがキーワードになっ

―
吉村

それではまず、今のお二方の基調講演を踏まえて、私

まず、フータモさんと大澤さんの基調講演に対

ていることが印象的でした。その没入の仕方、あるいは

して、今回のパネリストである吉田さんと佐藤さんに率直な

歴史をどう捉えていくか、それにどういった主体の特徴が

ご感想をいただきます。その後、それに対する回答をフー

あり得るのかというお話だったと思います。フータモさんの

タモさんと大澤さんに行っていただいた上で、今日はゲー

場合は、そうした没入の仕方、もしくは歴史を分析する方

ムにお話が及ぶのですが、
もともとこのメディア芸術祭の、

法としてのメディア考古学であり、
トポスへの着目ということ

例えば京都展でエンターテインメント部門の統括や、メディ

だと思います。大澤さんのほうは、特に日本の異種混交

ア芸術部門会議でのゲーム部門のモデレーターなどを務

的な文化を捉える上での主体としてのオタクあるいはオタ

めていらっしゃった吉田さんから簡単な問題提起もしてい

ク的な態度ということにアプローチされていたのだと考え

ただきます。

ております。

その後で、佐藤さんは私と同じ京都精華大学の同僚に

では吉田さんから、感想をお願いいたします。

なるのですが、写真などを手掛かりとしたさまざまな論考

吉田

を行っていらっしゃいます。今日は鉄道オタクの話も出てき

（進歩）
いと思います。メディア考古学というものを、
プログレス

ましたが、いろいろな形で問題意識を持たれていると思

を解体するためのツールとして使うというアイデアは、非常

いますので、佐藤さんにもそうした形でのプレゼンをいた

に有意義だと思いました。その際に、方向性と改善を、二

だきます。それを踏まえて全体のディスカッションにつなげ

つのプログレスの内実として提起されましたが、私が考え

まずフータモさんに質問という形で投げ掛けた
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るに、
もう一つ重要な進歩の概念があると思います。今日

ものが、実は批評的な役割を負うようになることが大変重

フータモさんが言われた方向性や改善というのは、目的に

要だと思います。

向かった進歩、ゴールに向かった進歩ですね。それはい

願わくは、今われわれが話している大きなテーマ、すな

わばヘーゲル的な進歩観です。だがわれわれはもう一つ

わち、どのような条件の下であれば、メディア文化において

別の、重要な進歩観を持っている。環境適応の過程とし

批評が可能なのかという大きなテーマにつながればいい

ての進歩という、ダーウィニズムの進歩観です。それについ

と思います。特にプレゼンテーションの最後に私がお話

てどう考えるかという質問です。

（Image Macros Memes）
ししましたが、
イメージ・マクロ・
ミーム

メディアというものは、一方で文化・人工物（artifact）であ

という考え方がインターネットでどんどん普及しています。実

るわけですが、他方で、われわれ人間にとっての環境

際にこれが提示する意味や、そうしたことをしている人々の

（environment）
であり、第二の自然（second nature）
とも言う

考え方を結び付けるのは、確かに難しいかもしれません。

ことができます。そのように、メディアというものは文化、人

しかし、だからといって、あきらめていいということはないと

工物であると同時に、われわれを取り巻く環境や自然で

思うからこそ、
トポス考古学的なお話をしたわけです。

ある。その両義性が、フータモさんの考えるメディア考古学

吉田

の中で、どのような意味を持っているのかということをお聞

なっているということだと思いますが、これが次の大澤さん

きしたいと思います。

への質問に関係します。

フータモ

まず、私のメディア考古学についての理解なの

大澤さんへの質問ですが、アイロニカルな没入が非常に

ですが、これはおそらく他の方々の活用しているコンセプ

重要なキーワードなのは、ご指摘のとおりだと思いますが、

トとは相反するかもしれません。というのは、メディア文化

アイロニカルな没入がなければ生きていけないような世界

の物質性というのは、言説という側面と切り離すことがで

が今、われわれの前にあるのではないかと思うのです。い

きないと考えているのです。そもそもメディアがコミュニケー

わゆるバーチャルな空間がそれです。ここでバーチャルな

ションの社会的なシステムとなる前から、実は発案・発明

空間というのは、映画やテレビのような単にフィクショナルな

としてすでに存在していたと思います。すなわち、すでに文

ものではなく、
インタラクティブな空間のことを指しています。

化の中に組み込まれていたと思うのです。

パソコンのOSをどう使うか、またゲームの中でどう振る舞う

そういう意味では、メディア文化はおっしゃるとおりセカン

かを考えればわかるように、バーチャルな空間では、アイロ

ダリーな進化と言ってもいいかもしれない。だからこそ、メ

ニカルな没入をしなければ何もできません。生きてもいけ

ディア文化において、批評の可能性のテーマにつながるの

ません。その中に没入してアイコンやアルゴリズムなどの手

ではないでしょうか。というのは、メディアとの関係はどうも自

掛かりを得ないと何一つ行為ができないような世界、
それ

動化されている気がするのです。それをたどっていくと、結

がバーチャルな空間です。その中でわれわれは、あたか

局、
ロシアのフォルマリストの批評家に行き着くのではないで

も自然環境にいるのと同じような仕方で行為をしている。

しょうか。ロマーン・ヤコブソンやヴィクトル・シクロフスキーのよ

そのような空間をわれわれが今や日常的に生きていると

うな1920 〜1930年代の批評家に立ち返ることができると

いうことと、アイロニカルな没入というオタクカルチャーの基

思います。

本的なメンタリティがどのようにつながっているのかというこ

（異化）
それから、
「オストラネーニエ」
という概念を導入しま
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メディアと自然を区別することが、いっそう難しく

とをお尋ねします。

した。これは、何か奇妙なものにしましょうということです。

大澤

異化効果（Verfremdungseffekt）
と関連するものではないか

ター・スローターダイクの
「シニカル理性」
と同じような概念で

と思います。私はそうした概念に立ち戻ります。これはメ

すが、私のつくった言葉です。基本的なことを言うと、
アイロ

ディア文化にも、実はどんな時期であっても、どんな時点で

ニカルな没入はなしで生きていけると私は思っていません。

あっても適用できる概念ではないでしょうか。われわれは

おっしゃるように、アイロニカルな没入は、ある意味でごく普

日々、いろいろなルーチンに直面しています。ある瞬間から

通に見られることです。例えばこの会場でも、皆さんの半

別の瞬間に直面している。その中でメディアは、言うなれば

分はそうです。私たちはこうして壇上にいるから、あたかも権

セカンドネイチャーになるわけです。セカンドネイチャーとして

威のある人のように扱っていただいていますが、何をつま

のメディアは、具体的な形を取っているのみならず、考え方

らないことを言っているのだと思っている人も、きっといるわ

の中にも組み込まれているものだと思います。セカンドネイ

けです。でも、
アイロニーの意識を持って真面目に権威の

チャーとしてのメディアは、具体的な形を取っているのみなら

ある先生方の話を聞きますよというような態度で聞いてい

ず、考え方の中にも組み込まれているのです。何か奇妙な

るのです。

アイロニカルな没入は、先ほど言ったように、
ペー

ですから、
「アイロニカルな没入」
自体は、
むしろ人間が

アイロニカルな没入がいけないわけでもなく、また、

象徴や規範、意味などに関わるときに、多かれ少なか

人間というものもそれから逃れられるわけでもない。し

れ入っていることなのです。ただ、アイロニーの意識が大

かし、アイロニーの意識を持っている、メタ意識、自分を

きくなったときに、人は自分が没入していることを忘れる

対象化しているように持っている反省的なまなざしとい

ということなのです。つまり、アイロニカルな没入の二つ

うものは、人間を本当には解放していない。まずそのこ

のうちのどちらが重要かというと、没入のほうにポイント

とを出発点にしないと、特に今回の批評の問題は解け

があるわけです。人はアイロニカルな意識を持っている

ないと思っています。だから、
一見過剰なのに批評が貧

と、自分はいつでもそこから抜けることができるかのよ

困になるという逆説は、アイロニーの意識を持っている

うな幻想を持ちます。だから、カサノヴァの例を出したの

ことによって何か知的に解放されたように思っているわ

です。実はカサノヴァのほうが、素朴な娘よりももっと強

けです。しかし、その部分がむしろ、啓蒙されればされ

く神に縛られている。それはアイロニーの意識が強い

るほど、プリミティブになるという逆説を見ておかないと、

分だけ、
そうなっているわけです。

解けないというのが私の問題提起です。

ゲームの世界などで人がはまっている問題点は、自分

―

はアイロニーの意識を持っているから、自分は没入してい

オタク文化と批評

ないと勘違いすることだと思います。例えばこれはフー

―

タモさんには少しわかりにくいかもしれませんが、よく日本

佐藤

の評論家のレベルで問題になるのは、私はあえてそうし

は、日本語に訳しにくいのですが、
「定型句」
と訳せばい

ているということが言い訳になるでしょう。あえてやってい

いでしょうか。一つの定型というものが古いメディア、テ

るわけだから、ただやっているわけではないと。しかし

クノロジーから新しいテクノロジーによって何回もよみが

私は、あえてやっている人と、ただやっている人の間には

えってきて、それが直線的に進んでいくのではなく、何

大差がないと思っています。というよりも、あえてやってい

回も繰り返して出てくるというお話だったわけです。それ

るから自分は免罪符をいただいたというように思ってい

がトポスの考古学、アルケオロジーだと思うのです。で

る人のほうが、余計に問題だと思っているのです。

も、それが次に出てくるときには、それぞれの新たな歴

まずフータモさんのお話、
「トポス」
という言葉
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史的コンテクスト、社会的コンテクストの中で変化していく。

私も一度20世紀初頭の鉄道写真コレクションについて調

そういう意味で、同じものが繰り返されているのだけれど

べたことがあったので、非常に興味があるところでした。

も、別のかたちで出てくるところがあると思うのです。

そのときの私の考え方は少し違うかもしれませんが、やは

お聞きしたいのは、次のようなことです。テクノロジーとい

り全体への欲望というものが鉄道写真をコレクションする

うかメディアについて考えるとき、あるいはメディアと身体と

ことの背景にある。少なくとも鉄道の世界という全体には

の関係などについて考えるときに、
ミームであったり、電子

たどり着けなくても、写真というメトニミー的なもの、あるい

的なものであったり、あるいはもしかするとウイルス的なもの

は人によっては模型や時刻表といったメトニミー的なものを

であったりして、新たなコンテクストに取りつく。その際に、

介して、全体にたどり着きたいという欲望があるのだと思

それぞれ異なる様相を見せるのではないかと思うのです

いました。

が、
そういうコンテクストの問題についてどのようにお考えで

けません。鉄道ファンは、
今は確かに鉄道オタクあるいは鉄

しょうか。
今おっしゃったことは、私のトポスについての考

オタと言われていますが、いわゆる83年以降のオタクと同

え方のまさに中核を突いたと思います。私にとっての関心

一視していいのかという問題です。確かに現在の鉄道ファ

の一番のポイント、私がよく言うトポスというものは、実は方

ンは、オタク的な振る舞いをしているかもしれませんが、先

程式でありながら、空疎な方程式でもあるという、ある意

駆者はたぶん違う振る舞いをしていたと思うのですね。

味では記号論的な考え方でもあります。トポスはいろいろ

大澤

なコンテクストで出てきます。すなわち、その都度、新たな

ましたが、こういうことをオタクの人たちが意識的にやってい

層の意味を帯びるようになる、言うなれば記号論的なもの

るということではないのです。私が最初にそういうことを考

だと思います。外観も関わってくる。また、そのトポスの持

えるきっかけになったのは、竹熊健太郎さんの自伝を読ん

つ意味合いも関わってきます。従って、
トポスは、メディア文

でいるときです。竹熊さんは初期のオタクのリーダーのよう

化によって異なる役割を果たしており、一つだけの役割で

な人ですが、彼がなぜそうなったかという話をしているとき

はないと思っています。さまざまな機能が関わっているの

に、彼を啓発した先輩が鉄道オタクなのだけれども、
その

ではないかと思いました。おそらく、私自身が考えた以上

鉄道オタクの彼は、総武線にしか興味がないというのです。

の役割を持っているのかもしれません。

総武線オタクなのです。総武線だけに異様な興味を持つ

フータモ

さて、なぜこのトポスが出てきているのか。その理由の
一つは、言うなれば安全策、安全弁的なものとして出てき
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ただ、ややこしいオタク論だけに、気を付けなければい

先ほどは、短い時間なのでアウトラインだけ話し

というのは一体何がポイントになっているかというと、要は佐
藤さんがおっしゃっていたことと関係があるわけです。

たのではないかと思います。というのは、人々は常にいろ

つまり、細部にこだわればこだわるほど、細部に常にプ

いろと混乱し、不安を覚えている。新しい技術、新しい状

ラスアルファ、今おっしゃった言葉で言えば全体、私の言葉

況の中に置かれても、やはり彼らは古きものと新しいもの

で言えば普遍性が、細部に二重写しになっていくという感

をつなげる何らかの法則を求めているのだと思います。ト

覚です。例えば総武線の例でも、なぜそれほど重要かと

ポスは、まさにそこに関わってくるのではないでしょうか。実

いうと、
千葉県に住んでいる人にとっては、総武線は東京

際に存在するかどうかは、なかなか言い難いのですが、最

につながるルートなのです。1960年ぐらいの段階では、東

も典型的なトポスは、例えばスクリーンが窓のようなもので

京こそ幻想の中心ですからね。だから、
どれほどただの線

あり、
ものが窓を通して入ってくることも、外に出ることもあ

路に見えていても、ほんのわずかなロマンチックなものが

ると。ですから、これはオタク文化の議論においても面白

宿るわけです。その部分がどこから来るのか考えると、
今

いと思います。

のような論理になるということなのです。

広告主は、人間の考え方の中に入っている、非常に保

佐藤さんは、今日は議論のためにあえて挑発的にいろ

守的な側面に訴えかけようとしています。最も新しいもの好

いろ言ってくださっているのですが、細部にこだわるところ

きの人であってもそうだと思います。従って、
トポスはそうし

自体がオタクなのです。だから、私が何かをすると、
オタクが

た意味で、新しいコンテクストで活用されているのではな

「○○オタクは違う」
と必ず言ってくるのです。それを聞いて

いかと思います。ただ、すべてのコンテクストは、それぞれ

いると、
ものすごく小さな話なのです。
「違うのですよ。1974

違っていると思います。なので、
トポスとの関係は、やはり

年の 5月ぐらいから、新しく○○が出てきたのです」
などと言

批評家が繰り返し議論して、決めなければならないことだ

うのですが、はっきり言って大同小異なのです。その細かい

と思っています。

ところが、どうしても気になるというのが、まさに私の言ってい

佐藤

ありがとうございます。大澤さんの鉄道の話は、

る論理なのです。

オタクというものの特徴を一つだけ言うと、自己反省の過

あるのですが、何だと思いますか。

剰というものがあるのです。例えば若者風俗を指示する言

『あぶさん』
と
『専務島耕作』
と
『美味しんぼ』
です。先ほど

葉は、昔からあるわけです。特に戦後は太陽族であった

から言っているオタクの心性なり起源のようなものと、没入

り、新人類であったり、いろいろな新しい若者の言葉が生

の仕方の問題を考えたくて挙げたのですが、正解は二つ

まれてきました。オタクのそういうものとの唯一の違いは、

あって、一つは、全て中身が新聞に現実のものとリンクさせ

オタクは自己言及するということです。そういう意味で批評

て取り上げられたものです。

的でしょう。つまり、自分たちに批評的なまなざしを向ける
のです。それが私の言ったアイロニカルな没入なのです。

『あぶさん』
は当然ながら、バーチャルな人ですが、この人
がホークスを引退するときに、福岡ドームで引退式が行わ

でも、それが逆に本当の意味での批評を枯渇させて

れ、
それがニュースになりました。
『専務島耕作』
は引っ掛け

いる。そうすると、オタクは長く見積もっても30年ぐらいし

問題で、実はこの巻で終わって、次に
『社長島耕作』
にな

か歴史がないのに、人類全体の歴史とオタクの歴史がほ

るのです。島耕作が社長に就任したということが新聞報道

ぼ同じぐらい重要になってくるのです。
「『エヴァンゲリオン』
が

されました。
『美味しんぼ』
では、山岡とお父さんの海原雄

決定的だったのだよ」
というようなことを聞いていると、第二

山がついに和解したということがニュースになりました。つ

次世界大戦とエヴァンゲリオンが重要度においてほぼ同じ

まりマンガはオタクだけのものではないのです。これらの

か、あるいはAKB48はキリストの誕生とほぼ同じだというよ

読者たちは、簡単に作品世界に没入するのですが、こうし

うな議論も出たりするわけです。それこそが、私の言ってい

た新聞報道には「おうおう、ようやっとるな」
と思うぐらいに、

ることの実証なのです。そこに人類史や宇宙史が全部投

適当な距離をとっているのです。

影されているでしょう。そういう感じです。

それから、
もう一つの共通点は、これらは全部、古本な

ありがとうございます。ちょっと後で触れようと

のです。3百円で買ってきました。何が言いたいのかという

思ったのですが、先ほどのアイロニカルな没入の話で、没入

と、この人たちはマンガを捨てるのです。でもオタクは捨て

のほうにポイントがあるということに関連して、ちょっとしたク

ずに大切にします。こうした対照的な振る舞い、身体性の

イズです。今からここに紹介する三つのマンガに共通点が

ようなものを考えるときに、今日のお二人の問題をどう解釈

吉村
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していくかというときに、実はメディア芸術状況が、複雑化

パーマリオの最新作です。これは、
マリオの世界が二次元

する日本の消費、あるいはそうした文化への態度、アイロニ

であることを意識的に含んだ作品になっています。プレー

カルかどうかは別として、没入の仕方と何となく関わるので

ヤーは二次元世界と三次元世界を切り替えながら、ゲー

はないかと思います。

ムを進めていきます。初代
『スーパーマリオ』
のような二次元

―

の世界ではクリアできないように見える課題が、三次元空

〈批評〉
するメディアとしてのゲーム

間では簡単にクリアできます。これはすでにファンが気付

―

いていたことです。YouTubeの動画に見られたようなファン

吉田

「
〈批評〉
するメディアとしてのゲーム」
という三題話

で問題提起をします。

の批評的視点を、
『スーパーペーパーマリオ』
はゲームの要
素として取り込んでいるのです。こうした
『スーパーマリオ』
を

まず「芸術の
〈自己認識〉
としての批評」
ということから。こ

めぐる22年間の展開は、芸術の自己認識・自己批判として

れは少し古いタイプの批評観かもしれませんが、
ヴァルター・

の批評という観点から理解・説明できるのではないかと私

ベンヤミンという批評家の
『ドイツ・ロマン主義における芸術

は考えています。

批評の概念』
という本で言われていることです。

（自己認識、自己発見、自己
最後は「技術とメディアの
〈批評〉

ベンヤミンは、芸術は批評を含んでいると言います。つ

更新）
としてのゲーム」です。スーパーマリオのここ20年の変

まり、芸術作品というものは、過去の作品やそのジャンル

化を考えることで、
マーシャル・マクルーハンという思想家が

全体の歴史に対する批判や反省を含んでいる、というこ

言ったことが、よりはっきりわかってきます。マクルーハンは

とです。芸術の自己反省・自己批判・自己認識が批評であ

（1964年）
『メディア論』
で、古いメディアは新しいメディアに取り

り、かつ、芸術作品は同時に批評でもあると言うわけで

込まれて、その
〈内容〉
になるのだ、と言っています。つまり、

す。ベンヤミンが挙げる例は、
ノヴァーリスやフリードリヒ・シュ

古いメディアは新しいメディアのコンテンツとして取り込まれ

レーゲルなどドイツ・ロマン主義の詩人のアフォリズムが中心

る、
ということです。マクルーハンが挙げる例は、テレビの内

なので、芸術作品も批評もどちらも文字媒体によるという

容は映画であり、映画の内容は演劇や芝居である、
といっ

点では、彼の言うことはたいへん理解しやすい。

たものですが、今風に言うならば、テレビのプログラムや新

ただしこれは他の芸術ジャンルにも応用可能です。文

聞記事がコンテンツとしてインターネットに取り込まれる、と

字媒体の芸術に限らず、音楽や建築の場合にも、作品が

いったことを指していると考えられます。これはそれ自体と

過去の作品やジャンルの伝統を批判・批評するということ

してはよくわかる話なのですが、
マクルーハンもずいぶんと

があり、事実それが近代の芸術作品の条件になってきた

つまらないことを言うものだなと、私は長い間、真意を掴

わけです。つまり批評というのは必ずしもジャーナリスティッ

みかねていました。

クに文字で書かれる必要はなく、芸術作品そのものが批

ところが、先ほどのスーパーマリオの例を検討した後で

評になっているという考え方があり得る。これが一つ目のポ

は、
もう少し違う理解が可能になります。前世代のゲームの

イントです。

技術的な条件や制約が、次世代のゲームではプレーヤー

二つ目は、
「20年後の
『スーパーマリオブラザーズ』
」で

が選択可能・操作可能な要素として遊ばれています。初代

す。初代の
『スーパーマリオブラザーズ』が1985年に出て

のスーパーマリオの世界は二次元ですが、これは技術的制

以来、プレーヤーはこれを何度も繰り返し遊ぶ中で、こ

約です。当時のゲーム機の性能では三次元空間はつくれ

のゲームに対する批評的視点を育んできました。このゲー

ませんでした。その技術的条件もしくは限界が、次世代の

ムは一体どのような世界を表現しているのか、
マリオ自身

ゲームでは操作可能な要素となって遊ばれてしまう。ある

はこの世界をどのように見ているのか、プレーヤーはそれ

時代の技術やメディアの最も根本的な条件や制約を、次

を考えてきたのです。そこから生まれたのが2007年頃に

世代のゲームは操作可能な要素として取り込んでしまう、

YouTubeに出た『一人称視点のスーパーマリオブラザーズ』

ゲームの歴史とは常にそのようなものである。これは私の

という動画です。このゲームの世界がリアリズムの観点から

仮説なのですが、そういうふうにゲームの歴史を見ることが

はいかに
「理不尽」であるかをユーモラスに描いています。

できると思います。そうすると、
マクルーハンが言う、
古いメディ

これは
『スーパーマリオブラザーズ』
を批評するファンの視線

アが新しいメディアの
〈内容〉
として取り込まれる過程としての

が生み出した動画で、YouTubeで爆発的に流行しました。

メディアの歴史が、別の観点から説得力を持ってきます。

さらに、
『スーパーペーパーマリオ』
という作品（任天堂、2007

これは先ほどのメディア考古学の話にもつながってくるの

年）
があります。さきほどのYouTubeの動画が2007年頃の

ではないかと思ったので、論点として提出しておきたいと思

ものなので、それと同時期に任天堂が公式に出したスー

います。私は今のプレゼンテーションを通じて、ゲームが

文化や芸術であるとことさら主張したいわけではなく、そ

論でいうところのアイコン性、つまり対象との類似性とイン

ういう問題とは別に、ゲームが現に批評的機能を持ってい

デックス性、つまり光の痕跡という物理的関係性のハイブ

ること、
しかもメディアや技術に対するきわめて大胆かつ

リッドでもあります。もちろん視覚性だけではなく、身体と

繊細な批評的理解を含んでいる、ということが言いたかっ

の関係、つまり触覚性もあります。

たのです。つくる側だけでなく、プレーヤー側も批判的に

ただ、これは日本の特色ではありません。例えば写真

新しいゲームを受け入れて遊んでいる、それがゲーム文化

であることがわからないほど塗り込まれた、
インドにおける

です。それをオタク的態度と同一視していいかどうかは疑

*2
写真。
また、北東ブラジルにおけるレトラトス・ピンタドス

問ですが、私は感性学者として、
そのような観点からゲーム

*3
というもので、塗られた絵と訳すのでしょうか、
こういうも

を理解しています。

のに至るまであります。文化について考えるときに、ハイブ

ありがとうございます。今の進歩の問題や、
マン

リディティというものが、ヨーロッパ的なテクノロジーが非ヨー

ガ・アニメと比べて一番インタラクティブな存在であるゲーム

ロッパ的な環境と出会ったときに起こる、バナキュラー化

吉村

の身体性の問題を、先ほどのメディア考古学的に分析して
みる余地は、いろいろと出てきそうな気がします。
―
ハイブリディティをどう考えるか
―
佐藤

今回、当然クリティークの問題が中心になってき

たのですが、
もう一つ、タイ
トルにある異種混交的文化、つ
まりハイブリディティというところがあまり話題に上っていない
ので、
そのあたりについて考えていることを短めにお話しし
たいと思います。ハイブリディティは、
もともとメディア芸術状
況として、吉岡先生が初めに提案されたもので、つまり異
質なものが流動するような記号として組み合わされて、
それ

*1 写真油絵 Oil Painted Photography
横山松三郎 YOKOYAMA Matsusabur （1838-84）

が新しく他の内実と組み合わさってしまうような、不思議な
状況です。
例えば大学の学部のキラキラネームについてもお話しさ
れていたと思うのですが、つまりメディア芸術という言葉が、
メディアアート、ゲーム、ウェブ、
マンガやアニメを強引に包括
している。ただ、
それが最初の基調講演では、日本語とい
う言語の能力というか、言語の特性とある程度結び付け
られるのではないかというようなことをおっしゃられていて、
それについて少し考えてみました。
*1
一つお見せしたいのが、写真油絵というものです。
19世

紀に横山松三郎という人が自分で開発したものです。ガラ

*2 Indian Colored Photographs

ス写真の裏から油絵の具で着彩したもので、耐久性も増
すようなものです。写真というメディアが日本に入ってきた中
で、ハイブリッドに合成された新たなものです。西洋にも彩
色写真はあったのですが、ガラス写真での油絵というもの
はなかった。しかも、西洋のガラス写真はダゲレオタイプ
のケースのようなビロードと唐革のケースですが、こちらは
桐箱に入っています。これは一応セルフポートレートで、
「横
山氏」
という形で、箱書きがされています。
そうした形で、ハイブリッド化がさまざまな形で行われて
きたことは確かだと思います。もちろん、写真自身がいろ
いろな要素の混交です。写真そのものが、パースの記号

*3 Painted Pictures（Retratos Pintados）in Northeastern Brazil

083

第 回世界メディア芸術コンベンション 異種混交的文化における
︿批評﹀
の可能性

3

セッション
ディスカッション

3

と考えてもいいかもしれません。このあたりの写真は、一

細にできていて、中途半端に起源を残しておくから忘却し

方では美術史からも周縁に置かれ、一方では写真史か

やすいようにできているのです。

らも周縁に置かれてというように、ハイブリッドであるからこ

一番わかりやすいのは、日本語の場合、漢字・仮名交じ

そ、両方から排除されたものです。では、このように排除

り文なのです。漢字で書かれていれば、
いくら私たちがそ

されてきたハイブリッドに注目することが、一体何をもたらし

れを使うようになっても、どこか外来感が残るわけです。翻

たのか。こうしたものを持ち出すこと自体の批評性が、どの

訳も必ず片仮名で書かなければ、漢字で訳さなければな

ようなものであるか、これは私自身に対する自戒も込めて

らないのです。日本語の場合、平仮名で訳すということは許

考えてみたいと思います。

されないのです。ただ、
そのことで、外部からやって来たとき

もう一つ、言語のハイブリッド性を考えると、日本語の言

の衝撃力が残っているかというと、逆なのです。中途半端

語構造は、確かに昔から漢字と仮名を使う。さらに、近代

に残しておく、つまり受け入れたような、受け入れていない

に入ると、そこにヨーロッパ系の言語が入ってくる。例えば

ような、自分たちの文化に内面化しない限り、雑種的に暮

高村光太郎の非常に有名な前衛主義というか、表現主義

らせるという。だから、雑種するから素晴らしいとは限らな

（1910年）
のマニフェストとして知られる
「緑色の太陽」
があり

くて、本当には混交しないが故に、雑種ができるという逆

ますが、初めて見たときは結構びっくりしました。つまり、平

説もあったりする。そういうことを見ないといけないのでは

仮名と漢字、
中国のものと日本のものが同居している上に、

ないかというのが、私のちょっと思ったことです。

ヨーロッパの言語が無節操に、この本ではドイツ語が多い

吉田さんのほうにも一言だけコメントすると、
マリオの話は

のですが、そこにぽこんとフランス語が入ってきたり、英語

すごく面白かったのですが、私はなぜ今日鉄道オタクなどと

が入ってきたりします。これは初めて読んだときにすごく異

いうプリミティブな問題にいったかというと、
ゲームでやると当

質なものを感じましたが、現在の言語状況についてもそう

たり前のことになってしまうからなのです。マリオはなぜ成功

いうことは考えられるのではないかと思います。

したかというと、
それが一つの世界を感じさせるからです。た

これとパラレルなことでは、前近代で言えば中国絵画と

だ点数を稼ぐだけでは面白くない、
マリオの世界はどうなっ

日本絵画の問題もあるし、
それこそ、両者のハイブリッドと

ているのだろうという、
そこにまさにユニバースがあるわけで

しての狩野派もあります。あるいは、私が勤めているような

す。だから、本当はただゲームをしているに過ぎないのだけ

美大では、いまだにコース名として残っている洋画（油画）
と

れども、
そこでユニバーサルなものを何となく享受できるとい

日本画というカテゴリーもそうです。

うことが非常に重要なポイントだったと思うのです。ゲームで

こうしたものが昔からあるとして、では今のメディア芸術
状況におけるハイブリディティと、このようなもののハイブリ

鉄道の例でさえもそうだということを示したのです。

ディティがどのように違うかということも、私自身も考えなくて

1985 年の初期のマリオは、その世界を感じさせるけれど

はいけない。プレモダンとポストモダンを同一視せず、日

も、言ってみれば神様の視点なのです。マリオが動いている

本文化特殊論に陥らない形で、このようなハイブリディティ

のを、われわれは外から見ているわけです。マリオの世界

をどのように考えるのかということを、自分自身に対する質

を知りたいという欲求は、最後には、あの世界はマリオか

問としても考えてみたいと思います。

ら見たらどうなっていたのかとなる。私たちは神の視点で

一つは、起源を忘却する度合いが早いのではないかと

見ているので、本当の意味で世界を所有した気分になれ

いうことです。つまり、
「メディア芸術」
という言葉が、ネットなど

ないのです。だから、世界を所有する感覚の中に、本当は

では
「メ芸」
という言葉になり、さらに
「メ芸を見にいって」
とい

バーチャルな世界なのだけれども、
リアル感を入れる。そ

う話になって、そこにあった異種混交性がすっかり見えな

の上で一番重要なものは、
その人の内在的な視点を獲得

くなってしまっていることもあるのではないでしょうか。ハイ

するという作戦なのです。マリオ視点というものは、本当は

ブリッドであることを、
そのまま吐露することが、高村光太郎

存在しないのですが、存在するかのように思って入れる、

の頃の格好いい態度だったのかもしれません。あるいは、

そういう営みではないだろうかと思いました。

これでしか伝わらないと思ったのかもしれませんが、では

―

今におけるハイブリッドとは何なのかということを、考えてみ

批評にたどり着けないという問題

てもいいと思います。

―

大澤
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は当たり前過ぎるので、ゲームと程遠い、一番プリミティブな

今の佐藤さんの話はすごく面白かったです。た

フータモ

先ほどのオタクの現象について、異種混交型の

だ私は、こういうことが重要だと思っています。起源の忘却

文化ということですが、私はオタクというものは、ずっとこの

ということをおっしゃったけれども、起源の忘却もかなり繊

異種混交の逆だと思っていました。オタクがやろうとしてい

るのは、非常に膨大な、さまざまな多くの文化的な組み合

吉村

わせに、フィルターをしているのではないかと思うのです。

ちを付けるなら、オタクが何かは置いておいて、オタク的な

日本のオタクは本当に専門化して、例えばフランスのロー
マ様式の教会の写真を撮ることだけに興味を持っている

批評というところにもう少しつなげて、僕なりの落

態度は、批評を求めつつ、
そこにたどり着けないというジレ
ンマを抱えるのだと思います。先ほど僕が事例に挙げた、

ということがあります。それについて何をするというわけでも

『あぶさん』や『島耕作』
が好きな人たちは、
そもそも批評的

なく、特定の教会、ゴシックやバロックではなく、ローマ様式

態度は望んでいませんし、
そんなものに関心がない人たち

の教会だけの写真を集めている。こういう行動は、異種混

です。けれども、そのどちらもマンガやアニメに容易に接す

交とは逆を行っていると思うのです。

ることができる環境があって、差別化されるという意味で

オタクというのは、異なる形で異種混交と逆のことをして

は、実はその違いはあまり大きくないかもしれません。そ

いるのではないかと思います。没入して買い占めている、
そ

れは、昨日の吉岡さんの、
「中心にあまり差異のない集団

れに関しては特に何もしていないのですが、没入しながら買

がいる」
という話にも通じますし、
もしかするとオタクのポジ

い占めていることがオタクには見られると思います。いろい

ションをめぐる、あるいはオタク的態度をめぐる問題と関

ろな頭の中にある原則をもって、フィルター化しているので

わるのかもしれません。

はないかと思います。
大澤

非常に重要なポイントだと思います。おっしゃるよ

最後にもう少し補足すると、メディア芸術祭に来るような
人には、少なからずそうしたオタク的要素があると思います。

うに、オタクという現象は、ある意味でハイブリッドと逆なの

でも、あぶさんを応援する人は、きっとメディア芸術祭には

ですね。フィルタリングなのです。オタクもいろいろな角度で

来ません。そうした差異を踏まえつつ、批評を求める人は

見れば、場合によってはハイブリッドへのオリエンテーション

しかし、
それにたどり着けないという問題をどう考えるかとい

も含んでいるけれども、オタクのある側面は、一種特定の

うことは、今日の基調講演でのメディア考古学とオタク的態

トピックのみが圧倒的に重要であるかのように、絞ること自

度で示された、批評が持つ構造的な問題と深く関わるの

体が、文化的視野のフィルタリングの効果を持っていて、ハ

だろうと思いました。その意味でも、昨日からの問題を引き

イブリッドに対して逆行する動きになることがしばしばあると

継ぎ、最後の全体討議につなぐことのできるテーマだった

思うのです。

と思います。どうもありがとうございました。
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〈進歩〉
の批評的脱構築
エルキ・フータモ

Thank you very much. It is a great honor for me to be present at this Third ICOMAG. I took part in the
first one and found it really exciting. My presentation today is a direct response to a question posed to me by
Professor Yoshioka knowing that for about 20 years now I have been involved in developing the field of media
archeology. Professor Yoshioka asked me to talk about the possibility of using media archeology as a kind of
critical tool for deconstructing the idea of progress.
―

About the Idea of Progress
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I guess that when we think about media culture, very often we seem to think about it as the ultimate
goal of human evolution. But recent years have brought a lot of doubts about that way of thinking. I think
that some people feel instead it might be a sign of regress or even defeat. So, this is one of the topics that I
will address.
But first let me remind you briefly about the idea of progress that has so dominated the culture of the
twentieth century. The idea of progress, which basically started developing in the eighteenth century, has two
components, I think. The first one is the idea about directionality, meaning that there is a direction in history
towards which we are going. The other component is movement towards betterment, which means things are
supposedly getting better and better all the time. As I said before, I think that, especially during the past 20
years, and maybe even more now that we are in the early twenty-first century, both of these ideas have often
been questioned. So things that seemed very self-evident, shall we say, 100 years ago are no longer self-evident.
A typical manifestation of that belief from the twentieth century is the idea that technology,
transportation, and media have no limits, no end.

A very typical and famous example would be the
kind of charts that were presented by the American
industrial designer Raymond Loewy in the 1930s.*1
These charts showed how he wanted to trace the
evolution of certain kinds of technological devices,
in one case the automobile, and in another case the
telephone. Writing from the perspective of 1934, he
looked at the idea of streamlining as a fashionable
design topic and showed how streamlining was
leading to new models that were more and more
radical, basically without an end. So at the historical
stage when he was writing, these were kind of like
*1 Raymond Loewy: design charts for the automobile and the
prototypical models and partly imaginary models
telephone. Streamlining in the service of the idea of progress (1934)
leading far to the future.
I think that we could look at similar kinds of things when we think about, for example, the evolution
of the mobile phone, which of course has led many people to think about its possibility as the ultimate
manifestation of progress that would continue as an infinite series to the future. I think that there is a belief
that almost any engineer or corporate CEO would probably say, well, yes, this is definitely the case.
But for media archeologists like myself, I think that there is a different answer.
―

What Is Media Archeology?

Before we look at some examples, let me first say just a few words about media archeology and bring it
together with the idea mentioned above into a kind of a critique of the idea of progress. Media archeology is
not yet an established field in universities around the world, but there are courses even in Japan, I believe.
There is not a single standard of concepts yet. There are several media archaeologies, and three versions are
Siegfried Zielinskiʼs Anarcheology, Friedrich Kittler's and Wolfgang Ernstʼs so-called Techno-materialism, and
the Topos archeology, which is the direction that I represent.
However, I would say that there are some features common to all these researchers, namely the aims of
excavating secret, forgotten, neglected, and suppressed histories. So this means that the history that we have
about media culture is not the only one, and maybe it is not even the correct one. So we should not look only
at things from the point of view of the idea of progress, but we should also pay attention to so-called losers and
dead-ends and look also for clues to other kinds of continuities and discontinuities in media culture.
Media archeology wants to dig beyond dominant historical narratives that often seem to be based on sort
of biased and one-dimensional ideas of progress. One of these ideas is the so-called corporate cryptohistory,
which means that companies, for example Microsoft, commission historians to write versions of the corporate
history, and these versions are very selective in content and are almost without exception based on a simplified
idea of progress.
Let me briefly give you one example.*2 The Kodak Company which played an important role in the
introduction of snapshot photography wanted
history to be seen as happy faces and everybody
being able to use the easy-to-use camera. But if we
look at it from a media archeological point of view,
in the early period of snapshot photography, we find
that there was a lot of discontent and anger because
people felt that their privacy was being threatened.*3
I think that this issue may have something
to do with a phenomenon very specific to Tokyo.
The subway trains for women only are obviously
related partly to the explosion in new technology,
specifically mobile phone cameras and their impact
on the privacy of women to travel safely. I do not
*2 The history of amateur photography according to Kodak
think that the privacy issue is the only reason but
Corporation
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I do think that it is one reason for this kind of special segregational measure in certain rush hour times on the
subways in Tokyo.
―

Topos in Media Archeology
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Now, even within media archeology there is
not a single idea about the concept of progress. Let
me just mention that Friedrich Kittler presents, I
think, a very strong sort of deterministic version
of media history which I do not necessarily share.
So Kittlerʼs idea, for me, is a kind of a perverted
reading of the classic idea of progress in the sense
that the center point is the technology which
develops towards greater and greater intelligence
and autonomy. But what happens on the side is that
human beings become obsolete, which seems fine
to Kittler. So he was actually happy to see human
beings and their operations replaced by mac hines
and he basically identified this kind of process
happening throughout media history.
My way of looking at these things is different
in the sense that I base much of the idea on the socalled topos and call my approach Topos Archeology.
By the way, my new book published next week by
The MIT Press is called “Illusions in Motion.” I am
not saying that progress does not happen, but I am
saying that media culture develops along lines that
are much less linear and continuous than is normally
suggested. So, media archeology is not just about

*3 What was left out: the anger and frustration caused by amateur
snapshot photography. Oneʼs right to privacy was threated!

*4 Example 1: “The Hand of God” From Henry Peacham: Minerva
Britanna, 1612

inventing, producing, and selling things, but it is also a kind of a shared, changing mental space where ideas
are constantly debated, tested, and recycled. And these days, the meanings are produced in dialogical and
increasingly cross-cultural processes. So media culture is not about just new and novelty; it is at the same time
about recycling elements that have appeared many times before and that are given new meanings as the media
culture progresses.
These are some of the points about my version of media archeology. Rather than go through these in detail,
I will show you an example. Topos is the central point in my media archeological version. I am interested in
looking for, excavating, and researching those motifs and seeing how they travel across time, and also explain
how they are given different meanings at different points of media history.
This is an approach that is influenced, for example, by the work of Aby Warburg in his famous Mnemosyne
Atlas which tried to look at the way a certain kind of visual motif travels across history and is given a meaning.
But I am not limiting my archeology to only visual material.
Let me just show you briefly the three roles of topoi: first is connections to other cultural traditions; second
is discursive commentaries on media cultural forms, themes, and fantasies; and third is the many elements of
cultural attractions that are exploited by industry and used for ideological and commercial purposes. These are
all clichéd elements that we find throughout historical traditions.
I will show you a couple of examples. This is what I call the topos of the “Hand of God” which is a very
long tradition found, for example, in Christian mythology.*4 It is like a hand interfering from above as a kind
of disembodied hand in reality, for example, giving power to kings or it could be also writing mysterious
prophecies from behind a veil, like in the Bible.
But what is interesting is that we can also see this connected with devices like automata. This is a famous
automaton from 1764 in the Age of Enlightenment, which is the moment that the idea of progress started
developing. Here the mechanical hand is writing a completely different prophecy from that in the Bible. It is
writing mechanically, “In this house may God never put limits on prosperity or time, so human beings should
take care of their own destiny by means of technology.” So, this is actually an example of a topos that became
part of a mechanical machine.
Or we could look at how Le Corbusier wanted
his ideas for ideal cities to be represented in his
book in 1935 about the La Ville Radieuse.*5 So,
the hand of Le Corbusier seen in this picture is not
a coincidence at all. It is actually meant to be the
hand of God, transformed into the god of the master
architect in this particular case.
Or we could look at product packaging like
this example for a vacuum cleaner designed by
Karim Rashid.*6 The vacuum cleaner packaging
here is actually taken directly from the topos of
*5 Le Corbusierʼs hand over a model of his ideal city, La ville radieuse,
the Hand of God. The hand is holding a vacuum
as published in his book in 1935
cleaner that is sucking the dirt. But what is funny
is that the name of the vacuum cleaner is Dirt
Devil, which is obviously kind of post-modern play
with the relationship between God and the devil.
I will show you very briefly another example,
which is the idea of media manias that we talk
about so much in contemporary media culture. One
of the earliest media manias was actually inspired
by this device, which is of course the kaleidoscope
invented by Sir David Brewster in 1817. Very soon
after that device was introduced, we start seeing a
lot of topos material about how people went crazy
for it. They used kaleidoscopes in public spaces
*6 Packaging design for Karim Rashidʼs ʻKONEʼ vacuum cleaner,
and homes and crazy things started happening.
manufactured by the Dirt Devil company, USA
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For example, you got so involved in the kaleidoscope that you didnʼt notice that somebody is kissing your
wife behind your back like in this picture.*7 This situation suggests that you became so engrossed in the
kaleidoscope that you were losing control of reality and becoming a kind of an otaku. The same ideas occurred
relating to photography and stereoscopy and many other media contexts as well.
Interestingly, when we jump all the way to the present, we naturally have another mania which is the
mania caused by smart phones. In this wonderful campaign by Microsoft Windows to promote Microsoft
Windows on Phone 6, we actually see that mania in operation in a highly paradoxical way. What is paradoxical
here, of course, is obviously that a new kind of phone offered as a remedy to this maniac problem itself causes
similar problems that kaleidoscopes and stereoscopes and photography caused more than 100 years ago. We
see that this discussion about the mobile phone and its problems is not at all anything new but rather is a
repetition of a topos in culture.
―

Image Macros Memes
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Iʼd like to use the few minutes I have left by showing an Internet example and then I will conclude.
My research is influenced by Giambattista Vicoʼs ideas about ricorsi which is an idea that is kind of an
alternative to the classical idea of progress in the sense that it said that things are progressing not in a linear
manner but in a kind of cycle or ascending spiral. I think that that is how some topos traditions also seem
to be behaving.
An issue that I find really interesting is the way that things called “Image Macros Memes” are developing

now in the social media world. This is what my
undergraduate students teach me, especially at
UCLA. I will show you just one example in these
remaining minutes.
Now everybody is familiar with this picture.
This, of course, is Michelangeloʼs work, The Creation
of Adam, in the Sistine Chapel in the Vatican.*8 This
is something that has become a topos in many ways
including in the logo for Nokia Company mobile
phones and as funny parody cults like the Church
of Flying Spaghetti Monster on the internet. Today
I do not have time to comment on those. And it is
*7 ʻKaleidoscomaniaʼ in Paris, c.1818-19
also expressed in the so-called LOLcats phenomenon
as you can see here.*9 Actually, I am wondering if
the topos tradition can help us understand explosive
growth of this kind of Image Macro Memes on the
Internet. So LOLcats basically means “laugh out loud
cat” and it is a way of quickly spreading images that
are combined with funny texts, supposedly spoken
by the cat itself.
That system has now also made it to the cover
of WIRED Magazine and there are even funny efforts
to tell the history of that LOLcats phenomenon in
social media on the Internet. For example, you see
here it starting in 2004-2005 and developing a
*8 Michelangelo “The Creation of Adam”, the Sistine Chapel, Vatican
history in less than 10 years.
But what is really interesting to me as I
reach the end of my presentation, is that when
we look at phenomena like Image Macro Memes,
we can list some features, including that they are
very widespread user-created typical images with
captions in a certain font called the “impact font.”
They are simple, easy to grasp, often unconcerned
about real world issues, and they are a kind of
departure from commercial culture. But we see
that commercial culture and even politicians in the
United States are already beginning to use them as
*9 LOLcat “image macro meme”
a way of reaching people.
Now what I think is interesting is that when we
go back far beyond the internet phenomenon, looking at images like these for example, we find out that the
idea of the LOLcats is actually a topos that has been recycled in different media context before. It is the idea of
the laughing cat that has been given some kind of human attributes and things like that. So possibly, media
archeology is a way of making sense from that idea.
We can say that the Internet is of course a hybrid topos distributor and I think it is also a topos generator,
so that means it creates new topoi. I think that we do not yet have effective tools for explaining the enormous
amount of activity that is happening in social media networks in terms of this kind of creation. But I think
that media archeology, if we understand it as a kind of topos archeology, can offer us new tools to kind of link
it with these historical traditions which I tried to show you in those other contexts. So things are very hard
to grasp and understand in the contemporary media context because of the hybrid nature and rapidity of the
change in these things.
Today in my presentation I wanted to give you a media archeological perspective into critiquing culture
and linking different cultural moments and times by the concept of topos. Thank you very much.
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1. The Death of Critique
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Critique is a dying art. The contextual poverty characterizing the discourse of current critique is almost
enough to compel us to shield our eyes in embarrassment. That is a perception shared by participants at this
convention.
Why is critique on the verge of extinction? What is the underlying cause? The eventual outcome, of
course, is clear enough. We have a fairly good idea of the state of affairs that will likely emerge once the art
of critique has finally been exterminated. It will be a victory for market economics. The French political
philosopher Jean-Pierre Dupuy argues that the traditional problems of theodicy -- namely, of questions
pertaining to the existence of good and evil in this world, questions that were traditionally within the purview
of religion -- have had their solutions entrusted to the marketplace. The same argument may be made for
critique in the fine arts and literary arts.
Still, what was it exactly that drove the art of critique toward its death? Letʼs think about this for a
moment. I will state my own conclusion first. As paradoxical as it may seem, the death knell was sounded by
none other than a glut of criticism. To rephrase in somewhat more discreet terms, it was the excessively critical
attitudes or atmosphere that realistically spelled doom for the art of critique.
To explain this, I will discuss the social phenomenon captured by the term, “Otaku.” This convention has
bundled manga, anime, video games, and related genres together under the strange label, “media arts.” From an
artistic perspective, this lumping of manga, anime, video games, and so forth all together is something that has
no justification. However, when placed within a general social context, these art forms seem to share a certain

resemblance or point in common. Well, what is it? In particular, the genres of manga, anime, and video games
all have followings of devotees that are referred to collectively with the slang label, “Otaku.”
―

2. What are Otaku?

Well then, what do we mean by Otaku? When did this slang first appear? It is clear that the term Otaku
was coined as a new addition to the Japanese slang lexicon in 1983. One implication to be drawn is that the
motivating factor for this slang, that is, Otaku as a social phenomenon, manifested itself somewhat prior.
The term Otaku debuted as an expression among members of Japanʼs youth culture around 1980.
Initially, it referred to only a small fraction of Japanese youth but the share of young Otaku climbed with each
succeeding generation. By the start of the 21st century, Otaku were considered by most young people to be
an utterly ordinary segment of their population. The first-generation Otaku are no longer even young kids
anymore, but middle-aged adults. The Otaku culture itself has even spread beyond Japanʼs borders into other
countries. Anime and manga Otaku are now a conspicuous segment in most advanced capitalist economies and
other countries with a mature consumer culture.
Okay, I will ask again. What are Otaku? What is the definition of Otaku? We generally use this term
as a label for those individuals that frequently immerse themselves in the more extreme or fringe spheres of
manga, anime, and other, distinct genres. However, with a definition that ambiguous, we still cannot clearly
differentiate Otaku from the more traditional hobbyist crowd. To begin with, what is the difference between
Otaku and experts or specialists of some kind? For example, could we call an authority on Greek philosophy a
Greek philosophy Otaku?
Otaku are not categorically synonymous with specialists. So, whatʼs the difference? In my view, the
quintessential feature defining Otaku as such exists in the form of an extreme imbalance between the
significance and density of information they possess. Normally, one would expect these two qualities to have
some sort of directly proportional relationship. That is, the accumulation and increased density of information
on a given subject is a matter of the degree of significance that subject is deemed to have. However, for Otaku,
this balance between significance and information density has fallen apart. Individuals that seem to accumulate
only pointless information or show an unusually strong affinity for information that has little or no identifiable
significance or value constitute the group we identify as “Otaku” that lust for and collect such information.
Criterion for Otaku: Degree of significance < density of information
Incidentally, how does information differ from significance or meaning? Information has to do with inherent
differences within a given field. By contrast, significance has to do with how those things are valued within a
broader, external context. A simpler explanation would be that whereas information is oriented inward, toward
an internal context, the orientation of significance is outward.
Let me present a visual image of this Otaku phenomenon. The architect Morikawa Kaichiro has argued
that Otaku are symbolized by their private rooms. A closed space without windows or any other openings is the
classic example of an Otaku room.
However, this condition of being “without windows” applies with one important reservation. To be sure,
the typical private room of the typical Otaku will have no real windows. However, this type of room will have
a virtual window that opens into cyberspace. That is because it is certain to be equipped with an Internetconnected personal computer, smartphone, or other mobiles. It is as if the lack of a real window has been
counterbalanced by this virtual window out onto the cyber world.
―

3. The Shortcut between the Universal and the Particular

The next question I should ask is this. What is the driving force behind the passion of the Otaku? Why is it
that Otaku yearn to gather reams of information on matters of such trivial significance and give them their
full attention?
Whatever the case may be, to get to the essence of the matter, it is probably a good idea to trace it back to
its origins and examine it in its most primitive form. If we trace Otaku genealogy back to its roots, we will be
able to identify two classes of mania that warrant recognition as the “Otaku before Otaku” or “primordial Otaku”
classification. Looking back from where we stand today,［only］two hobbies from the distant past—long before
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the word “Otaku” had even been invented—realistically fulfill the preconditions for “Otaku” status. They are the
railway mania and stamp collecting.
Railway buffs and stamp collectors can be given credit as the primordial ancestors of Otaku. Why were
railways and postage stamps ever that fascinating? The reasons will provide a clue that helps explain the
impulses motivating Otaku behavior.
How did railways and trains become such a source of fascination for so many people? My guess is that
during the early years of Japan ʼs modernization era, rail was essentially the only mode of transportation
capable of liberating people from the communities where they grew up. Modernization in Japan created a
society that awakened ordinary people outside the circles of political and economic power to the realization
they belonged to a broader social space independent of their direct face-to-face relations, that is, as members
of a larger civil society, a larger nation. However, perceiving this social space demanded that they have a
tangible, material medium of some kind. Railways were precisely that medium. This medium enabled people
to fathom the capital city, distant reaches of the nation, and the wider world that lay open to them wherever
the railways extended their networks. Indeed, it was this perception that evoked the romantic fantasies then
associated with rail transport.
Now, from this, I want to build up a hypothesis. My thesis is that the railway fad was a functional
mapping of the broader social space, that is, of the universal world, onto the network of railroads. Of course,
the railroads themselves amounted to nothing more than a tiny fragment of the real world. However, the
sense of joy that Otaku gained from this fragmentary element still allowed them to perceive of or envision the
universal world in its entirety.
This same view applies to the collectors of postage stamps. Prior to the invention or advent of telephones,
televisions, or other electric or electronic media, the postal network paralleled or even surpassed the railways as
a medium through which people could experience a connection to the broader, universal world. Foreign stamps
were popular not only because they sported unusual or unfamiliar designs. They were also popular because they
evoked imagery of a broader social space that stretched to remote corners of the world.
The hypothesis I want to propose here is the diametric opposite of conventional wisdom. Otaku are
frequently disparaged for narrowly focusing their interests only on particular things: for example, manga or
anime and in some cases, even only very specific genres. However, is it not that they are projecting an image
of complete universality through this focus on those genres? Universality is the true object of their de sire. To
the extent that the universal appears in the form of its opposite (i.e., the particular), it becomes an object of Otaku
desire. Is this not the source of the Otaku mystique? What we have here is a shortcut between the universal
and the particular.
To my mind, the greatest mystery of the Otaku phenomenon is this paradox of yearning for total
universality through an inversion of singularities or the particular. However, Otaku are well aware that the
objects of their scrutiny are things with an exceptionally narrow focus or context. Not only are they aware, but
they strongly affirm that these things be limited or special in nature. On the other hand, despite this, for Otaku
the universal world is something that is to be broken down and re-articulated through these singularities.
The reason Otaku prefer rooms with no windows can be better understood in this context. The rooms
in which they enclose themselves are a metaphor for the subject matter of their attention: railways, postage
stamps, anime, and so forth. By my thesis, this would be a compressed form of the universal world. By
definition, that world must be a complete domain unto itself with no outer space (because accepting the existence
of such external space would negate the definition of this world as a comprehensive domain). This world is arguably better
articulated within an enclosed room that has no windows or any other features that would actively imply the
existence of an outside world.
This Otaku paradox (the inversion of universality into the particular) ties in with one other paradox, in this case
involving Otaku attitudes. It is precisely this other paradox that effectively explains the death of critique within
the Otaku sphere.
―

4. Ironical Devotion
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Otaku are relativists that maintain a cool distance with all possible worlds including the worlds of reality
and fiction. This relativism is a product of the extreme universalism that Otaku seek. The norms and values
regulating each of these special worlds are relativized within the total, universal space of the Otaku. I refer to

this form of relativism as “ironism.”
Herein we have another paradox. Time constraints today prevent me from going into much detail on
the realities of the Otaku phenomenon, so, instead, I will try to describe this paradox using one episode as a
metaphor. The parable that serves as our metaphor can be analogized with a passage from a renowned paper by
the French psychoanalyst, Dominique-Octave Mannoni: “Je sais bien, mais quand méme…,” which translates as “I
know, but nevertheless….”
Mannoni sought to analyze a certain episode involving Casanova, the famed womanizer. In this particular
episode, Casanova, as usual, was trying to seduce a young country girl. As his modus to deceive the young lass,
Casanova pretended to be a renowned magician. Posing as such, he drew a “magic circle” on the ground and
began uttering a nonsensical incantation. However, at that instant, something unexpected happened. A storm
suddenly blew in with flashes of lightning and roaring thunder. The one more surprised by this was Casanova
himself, not the girl. He knew, of course, that the appearance of the storm was nothing more than an accidental
coincidence. However, his actions belied this knowledge (awareness) and demonstrated that his beliefs lay
elsewhere. Casanova panicked and almost reflexively leaped into the fake “magic circle” he had just drawn on
the ground. As this action revealed, Casanova believed that the lightning was a symbol of the wrath of God for
his blasphemous behavior. He later explained that he had been overcome by fear and had the notion he would
not be struck by lightning as long as he stayed within the “magic circle” and that had it not been for this false
show of faith, he would not have been able to remain in that spot for even an instant.
The point I want to make here is that Casanovaʼs behavior in this episode is a metaphorical expression of
Otaku nature. The attitude implied by the title of the Mannoni paper, that is, the attitude defined by the act
of twisting conscious knowledge and active and unconscious faith, is something I refer to as ironical devotion
or ironical commitment. Although this “ironical devotion” is almost identical to the “cynical reason” cited by
Peter Sloterdijk, I prefer to use the phrase “ironical devotion” in a vein of strong criticism for the American
philosopher Richard Rorty.
The attitudes shown by Otaku toward anime and other fictional worlds may be described as fitting
examples of ironical devotion. Although they are fully aware that these things are nothing more than pure
fantasy, they still behave as if they are dealing with expressions of unshakable “reality.” It is this distortion
between awareness and behavior that the common criticism that Otaku have mistaken fiction for reality
overlooks. It is pointless to try to inform Otaku that this or that anime is nothing more than a work of fiction.
They already know that all too well. It is comparable to trying to persuade Casanova that his “magic circle” was
bogus. Casanova already knew that better than anyone else.
That being the case, why then do Otaku through their behavior demonstrate a faith that seems at odds
with their conscious awareness of reality? The earlier-cited Casanova episode is useful to an understanding of
precisely this question. The key to that understanding is the point that Casanova—not the girl—was startled
and frightened by the lightning despite his awareness that it was just a natural phenomenon. Why was the
girl not that startled, then? The reason is that as a simple country girl, she naively believed in God as well
as the magician—without any ironical devotion—and clearly understood what the lightning was and what it
implied. In other words, from her perspective, the lightning was a supernatural event that had been invoked by
Casanovaʼs magical powers.
By contrast, as someone who himself did not entertain any naïve beliefs in God (and who casually engaged in
blasphemous acts), Casanova was unable to attach such meaning to the lightning. In fact, the reason he panicked
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was precisely because, from his perspective, the completely coincidental flash of lightning had no meaning at
all. This was purely the real without meaning. To avoid being struck, Casanova accepted the very lie he had
created, and committed himself to it. In other words, he swallowed his own lie as if it were a given truth.
Casanova leaped into the fake “magic circle,” believing the lightning to be a sign of the wrath of God (for his
own impiety). Interpreting something as “the wrath of God” provided far more peace of mind than did the act of
interpreting it as an unexplainable coincidence with no inherent meaning.
In the Casanova farce, one point that must not escape our attention here is the fact that the lightning had
an overlapping function. On the one hand, it was a purely coincidental, fragmented event (of reality) without
meaning. On the other, when the startled Casanova leaped into his “magic circle,” it was already an act
symbolizing the wrath of God. Letʼs focus on the second interpretation and the view that a God once forsaken
returns with a vengeance. When he was plotting to seduce the country girl, Casanova initially appeared to be
an impious person who had essentially rejected all notions of a belief in God. However, this situation became
the causal factor that conversely placed Casanova under the spell of God.
Casanovaʼs “magic circle” reminds us of the window-less room of the Otaku. However, the act of relativizing
assorted norms and values with a sense of irony amounts to a rejection of the transcendent Other, and of all
Gods. I refer to the transcendent Other generating social norms as “the Third.” On the other hand, pious
actions provide a means of recalling this once-rejected, transcendent Other or “the Third” and returning it to its
proper position of significance or authority. Casanovaʼs leap into the “magic circle” counted as an action aimed
at recalling God. In the same way, the devotion that Otaku display toward their various forms of subject matter
resembles religion. No matter how secularized and disillusioned their perspectives, Otaku still express a form of
religious faith through the actions of their ironical devotion.
Earlier, I intimated that Otaku invert the universal into the particular. The other paradox that I explained
here comprises a rapid conversion from ironical distancing to absolute devotion.
―

5. The Impossibility of Critique
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Ironically distancing oneself or the subject matter with which one is involved and reflecting on it is the
mark of a critical attitude. To be sure, critical commentary within the Otaku community has been in
annoying abundance.
That is not to say, however, that this critical commentary has by any measure matured to the point of
having honest, constructive substance. Why is that? The art of critique mediates the transition of singular
works of art in singular domains to the level of universality. Finding universal meaning in singular works of art
is the process that gives structure to the art of critique. Accordingly, constructive critique entails the operation
of relocating the singular or particular within the universal domain.
However, Otaku are not capable of performing that operation. The reason is that they perceive the
particular subject matter of their devotion to already possess a universal nature. For them, there is no gap
or differential that would make the transitional operation from singularity to universality a possibility. This
explains why Otaku are incapable of critically interpreting the various subjects of their interest, be they
railroads, anime, or video games. That is the reason why the art of critique is dying out.
Be that as it may, the absence of critique is unfortunate. For whom? Of course, for Otaku and the media
arts. In closing, let me use another analogy to better portray the significance of this unfortunate state of affairs.
Primo Levi, the chemist and writer that survived Auschwitz, has written about a nightmare that he repeatedly
experienced while in the concentration camp. In that dream, the war has already ended and he is living again
with his family. He turns to his loved ones and begins talking about the hardships of life in the concentration
camp but everyone seems bored. They begin to yawn and leave the room, one by one. Eventually, he realizes he
is the only one left in the room.
The meaning of this dream is that nothing is more frightening than the realization that you are all
alone, that there are no Others to listen to you, that there is no—to use my expression—“the Third.” Consider
thinking of this “Other” as a metaphor for “critique.” Comparing the media arts with the Holocaust might be
deemed somewhat inappropriate. However, it is not rare for a traumatic experience to be at the root of artistic
expression. In this respect, lacking critique, the media arts seem analogous to Levi in his dream, with no one
left to listen. And like Levi, members of the Otaku community have been left alone in their private rooms,
estranged from their loved ones.
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starting with Professor Yoshida, Iʼd like to ask

Media as Second Nature

your impressions, please.

―

Yoshida

Yoshimura

We have heard very intense keynote

Now, the presentations by Dr.

Huhtamo and Mr. Ohsawa were very clear. I do

presentations from two speakers. So therefore,

not think I need to comment. But I would just like

we need to explore certain topics that can

to ask a few questions.

connect the two because I think this will lead in
to the topic of this whole convention.
Having heard these two keynote

First of all I have a question for Professor
Huhtamo. You talked about media archeology
which can be used as a tool to deconstruct

presentations, I would like to go on to discuss

progress, and you also talked about directionality

several issues. My personal interest is this. There

and improvement. In addition, I think there is

was, I believe, a reference to devotion, how

another important progress. You talked about

one devotes oneself, and also how one views

improvement and directionality. This is progress

history. What features are there? In the case of

towards a goal. I think there is also progress to

Professor Huhtamo, he talked about one way to

adapt to the environment; that is a Darwinism

analyze history by topos and media archeology. In

type of progress. I have a question with respect

the case of Dr. Ohsawa, I think his take was that

to the latter.

when confronted with these issues, in particular

Media is both a culture and at the same time

when it comes to Japanese hybrid culture, he

an artifact. However, on the other hand, we have

focused on otaku or otaku-like attitudes. So,

to look at the environment which may look like
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same time, it is also nature and the environment.

how to use the OS of a PC and how you act in

In your media archeology concept, what kind of

games. Without the ironical devotion, you would

meaning does it have?
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First of all, to my way of

In other words, it would be almost like a natural

understanding, media archeology goes against

environment in which we behave and live with

some other people who also will be using this

ironical devotion, which is a basic mentality of

concept. I think that the materiality of media

otaku. So, I wonder if you would elaborate on

culture can never be separated from this

those points.

discursive dimension. I think that, long before

Ohsawa

it becomes a medium, as a social system of

about. Of course, as I said, it is from a cynical

communication that starts some kind of an

reason from Peter Sloterdijk, and the same type

invention or idea or whatever, media is always

of concept. However, I coined this term myself.

embedded in culture. It exists in kind of a

The principle is that I do not think we can live

multilayered sort of environment of culture. So

without ironical devotion. In other words, ironical

in that sense I guess that media culture, like you

devotion in a sense is something naturally seen

say, has been about the evolution of some kind of

everywhere.

Huhtamo

a secondary nature.
I think that that is an issue that leads to

I think when we talk about symbols or when
we think about meaning, more or less there is

this topic, which is the need, or possibility of

a certain kind of devotion involved. But what

critique within media culture, because I do think

I want to say is that when you have a larger

the relationship to media tends to be somehow

consciousness of irony, you forget that you are

automated. So, this is an idea we can probably

devoted or immersed in irony. What is important

trace somehow to the Russian formalist critics

is ironical devotion; the devotion side is more

of the 1920s and 30s like Roman Jakobson and

important and powerful. That is what I want to say.

Viktor Shklovsky who introduced a very important

In other words, if you have ironical

concept called ostranenie, which means

awareness, you think falsely that you are able to

something like “making strange.” It is related

escape from that. Then media art, I do not know

to Brechtʼs idea about the alienation effect or

if you would call it that, but the world of games

“Verfremdungseffekt” and things like that.

and so forth, people who are hooked in these

I very often go back to those concepts and I

worlds is because they have ironical awareness.

think that this is something that can be applied or

Therefore, they mistake or misunderstand that

should be applied to media culture at any moment.

they are not devoted in an ironical area.

This ostranenie or idea about “making strange”

Maybe in the Japanese critical world, we

becomes a certain kind of critical function that

say that I intentionally say this and so forth. I am

I think is very important. This means to remind

intentionally doing this. So, it is not that I have no

people of the semiotic nature of engagements

thinking. But there is not much difference between

with the media, to remind people of the

those who are intentionally doing something and

apparatus that makes possible these things and

who are doing it casually or naturally.

tends to kind of disappear from the mind in a way

What is important is that ironical devotion

behind this issue. I think that this leads to the big

is not wrong and you cannot escape from it as

question that we are discussing: in what sense

long as you are human. But if you have ironical

and under what conditions is this kind of critique

awareness, the meta-awareness shall I say, in

still possible within media culture when, as I

other words the objective type of reflection of

showed in my presentation especially the final

yourself, does not liberate yourself and you need

part, how this kind of Image Micro Memes are

to start from there. When we talk about critique,

spreading very quickly on the Internet.

we are not able to overcome issues unless we

Yoshida
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Ironical devotion is what I talked

It is difficult to separate media and

are aware of that. There is excessive critique, but

nature and I think this will relate to the question

the critique quality itself is poor. By having ironical

to Mr. Ohsawa. This is a question related to

awareness, maybe we think that we are liberated

ironical indulgence or devotion. There is a virtual

intellectually. However, the more you are

space and the virtual space is not simply watching

enlightened, the more you become primitive. You

need to have that paradox in mind; otherwise,

or things can go out. I think that this is also an

you cannot interpret it.

interesting link to the discussion of the otaku

―

culture in that sense.

Otaku Culture and Critique
―

This is an example by the advertisers of
appealing to this certain kind of conservative

Thank you very much. It is very

element in the mind of people even though these

interesting. Especially Dr. Huhtamo, when

people are at the same time looking for the most

listening to your presentation you talked about

recent thing. So this is an example of how topos

Satow

topos, maybe cliché types of topos. Looking

is used in new contexts. But I think that every

at all the new technology, there is a recurring

context is different and so the relationship of the

topos that appears and reappears. It is not a

topos must be negotiated also by the critic over

linear situation; it is like a circular or a spiral type

and over again after it has been detected. Maybe

of progress. I think that is topos-based media

this is a little bit of broadening what I tried to say

archeology. But when topos reappears, there

in a short form in that lecture.

is always the new context or the social context

Of course this leads to very interesting

that brings about change or transformation to the

questions, I mean, once we start thinking. So can

topos. So there is a recycling of topos but it has a

a certain kind of tactile issue be a topos? I would

new meaning or a new shape to it.
My question to you is this: when we think
about technology and when we think about
media, or when thinking about the relationship

probably say yes it can, but it is still basically
based on linguistics and textual traditions but it is
located within a certain kind of tactile context.
People have been asking, can topos be a

between media and progress, the new context in

sound as well, and that is another interesting

which it is formed, meme or electronic memes or

issue because if we think about the history of

viral; when it is captured by a different context, it

sound reproduction, it is actually a short history

has a different meaning. What is your idea about

because it goes to the late nineteenth century

this new context of topos?

only. Naturally, as everybody knows, we only

Huhtamo

Basically, what you just said is at the

have descriptions of certain kind of sounds or

heart of my way of thinking about the topos.

maybe notation systems in music and that kind

For me really the important and interesting

of thing, but it is not so easy for certain kinds of

observation is that topos is kind of like an empty

topoi, for example, signals and things like that. If

formula. It is like a signifier in a semiotical way of

these are topoi, how can we reach them and how

thinking. When the topos keeps on appearing in

can we find out about the meanings and links

different contexts, it gains new layers of meaning,

connected with this?

so this is like a semiotic way of like explaining

But I basically do think that this kind of

the appearance and the signification of the topoi.

approach can be applied to various different kinds

I try to say the topoi have different functions in

of sensory registers. I would basically say, yes,

media culture. So it is not just kind of one type

even though I do not think that I have researched

of function but we can find different functions

yet all these possibilities, because I see it as a sort

and so probably even more than I actually have

of field just opening now. This is something that I

been able to think of. But for me one reason

think can be applied by many other people as well.

why this topos seemed to be appearing is sort

Satow

of like a safety measure or safety valve. People

I have been researching collectors of railroad

are confused and people are insecure and unsure

photography in the beginning of twentieth

Mr. Ohsawa talked about railroads.

very often even now when they meet new

century. When thinking about this theme, maybe

technologies and new situations, so they need

I have a different idea from yours but the desire

something which sort of manages to combine

to the whole is related to the collector of the

and link the new with the old. I think that this is

railroad photography. Of course not around the

what happens in this topos very often.

world but within the world of railroads, using the

Probably the most common topos of all,

metonymies such as the camera or models or

although it is difficult to say if such a thing exists,

train schedules, that small specific field can reach

is probably the idea that a screen is like a window

the whole world. That is the type of thinking.

and through the window things can come in

But this is a complex otaku theory and one
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characteristic is that of course we talk about the

what I am saying. So their view of the universe is

railroad otaku and railroad fans. But after 1983,

totally reflected in this attitude, I believe.

there was the emergence of otaku. But can they

Yoshimura

be or are they identical? In other words, the current

you said that there was more emphasis on

fans of railroad, maybe they behave like otaku but

devotion. This is short quiz. There are three

the pioneers in the field had a different behavior.

different manga that have commonality. What do

Ohsawa

Thank you. I think you touched on

you think is common among these three manga?

very important issues. But it is not that these

Manga Abusan, manga Shima Kousaku, and

otaku people are intentionally acting in that

manga Oishinbo. So if you think of the origin of

manner; they are not aware of this issue at all.

otaku and if you think of the degree of devotion,

For example, they have interest in certain aspects

there are two right answers.

of railway. The catalyst that led me to think about

All of these manga had events related to

“
”
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this issue is this: I was reading an autobiography

them that were shown in newspapers and are

by Mr. Takekuma and he was talking about why

linked to reality. In case of Abusan, this is a virtual

he became an otaku. He was enlightened by

person but when he retired from the Hawks and

someone. He was a railway otaku. But he was

Fukuoka Dome, they had a retirement ceremony

interested only in the Sobu Line. A raiway otaku

and all the adults were crying. And after Shima

interested only in the Sobu Railway. Why? That

Kousaku completed he became president and the

was the starting point.

fact that he became president was reported in

But then the point here is this. As this relates

the newspaper. As for Oishinbo, Yamaoka and his

to what Professor Satow mentioned, if you get

father Yuzan Kaibara were able to resolve their

bogged down in the details, then in that detail

conflict. In other words, these are not something

there are positives and negatives. There is also

like otaku but these people are devoted and

the potential for something more than that. So

they are reported in newspapers and they are

what can be referred to as universal is actually

interested in those articles.

doubly projected. For example, I talked about

What is in common among these three is

the Sobu Railway; why is the Sobu railway

that if you could look at the back cover, these

important? For residents of Chiba prefecture,

are second-hand books. They are sold for ¥300.

the Sobu Railway Line is a very important route

Otaku do not throw them away, but these

that connects them to Tokyo. This goes back to

people throw them away. So if you think of

the 1960s. Therefore, no matter if it looks like

these differences, then we have to think about

an ordinary railway, there is a certain element of

how we can interpret those two opinions. The

romanticism. When you think about where that

Media Geijutsu situation represents the Japanese

romanticism comes about, it goes back to what I

degree of devotion and so forth, so I just wanted

mentioned earlier.

to show you these three manga.

There is an excess of self-reflection for otaku

Because the topic has jumped to this, we

people. Their roots support the youth culture,

should look at video games. I would like to have

especially after the Second World War. We have

more specific examples and I would like to ask

the Taiyozoku people and a lot of new terms to

Mr. Yoshida to talk about this.

describe the new generation. The difference

―

between the otaku is that otaku is always a bit

Game as Critical Media

critical in that they have a self-critical perspective

―

and that leads to the ironical devotion. You see,

Yoshida

the otaku people say I am an otaku, which is

Number 1 is the criticism as self-reflection of

why I am this way. But then that actually exhorts

the art. There is a person called Walter Benjamin

full-fledged criticism and otaku have a history of

who wrote a book on the concept of art criticism

maybe 30 years.

and German romanticism. Benjamin said that art

For the otaku, Evangelion was the decisive
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With respect to the ironical devotion,

I am trying to critique video games.

already contains criticism. The artwork already

product. The Second World War and Evangelion

contains the history and the criticism or self-

are just about the same and also AKB48 is as

reflection into the work itself. The self-reflection

important for these otaku people as the birth

of the art is contained. Therefore, the artwork

of Christ. So you see, this is the verification of

itself is criticism. Benjamin has given examples of

Friedrich von Schlegel and aphorism of poets. So

that cannot be solved two dimensionally is solved

they use textual items, so these texts include the

three dimensionally. Super Paper Mario shows

criticism of the previous art. I think this can apply

that Marioʼs world is two-dimensional and this

to other genres.

is incorporated into this work. In other words,

So construction will criticize construction

as you saw on YouTube, this is the irony by the

and music will criticize the past music. So it is

fans. This critical view was incorporated into the

not necessarily textual. So this is the condition

elements of the game. Those issues that cannot

for modern criticism. It does not have to be

be solved in a two dimensional way can be solved

a journalistic textual criticism but the artwork

in a three dimensional way. If you look at the

itself has become a criticism. So, that is the

change that has taken place over these 22 years,

first key point.

then this change is closely related to criticism, a

The second point regards Super Mario
Brothers after 20 years. This is the first Super

self-reflection of the arts.
Marshall McLuhan is a thinker and what he

Mario Brothers. This is the work in 1985 and

says is now easy for us to understand. He wrote

you can keep on playing this on and on and we

in his understanding of the media that old media

did exactly that. While we played, we began to

is incorporated into new media and it becomes

criticize what the games are. This has been done

the content of the new media. In other words,

on a global scale.

the old media will become the content of the

Next is YouTube. This is Super Mario Brothers

new media. This is easy to understand. I thought

in the first person. It should be actually like this.

that this is rather boring. But if you think about

Super Mario Brothers is irrational. It is a wide area

the example of Super Mario, I think we can

but it always develops in a two-dimensional way.

have a look at this from a different perspective.

However, the enemy looks really real. So the first

What it means is that, as you can tell from the

work of Super Mario Brothers was criticized by

Super Mario example, technical conditions and

the fans or the players. Their views are involved

restrictions or limits could become an element

in this YouTube video.

that give you a choice. So, this is the most basic

The third is a Super Paper Mario. This is
by Nintendo and was released in 2007. The

restriction and this can be maneuvered in the
next level of games. This is just my hypothesis.

YouTube video came in 2007, so around the same

I think you can look at game history in this way.

time, Nintendo came up with the most recent

So McLuhan is talking about the old media has

Super Paper Mario officially. This is going to be

become a content of the new media and the

processed as a two-dimensional area. The area

media will continue to progress. I think what
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he says can become very convincing from that

much. The next one, this is from Northeast Brazil.

perspective. This may lead to media archeology.

This is Retratos Pintados, painted pictures.*3 So

I will be concluding very soon but game is a

there is a range of similar type of works. This is

culture and art. Well, that is not what I want to

the hybridity. There is a non-European technology

say. But apart from that, currently video games

plus the European technology vernacular type of

have a critical function. It has a very sensitive

change that occurs in the art.

critical standpoint toward media and games. The

And these pictures on the one hand are

players have those skills and they accept new

related to art history, it is toward the end and

games. I think this may be a bit different from the

also it is put in the margins over the photographic

otaku approach but this is the way I understand

history as well. What did the release and

games and media.

liberation of hybridity mean, and what did it bring

Yoshimura

Thank you. The issue pertaining

about? Critique in that sense is very important.

to progress and also video games that are
very interactive is physicality and also media
archeological analysis. I think various possibilities

“
”
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have been raised. Well, then if I could go on to
the next topic of our discussion, hopefully this
will lead into the general discussion later on. So
may I invite Professor Satow to speak?
―

How Is Hybridity Considered?
―
Satow

Well, listening to yesterday and todayʼ

s discussion, we are talking and focusing on
critique. And another aspect, as you see in the
title, that we want to talk about is hybridity, hybrid
culture. We have not been talking about this so

*1 Oil Painted Photography
YOKOYAMA Matsusabur （1838-84）

much; therefore I would like to briefly touch upon
this topic from my perspective.
This is about oil painted photography.*1
This was made during the nineteenth century
by Yokoyama Matsusabur . He developed this
technology. This is photography printed on glass
and from the back there is oil painting color
attached to it. When photography came to Japan,
there was a hybrid synthesis over art, applying oil
paint on the glass photograph. This was the first
Daguerreotype type here but this is in a wooden
box. In the box, this is a self-portrait. So in this

*2 Indian Colored Photographs

way the hybrid type of works were produced
from the past in various ways.
Of course that itself is an example of
hybridity. In terms of semiotics, there is the
identity and also the hybridity in terms of the
track of light. And also of course mobile phones
not only looking at the visual aspect but the tactile
senses, the physical senses, the linkage with
those senses; but this is not unique to Japan.
For example this is from the nineteenth
century as well from India.*2 This is a photograph
that is colored but you do not see any traces of
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photographs anymore, it has been colored so

*3 Painted Pictures（Retratos Pintados）in Northeastern Brazil

I think this is something that also is one part of

Therefore, if you are using Chinese characters,

self-reflection as well.

you actually are being told consistently that you

What about the hybridity of the Japanese
language? We use a combination of Chinese

are using a foreign language.
Well, let me put it this way. We are retaining

characters and the Japanese phonetics in

a certain sense of origin. We are not totally

language in Japan. And in the modern area,

integrated with something. However, the impact

European languages were introduced into to

of importing something from abroad is not

Japanese linguistics.

retained. So therefore we are halfway between

This writing by K tar Takamura is a very

having totally absorbed one culture and having

famous avant-garde expressionist type of

not totally absorbed the other culture. So hybrid

manifest. It is written in Japanese but you are

does not mean everything is fine. There is

able to see the different colors and different

actually a perverse nature in that. We are actually

language. There is the Chinese character

creating a hybrid because we are not actually

comingled with Japanese phonetics. On top

having a total hybrid.

of that there are the European languages in a

If I could offer a word to what Professor

random way. Most of the language used in this

Yoshida mentioned about Super Mario, which

book is German but there is also sporadic use of

was very interesting. Why do I talk about a very

French as well as English in one text. When I first

primitive example of railway otaku? You see, this

read this, I thought this is quite unnatural but I

is a given in the world of games. For example,

think it is quite acceptable nowadays.

why was Super Mario Brothers so successful?

But in terms of pre-modern, there is the

Why are games so successful? First, it is because

mixture of the Japanese drawings with Chinese

you get a sense that it represents one particular

drawings, the Kano School of Art, European

universe. You want to know more about the world

and Western painting. Japanese paintings are

of Super Mario Brothers, so there is a universe

distinguished in the school of arts, for example,

at work here. Actually, it was not just about one

as Western painting versus Japanese painting.

game, right? However, you get the sense that

But looking at the hybridity in the current art

you can actually benefit or enjoy something that

world and the hybridity that we saw back then,

is universal. So that is given in the game. So, the

what is the difference? We need to reflect on

most primitive example was the railway.

that: are pre-modern and post-modern exactly the

The same thing is taking place in the case of

same, or are we specifying just Japanese culture?

Super Mario Brothers. You want to know more.

Without going into the minute interpretations,

At the end of the day, you want to know how the

how we do interpret the hybridity issue and

world looked from Mario Brothers themselves.

trends? That is an important perspective.

Unless you go to that extent, you really cannot

I think we tend to forget the origins of things.

experience it. So therefore, within this sense that

The word Media Art is now called megei, for

you actually own the world, but it is actually a

example, and people are using abbreviations

virtual world. However, there is a sense that it is

of words and we lose the meaning of hybridity

a bit real. Why? That is because you are actually

because of this. That is one issue.

trying to get into the perspective of someone

Ohsawa

I want to go back to what Professor

Satow mentioned. That was very interesting to

who is inherently rooted in that universe.
―

me! But then I think this is also very important. I

Problem: Not to Be Able to Get to Critique

think that is also a very, delicate matter, forgetting

―

the origin. If you leave the origin halfway, it leads

Huhtamo

to actual forgetfulness. Why is that?

this hybridization and hybrid culture in relation to

In the case of the Japanese language, we

It is really interesting to think about

otaku because I have always thought of otaku

have a mixture of Japanese letters and Chinese

really as the opposite of hybrid in the sense that

letters. If you use Chinese letters and characters,

what otaku is doing for me is a filtering action. So,

there is a sense that we are using something that

it is a filtering action of the enormous variety of

came from abroad. And also in translation, you

things cultural and enormous number of possible

have to translate from non-Japanese characters.

combinations in culture that is filtering it to a

You cannot translate Japanese characters.

certain thing.
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I know Japanese otaku who are very
specialized, just interested in taking photographs

from the cult has a filtering type of effect of

of Roman style churches in France. They donʼt do

cultural information and this is a counter to

anything with them at all, just collect photographs

hybridity. So what you said is true.

shot in a certain way of only Roman style

Yoshimura

churches; not Gothic not Baroque, only Roman

discussion with the issue of critique, putting aside

style churches.

the definition of otaku. An otaku-like attitude,

For me this is, for example, an action that

Hopefully, we could try to connect our

seeking criticism, seeking critique, however,

goes against hybridization because it would

but not getting there I think is what otaku is all

be actually somehow hybridization to include

about. I started out with the example of Abusan

different architectural styles in those portfolios

and Shima Kosaku manga. People who like these

that this person put together. But no, so if he

manga are not looking for a critical attitude. They

saw a beautiful gothic cathedral he would not

are not interested in critique. However, these are

photograph it because it is not part of his passion.

people who are in an environment having contact

I never understood really what the motive is

with manga.

behind that passion. This idea that otaku can
also probably in a different way be about this

Is there a differentiation? Actually, there
is very little differentiation. Professor Yoshioka

hybridization is a sort of new thought for me

talked about how different groups exist, although

because I used to think that that is a kind of

there are few differences between the two. So

obsessive hoarding, like they are collectors who

therefore, maybe that is how we can actually

just need to obsessively collect a lot of stuff

capture the issue pertaining to otaku-like people.

but they do not do anything with it. But I never

Also the people who come to the Japan Media

really linked that with otaku. I thought that otaku

Arts Festival have by and large some elements of

is really collecting but then filtering that thing

being otaku-like. People who are like the Abusan

according to principles in the mind.

manga are not going to come to this festival.

Ohsawa
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more important for them. This type of attitude

That was a very important point you

They are not interested in such a Japan Media

raised. As you say, the otaku phenomenon is

Arts Festival, so there is a disconnect. But there

in a sense a reversal of hybrid. It is filtering. Of

are people who want to critique but are unable to

course, looking at it from various angles, otaku

get there; what can we do about these types of

can be said to be inclusive of hybridity, but a

people? Well, neither media archeology nor the

certain aspect of otaku is devotion to a specific

otaku-like attitude that we discussed in todayʼs

issue or specific topic that is overwhelmingly

panel discussion is able to get to the critique.
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―

葉で語ったり書いたりすることがモデルなのか。それとも、先

新しい批評の場はどこにあるのか？

ほど二次元のゲームを三次元にすると非常に面白かったり

―

するという、ゲームの中の登場人物の視点にすると、
それ自
昨日の最初の問題提起から、批評というもの

体が以前のゲームに対する批評性を持つという形で、作

が非常に弱体化している、死滅しているという共通の前提が

品や対象、あるいは人間の行動の中に、非言語的な形で

あって、それは今日の大澤さんのお話を補足して言うなら

批評というものを認めることができるのか、それはどこまで

ば、批評が消えたのではなく、むしろ過剰であると。批評

認められるのかということです。

吉岡
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的なものが過剰である。もう一つの言い方をすると、われ

他にもいろいろ問題はあるのですが、
もう一つ私が大事

われが対象から距離を取って、相対主義的に語るというこ

だと思ったのは、どういう形で批評を行うのであれ、その批

とが、あまりにも一般化してしまったということだと思います。

評はどこで、
つまり批評の場とはどこなのか。昨日、室井

そういう状況を前にして、批評がすべて経済に乗っ取ら

さんの話で、批評が必要だからと言って批評雑誌をつく

れてしまって、批評が死滅するこの状況を肯定していいの

ればいいのか、あるいはインターネッ
トの中で、新しい批評の

か、それとも批評は必要なのかという問いが立てられると

形が生まれるとすれば、そういうサイ
トをつくればいいのか、

思うのですが、これに対しても、われわれも、ここに来てい

ツイッターやフェイスブックやブログといったメディアがあれば、

るほとんどの方々も、死滅することを肯定はできないだろ

それが今までになかったような批評性を持ち得るのかと

うという立場だと思います。

いうと、どうもそういった新しいメディアやアーキテクチャーが

そうすると、次の段階の問いは、その批評はどのような

出てきただけでは不十分であると。むしろ逆にそれは批評

活動としてイメージすればいいのか。批評という限りは、言

性の過剰というか、むしろ批評に死をもたらすような契機も

そこには含まれていると思うのです。

場所をつくり出していくことが、むしろ批評のインフレーショ

セッション3の終わりのところで、私が「あ、そうか」
と思っ

ンを起こしてしまい、批評からどんどん遠いところにわれ

たのは、大澤さんの指摘されたオタク的な心性やオタク

われを連れ出してしまうというのが、先ほどのセッションです

的な文化は、日本のことだけではなく、多かれ少なかれ、

ごくよくわかったと思います。

現代の消費社会や経済の発達した国の文化の中には広

三つ目が、どういう批評の言語が可能なのかということで

く見出せる現象だと思います。この会議がスタートするとき

す。つまり、私たちが求めている批評の言語とは、どのよう

には、そうした何となくオタク的なものは、批評の反対とい

なものであるかということです。これは昨日、松岡正剛さん

うか、批評の敵のような位置付けをどうしてもしてしまったの

がインタビューの中で語ってくれたように、私たちは今、言

ですが、最後の吉村さんのまとめを聞いてみると、実はオ

語の能力を十分に使っていないのではないかと。商品説

タクというものは、非常に批評への志向を持っていて、
しか

明やスーパーの商品表示の言語のように、すごく限られた

も何らかの原因で、その批評にはたどり着けない、普遍性

領域で言語を流通させてしまう力が市場に満ちあふれて

を志向していながら、その普遍性が特殊なものと一致して

いて、いつの間にかわれわれも、限定された言語の使い

しまっているために、本当の批評性、生産的な批評性に

方に閉ざされているのではないか。すごく細分化されて、

たどり着けない、批評のポテンシャルを持っているのはオ

ジャンルごとに分けられてしまった言語の、非常に貧しい言

タクであり、つまりオタクは批評の敵ではなかったというよ

語活動の中に、今われわれは閉じ込められているのでは

うに私は解釈しました。それでも、オタク的、あるいは相対

ないだろうか。松岡さんはそれを、縦・横・斜めに幾つかの

主義的な態度だけでは、批評的なものにたどり着けない

レイヤーを貫くような、本来の日本語、言語が持っているハ

という気持ちをどうしても私たちは持ってしまう。そこには、

イブリッドな力を開いていくことによって、批評の力を取り戻

何かそれを阻む原因、要因があるのだろうということです。

すことができるのではないかということをおっしゃった。そ

そこで最後にフータモさんがおっしゃった、オタクはハイブリ

れも一つのヒントになったと思います。

ダイゼーションの反対であると。オタクはハイブリダイズされ

われわれが今ここで導かなければならない結論は何

ることを、
どこかでフィルターしているという話がありました。

かというと、われわれや今フロアにいる皆さんが、ご自身で

この点は非常に重要なポイントだと思います。

そういう批評の言語をもう一度生み出していくということな

室井

最初に、今回すごく難しいテーマを立てたとき

のではないか。つまり、私たちが何となく失語症的な状態

に、座長の吉岡さんをはじめ、私たちは、批評に関して何

に置かれている中で、批評の言語が持っている可能性を、

か問題があるのだけれども、その問題が何なのか、そして

今の日本の文化の中で開いていく。まだそれほど確信が

どの方向に私たちが向かっていけばいいかが、
そんなによ

持てるわけではありませんが、そういう方向性というか、ヒ

く見えていなかった気がするのです。ヒントになったのは、

ントをいただけたような気がします。

先ほどのセッションでも出た、日本の今の文化のハイブリ

大澤

ディティというか雑種性で、歴史的な文脈も空間的な文脈

のです。批評があっての芸術だと思うのです。その証拠に、

も無視して、いろいろなものが同居しているような、吉岡さ

先ほどのセッションで吉田さんが出された、芸術自体が批

んの基調講演にあったような、訳のわからない片仮名言

評性を持つケースがあるという話がありました。

私は、批評というものは非常に必要だと思う

葉のようなものが普通に受け入れられている。おそらくそ

芸術とは本来、批評を求めているわけです。批評する

ういうものを、日本の後進性として見ることはあまり生産的

人とつくる人が分業する必要はないのです。だから、芸術

ではないので、この状況をむしろクリエイティブな方向に向

そのものが、それを内面化する場合があるわけです。芸

かわせるためには、どうすればいいのだろうか。日本の文

術そのものが他の芸術に対する批評性を持っているとい

化の雑種性、異種混交性をポジティブに捉えたいというこ

うことは、二役だったものを一つの作品の中に内面化して

とが一つです。

いるだけなのです。芸術というものは、批評を求めている

二つ目は、吉岡さんの話にもあったように、批評が不在

と思います。

であるとして、批評にどういう場所があるのだろうかという

ただ、その場合、どうして必要かというと、人間は芸術を

ことです。先ほども言ったように、雑誌や批評サイトを作ろ

つくる、でも人間は自分がやっているつもりのことと、客観

うというようなやり方では、
もはやこの状況は乗り切れない

的にやっていることが必ずしも一致しないのです。だから、

のではないだろうかという問題意識です。これは、先ほど

批評されたことによって初めて、何をしたかがわかる。

の大澤さんのオタクカルチャーの在り方の分析を通してか
なりよく見えてきたような気がするのです。そういう批評の

そうすると、人間の営みの中で、批評の重要な使命は、
それが一体何であるかということを、はっきり概念の中に

107

第 回世界メディア芸術コンベンション 異種混交的文化における
︿批評﹀
の可能性

3

セッション
ディスカッション

4

108

押さえるということなのです。言語というものはやはり特権

ていたけれども、自分は過去の何かを再現していることに

的なのです。芸術で芸術をコメントすると、どうしても同じ曖

気が付くわけです。だから、
「トポス」
という概念は、芸術が

昧さを保存してしまうのです。人間がしたことが何であるか

行っていることの無意識というものを抽出する非常に重要

を、一番明晰に取り出すツールは、実は言語なのです。だ

なアイデアになり得ると思います。

から、批評というものはどちらかというと、言語を主な場所

もう一つ、室井さんが最後のほうでおっしゃっていた、批

として使うわけです。そのため、言語化されるということは

評が重要だとしてそれは一体どこで行われるのかというこ

非常に重要だと思うのです。ただ、言語でなくてはならな

とです。インターネットは、ある意味でもう批評の場になって

いという100％の必然性はないので、芸術によって芸術を

います。不毛なと言っては失礼ですが。ツイッターも、ある意

批評することもあってもいいのではないかということです。

味では8割ぐらいは批評です。みんな批評家になりたくて

フータモさんが今日、メディアアルケオロジー（メディア考古

仕方がなくて、ツイッターやフェイスブックでものすごい量の

学）
の例を一つ出してくださいました。これは非常に刺激

批評がなされている。しかし、それをすればするほど、何

的で、私は、批評の仕方の将来的な可能性の一つとして、

か空転していきます。そうすると、批評の言説というものを、

メディアアルケオロジーというものが一つの作戦、オペレー

どういう場所でつくっていくかということを、少し考えないと

ションとしてあり得るのではないかと思いました。あの中で

いけません。

一番面白かったのは、やはり
「トポス」
という概念です。
「トポ

昨日、吉岡さんは印刷媒体よりブログのほうがいいと

ス」
というものを発見することによって、全く関係がないと

おっしゃっていましたが、私は印刷メディアで書くときに自分

思っていたことが、実は同じことの反復であることがわかっ

の中で持っているある種の緊張感が、批評をするときの

てくるわけです。あるいは、同じと思っていたことが違うも

覚悟にもなっているので、どうしてもオールドメディアにこだ

のであるわけです。あるいは自分は新しいことをしたと思っ

わっているのです。おまえはまだ吉田秀和さん風のやり方

を続けるのかと言われかねないので、本当は新しい批評

考えるかということについてお話しいただけますか。

の場としては不適切なのです。では、
インターネットやブログ

―

が批評の場らしいものになっているかというと、逆のことに

インターネットにあふれる疑似批評

なっている。そうすると、では一体どこでやるのかということ

―

になります。それは、私自身もまだ見えていません。

フータモ

ただ、私は場所によって書くことも違うし、例えば今こう

まず、皆さんの意見が共通しているのは、今の

主題において批評が重要であるということだと思います。

して皆さんの前でしゃべっていると、すごくスリリングなので

ただ、どの場所で、どこでやるのかという問題が確かにあ

す。実はこういうふうにしゃべるのが好きで、それは黙って

ると思います。

いても皆さんの反応が感じられるからです。わかってもらえ

インターネットは確かに物事を変えてきました。私自身、

ていないとか、面白がってくれるとか、つまらないと思われ

それを目の当たりにしてきました。私がフィンランドにいた

ていると感じられる中で、自分がしゃべるということは、すご

頃の話です。全国紙によく寄稿していました。フリーランス

く意味を持ちます。チャンネルをどこかに見つけると、明ら

的な立場で、また批評家として、研究者として、さまざまな

かに話す内容も変わってきます。これほどまでに批評とい

貢献をしていました。例えば電子芸術について書いたこと

うものが求められている中で、何かのチャンネルを与えれ

がありました。しかし、この数年は全くそうしたことをしてい

ば、それが噴出してくる場所が必ず出てくると思うのです。

ません。今であれば、おそらくそうした記事は受け入れら

私も別に印刷媒体に書くことをあきらめてい

れないと思います。新聞におけるスペースがどんどん縮小

るわけではなく、
それ独特の緊張感を持っています。印刷

されているからです。批評に関わるスペースは、新聞紙上

物に書くということは、反応に時間的な遅れがあって、
イン

だけで縮小しているわけではありません。おそらく、質の

ターネットに書くときには非常に速いですよね。書いた瞬間

面でも変化が起きているのだと思います。フィンランドだけ

にレスポンスが来るということになりますが、この時間的な

ではなく、日本でもそうなのかもしれません。新聞は、
もは

遅れや距離というものが、結構重要な点なのではないか

や批評的な役割を求めていないのでしょう。例えば、ある

と思うのです。

視点の提示ではなく、事実のみを求めているという状況に

吉岡

大澤さんの鉄道オタクの例でも、鉄道というものは空間

なっていると思います。それならば、どこで批評するのか。

を縮めるけれども、今の電子ネットワークのようには縮めな

なぜこのような状況になってしまったか、よくわかりません

いわけです。その間に大きな距離が存在します。郵便とい

が、経済的な要因は確かにあると思います。読者をめぐる

うものも、今のコミュニケーションからすると、非常に遅い、

競争、広告資金、広告主をめぐる競争がどんどん激しくなっ

時間的な遅れを伴っています。そういう遅れや距離は、批

ている。だからこそ、新聞における文化論がどんどん損な

評行為には必然的に必要なことなのではないかと今思い

われているのだと思います。あくまでも新聞の話です。た

ました。それが批評の場所がどこかということに関わって

だ、
これは避けることができず、
すでに起きていることです。

くると思うのです。

では、他の場を求めることができるかということを考え

それから、先ほど室井さんが言われた松岡さんのビデ

なければなりません。インターネットにおける批評につい

オでは、佐藤さんも指摘されたような、日本語の持ってい

て、私は学生に話を聞きます。学生は私よりもオンラインの

るハイブリッドな性質が、可能性や希望になるのではない

活動が活発ですから。するとある興味深い側面に気が付

かという話がありました。批評の言語の問題です。

きます。質から量へのシフトが起きているということです。最

この二つの、批評はどこですべきか、どのような言語を

近、ある映画について議論したことがあります。学生たち

もってすべきかということに関して、フータモさんのご意見も

が見たことがある、ないしはこれから見ようと思っている映

聞きたいと思います。先ほどの大澤さんの指摘では、
メディ

画です。劇場に行く前に、
この映画について議論しました。

ア考古学が一つの批評のモデルとして有効なのではない

この映画は、見る価値があるかどうか、面白いかどうか、ど

かというもので、私もそう思います。ただ、メディア考古学と

うすればわかるのかと聞きました。学生たちは、従来型の

いうものは学問であって、誰もができるわけではない。ツ

映画批評の話はしません。この映画は○○のアプリで97

イッターやフェイスブックとは全然違うわけです。また、今回

点を取ったからいいのですと言うわけです。そのアプリは、

は出席者のほとんどが日本人で、日本語話者の人ばかり

おそらくどこかで発表された批評を全部まとめて、確率

で話していて、それが前提になっていますが、日本語のハ

論、すなわち数字で表そうとするアプリらしいのです。個人

イブリディティということから離れて、別の言語の視点から見

的には非常に気になります。これが非常に普及したトレン

たハイブリディティ、批評の言語のハイブリッドな側面をどう

ドとなるかが気掛かりです。
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確かに姿勢は変わっています。批評がどこで起きている
かということが変わっているのみならず、おそらく、定性的な

ないかと思いました。

変化も起きているのではないでしょうか。すなわち、質から

大澤

量へというシフトが、批評の世界で見られると思います。そ

が、ある意味でインターネットが疑似批評の場なのですね。

こで大きな問題が出てきます。このような状況に、どのよう

グーグルの検索で、何が一番上に出てくるかみたいなこと

に対応すべきかということです。私は古い、
オールドファッショ

が、一番批評的に評価されているというような時代になっ

ンな人間です。なので、
深い、
質の高い批評が必要だと思っ

てしまっているのですね。インターネットでさまざまな疑似批

ています。でも、
もしかすると時代遅れなのかもしれません。

評的な言葉の断片が流れていることは確かなのですが、

今、フータモさんの話を聞いていて、本当にそ

それは考えようによっては決して新しいことをしていない。

室井

フータモさんの話を聞いていて思いました

うだと思いました。テクノロジーが第二の自然、第二の環

それをやっている人たちは、何が楽しいかというと、例えば

境と言いますが、そういう擬似的な環境の中で、便利だか

フータモさんも先ほどおっしゃっていたように、かつてはそ

ら、ついその中に住みついてしまうという傾向を私たちは明

れなりの人でなければ新聞になど寄稿できなかったので

らかに持っているのです。では、それをやめればいいかと

す。それなりの学者やそれなりの権威といった人たちが、

いうと、そういうことでもないだろうと思います。やはり、現実

新聞で書くわけです。多くの人は、それが少しうらやまし

の空間と擬似的な環境とをいかにして往還する、行ったり

かったのですね。ところが、
インターネットができると、まる

来たりするかという回路を開くことが大切ではないかとい

で自分が新聞に寄稿するときの態度のように、上から目線

う気がします。

で偉そうにブログに書ける。みんなが小さな権威者のよう

今ここでやっているように、
リアルタイムで話すことは、先
ほど大澤さんも言いましたが、すごくスリリングで、何が起こ

に振る舞うことができることが、
インターネットの喜びになっ
ているわけです。

るか、一瞬先のことがわからないし、
ものすごく楽しいこと

ただ、よく考えてみると、新しいものを導入していないの

なのです。これは批評の場としてあり得ると思うのですが、

です。つまり、かつて印刷メディアでやっていたようなことを、

会議を開いていつも楽しいかというと、そううまくいかないこ

単にネット上ですごく希薄にして反復しているだけで、決し

ともあるので、それも確実ではありません。だから、相互介

て新しい批評の態度をつくり出していません。こんなことで

入し、幾つかの疑似環境と現実という違う空間をつないで

は、
インターネットの時代にふさわしい本当の批評はできて

いくことが大切なのだろうと思うのですが、それは気持ち

いない、そのことのほうが問題なのだと思います。

の問題で済むのか、先ほど大澤さんが言ったチャンネルを
つくり出すことができるのかということも少し気になります。

それから、最後に室井さんがおっしゃっていた他者の問
題なども、すごく重要です。私はこのように皆さんと直接話

もう一点は、大澤さんのオタク論で、最後のところで言っ

していますね。これはスリリングなのです。反論されるかも

た大文字の他者（the Other）の問題があります。昨日のセッ

しれないし、納得していない感じが伝わってきたりするわけ

ションで、私たちの中にもオタク的なものがあるという話を

です。これはまずいという気分になったり、退屈そうだと思

して、松岡さんとのインタビューでも、“ももクロ”好きというよ

われたり、
そういうものが直接出てきます。インターネットだと、

うな話があるでしょう。こういうことを学生に言うと、敷居が

いろいろな他者につながると思うかもしれないけれども、

すごく下がったという感じでうれしそうに、
「先生は誰推しで

その直接感が本当はないわけです。安全なところだけで

すか」
とかすぐに聞きにくるわけです。そのときにいつも思

ものを言っているというようになるでしょう。

うのは、やはりそれはすごく恥ずかしいことなのです。
「先

クリティークをするということは、受け入れられない可能性

生、バカじゃないですか」
と真顔で言われると、逆にほっと

に対して、自分を開くことのほうがポイントなのだと思うので

するところがあるのです。

す。そういう可能性のある中で、一部の人を説得することが

自分が夢中になっているというか、自分がフェティッシュに
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すが、それだと、行き止まりから決して抜けられないのでは

できる、けれども、多くの人がそれを受け入れなかった、そ

なってしまったものに対して、
「バカじゃないですか」
と言って

の緊張感が批評にとって重要なのです。そうでなければ、

くれるのは、やはり他者なのです。その他者は必要だと思

個々の作品が全て孤独なものになってしまうわけです。先

うのです。フータモさんのお話にあったように、オタクには

ほどのリーヴィの例で話したように、
小さな個室に閉じこもっ

フィルターを掛けるというか、シェルターの中に逃げ込むと

て、誰も話を聞いてくれない作品のようなもので、批評が入

いうところがあり、外界と自分との間に疑似現実を入れ込

ると、
それが他人に向かっていく。向かったときに、それは

むことによって、自分を守っているところは確かにある。つ

時には受け入れられない。むしろ9割方受け入れられない

まり、他者を避けているところは明らかにあると思うので

のですよね。そのことが重要だと思うのです。そういう、批

評が他人に開くための窓口をつくっているという感覚が、
す

メディア考古学で、まさに似たようなことができるのでは

ごく希薄になってしまっているのが気になるところです。

ないかと思っています。この次元だけで全てを考える必要

―

はないと思いますが、メディア考古学的な見方、例えばト

テクノロジーと批評の関係

ポスの伝統をもって見ることができれば、
もしかすると、あ

―

る種の批評を再導入する一つのツールになるのではない

吉田

批評の場と、メディアに関する質問です。今日

でしょうか。

フータモさんが示されたメディア考古学の一番の要点は、

吉岡

やはり進歩という観点から物事を見ないということだと思

を書いているわけで、書物という形、学術的な研究という

うのです。われわれは印刷物かウェブかというように、A or

形で、発表はされるけれども、非常に非言語的な世界の

Bという形で、自分がどうしてもどちらかと心中しないといけ

ダイナミックな動きに意識的であり、深く入り込んだ分野と

ないような錯覚にとらわれがちですが、書物とウェブの両

して、批評のモデルとして非常に有効だと思います。

メディア考古学というものは、フータモさんも本

方が共存していることが、今のわれわれの文化だと思うの

今、吉田さんが指摘されたことは、最初にある言語的

で、そこでは、既存のメディアの性格も多少変わりつつある

なものと、ウェブのような非言語的な情報をたくさん含んで

のではないかと思うのですね。

いるようなもの、書物とネットというようなことで言えば、それ

つまり、書物は書物のエッセンスが浮上してくる。対面的

ら二つは今併存しているけれども、必ずしも対等に併存し

コミュニケーションでは対面というエッセンスが浮上してくる。

ているのではない。吉田さんが挙げられたマクルーハン

そういうことがあるのではないかと思うのです。そういう意

に即して、古いメディアが新しいメディアのコンテンツになる

味では、ウェブメディアができたときに、それに全面的に移

ということで言えば、ある意味では、ネットというものは、書

行するのか、印刷物にこだわるのかという二者択一ではな

物や新聞などの印刷媒体をコンテンツとして含んでいるわ

く、それぞれのメディアの特性を生かした使い分けを設計

けですね。

していくことが、メディア考古学の立場からすると、おそらく

私なりにそのことをまとめると、今の段階は、
インターネッ

批評の場をつくる上で重要になるかと思うのですが、いか

ト、あるいは電子的情報環境一般の持っているポテンシャ

がでしょうか。

ルを、われわれは完全に自覚することができず、まだ古

フータモ

メディア考古学というものは、実は批評を再導

いメディアのモデルに従ってそれを使っている。そのように

入するための一つの手段であると考えています。吉岡先生

使っていることを、あまり意識していない段階だと思います。

からこの会議にご招待いただいたのも、たぶんそういった

室井

ことがあるのだと思います。昨日、
すでにお話ししましたが、

の前半までは、そういうことで情報や情報テクノロジーに

私に言わせれば、メディア考古学というものは、知的なツー

非常に関心を持っていたのです。というのは、1995年に

ル、手段であって、これによって、本来ならば把握するのが

Windows95が出てきて、Internet Explorerでウェブを

難しいことを把握できるということだと思います。

見ることが標準となる前には、例えばテッド･ネルソンのザ

そうなのですよ。私も1980年代から90年代

例えば考古学というのは一つの比喩であって、表層より

ナドゥ計画、ダイナブック構想など、コンピュータテクノロジー

もさらに深いところまで発掘しましょうと。要するに、確かに

がさまざまな方向に進化する可能性があった時期があっ

実際にわれわれの目から簡単に逃れてしまう、流れていく

たのです。それが1995年以降、完全にウェブとメールとい

ものを捉えていこうとする取り組みだと思うのです。文化記

う形で、ネットが変わらなくなってきた。そして画面も、デス

号論と同じだと思います。私が若い頃、まだ学部生だった

クトップでフォルダをクリックして開け閉めするというものが

頃、この文化記号論は非常に重要でした。従って、ロラン・

完全にスタンダードになってしまい、それ以外の進化の方

バルトやウンベルト・エーコなどの作品が非常に重要だった

向がそこで止まってしまったということが、個人的にはすご

わけです。彼らは、ほとんどの人が全く関心を向けなかっ

く残念だと思っています。コンピュータテクノロジーが全然

た、批評の対象として見なかったもの、例えば自動車、エッ

違う方向に発展する傾向がかつてはあったのに、今はほ

フェル塔、日用品、衣服などを対象としていました。記号論

とんどなくなっているのは非常にさびしいことです。これか

的なアプローチを取ることで、彼らはただ単にオブジェに関

ら変わっていく可能性があるとすれば、
それに期待したい

心を向けただけでなく、
オブジェの背景にあるイデオロギー

と思います。

まで、掘り下げて考えることができました。それが文化に

佐藤

おける方向性であったわけです。記号論的なアナロジーを

が加速されているということが一方である。ただもう一方

使うことで、さまざまな層をつなげることができるのです。

で言えば、技術決定論ではないけれども、批評自体、こ

テクノロジーによって、今の批評の過剰な状態
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れは歴史などの研究までを含みますが、テクノロジーによっ

まる人がオタクであろうがなかろうが、
マンガに関して何かし

て変わってきたという部分があると思います。例えば美術

ら関心を持っている人たちの場となり、少なくともいろいろ

史の問題で言えば、写真というメディアなしでは成り立たな

な人たちがそこで対話ができることそのものに、
ものすご

い。もちろん、音楽研究における録音、映画研究におけ

く可能性を感じることができ、
そのことで今回救われた気

るビデオ、さらに最近は、平倉圭さんのようにコンピュータ

がしました。

のデスクトップで映画を研究するようなことも出てきて、批

それから、京都国際マンガミュージアムは窓が多いので

評の形自体がテクノロジーというものにより、どんどん変わっ

す。もとは小学校なので、日差しが入るようにつくられてい

てきたということがあると思います。発表の面でも、新しい

ます。前から持っているメディア芸術祭におけるマンガ展

形態が出てくるのではないか、あるいは批評する方法が

示への違和感は、
もしかすると窓の少なさかもしれません。

変わってきたこと自体が、われわれ批評家の首を絞めてい

今日も見てきましたが、あの展示空間において、
サイバー的

るのか。このあたりは、技術決定論にならずに話すことが

な窓はたくさんあるのですが、開放的な窓がないのです。

できないのだろうかと少し考えているわけですけれども。

特にマンガのコーナーにはないのです。京都国際マンガ

吉村
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感想めいたことになりますが、参加させていた

ミュージアムはたまたま地元の方々が寄付してくださってつ

だいた立場からいうと、批評の可能性を探っているこのイ

くった空間なのですが、校庭で寝転んでマンガを読める。

ベントは、少なくとも、僕にとっては明らかに批評性があり

そういうことから、
マンガ読者を知るためのきっかけだった

ました。先ほどの他者の話で、自分が何をしているかがわ

り、
そのことでみんなが寄せるマンガへの期待や裏切りとい

かるために存在し得る、第三者の審級＝他者というものが、

うものを、直に感じ取ることができていたのです。

昨日今日と聞いていて、実感できました。実は僕はものを

批評が持つ力というのは、
そうした非言語的な感覚や気

書くのが大嫌いな研究者なのです。その理由が、単なる

付きを、言語に置き直す作業だと思います。つまり、つくりっ

怠け者に加え、今回の議論で、僕は「直接会いたい人間」

ぱなしで終わるのではなく、
もう一度それを言語に取り戻

であって、この十数年やってきた仕事の大半が、そのため

すということが今必要なのだということがよくわかり、そうし

の場づくりだったことがわかりました。

た言語を紡ぎたいという気持ちがとても湧きました。そうい

たぶん、
その最たるものが京都国際マンガミュージアムで

う意味では、批評のチャンネルは、むしろ既存のメディアに

す。あれ自体が批評だということに気が付きました。つまり、

合わせるだけではなく、自分でつくれるのではないかとい

マンガミュージアムという場をつくり、
マンガに関するある程

う気がします。それは、別に電子メディアだけではなく、先

度の歴史を展望できるような資料を取りそろえ、そこに集

ほどのマンガミュージアムならミュージアムという場をつくるこ

とそのものが、既存のミュージアムを批評するような力を持

育の現場で、ああいう批評という実践を育まれると思いま

ち得るかもしれません。

すが、
それに関しては、
どういうお考えか伺いたく思います。

―

フータモ

批評の精神を培う教育とは

げます。私の学生の中には、民族的にも文化的にも、全く

―

異なる多種多様な学生がいます。そうなりますと、批評に

吉岡

このあたりで会場の方からも質問やご意見を

出していただきたいと思います。
フロア1

私は現在、日本国際交流基金の日本研究

私がよくUCLAの学生たちに言うことを申し上

関する関心、
そして能力ももちろん違うわけです。確かに自
動的に批評ができるわけではない。
ジャン＝リュック・ゴダールというフランスのラジカルな映画

フェローシップで日本に参りましたキム・ジュニアンと申します。

監督の映画をよく見ます。このゴダールは、従来の教室に

私は去年ICOMAGに参加させていただきました。とても

おけるコミュニケーションは、実は全くコミュニケーションに

興味深いお話をありがとうございました。今、批評という

なっていなかったと言います。生徒たちは結局、すでに答え

キーワードでお話を伺いながら、大学のレベルでも活発な

がわかっている質問に対して、答えさせられるのだと。ゴ

実験が行われていることを知りました。

ダールは、本来なら誰も答えがわからない質問を投げ掛け

批評を実践と考えてもいいということでしたら、私も大学

るべきなのに、と言ったことがあります。そうすれば学生の

のレベルで学生に接する機会があります。韓国でも日本で

リアクションももっと自由になります。ゴダールが目指していた

も講義・授業の現場で接すると、学生から発言がほとんど

のは、ユートピア的なモデルかもしれません。でも、
このユー

ない。自分の考えを発言することを控えるということがよく

トピア的な風景を、おそらくほとんどの教育機関では見ら

見られます。

れないでしょう。

私はNHKの
「ようこそ先輩」
という番組を見たことがあり

もしも、これが一つの目標であるならば、
つまり、批評と

ます。よく知られている有名な方が小学校に行って、1日教

いう精神を学生の中に根付かせることが目標になるなら

師を務めるという形なのですが、
そこでゲストが小学校の生

ば、
もっと積極的に取り組まなければならないのかもしれ

徒に
「なぜ発言しないのですか」
と聞くと、
「間違っているか

ません。ただ、言うはやすし、実行はなかなか難しいと思

もしれないので怖いです」
と言う場面がありました。そうい

います。というのは、
こうした伝統的なものは、長きにわたっ

う授業の場面は、韓国でも似ていました。批評というのが

て歴史的な伝統として根付いてきたものですから、一昼夜

実践ということでしたら、いきなり大学に入学してできること

にして簡単に変えることはできないと思います。

とは思えませんし、
それなら小学校から高校までの授業・教

ただ、私もインターネットにおいて目の当たりにしているの
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ですが、
インターネットでは、本当にいろいろなことが公表さ

論がわかりにくくなっていくという恐れを非常に強く感じた

れています。それに対するレスポンスも見られます。今まで、

ということが感想としてあります。

あまり考えたことがなかったような反応もあり、
「いいね！」
というボタンを簡単に押せばいいということもあります。多

議論に出ていた批評の必要性のようなもの、
その辺をパネ

くの学生たちはフェイスブックで「いいね！」
というボタンを押

ラーの方に聞いてみたいのですが。批評の必要性という

すわけですが、これは決して批評とは言えません。ただ、

のは、過去に繰り返し出てきた話だとは思うのですが、今

インターネットで瞬時に何らかのフィードバックをすることがで

日のテーマで言うと、
マンガ、アニメーション、あるいはゲー

きるということは、長期的にはある変化につながるかもし

ム、ポップカルチャーに近いところで、批評はますますやり

れません。もしかすると、それによって、より批評的な精神

にくい、批評があり得るのかとハードルが高くなる面もある

が若者の世代に根付くきっかけになるかもしれません。た

と思うのです。そのときに、ここにいるパネラーの方は、学

だ、それがより伝統的な教育と具体的にどのようにつなが

校の教員としても仕事をしている方がほとんどだと思うので

るのかは、よくわかりません。

す。若い学生や院生が、
マンガやアニメの研究をしたいと

大澤

教育の話はすごく重要な話 だと思います。

言って来るにもかかわらず、多くの場合、彼らは「いいね！」

「正しい／間違い」がないという場でしゃべることができる

ボタンを押すとか、
インターネットの評判で映画を観るような

教育は、やはり必要だと思います。昨日、加須屋さんから

タイプの学生だと思うのです。そういう人に向かって、批評

パレーシアの話が出ましたが、パレーシアといえば、ソクラ

的に生きることにどういう意義があるのか、つまり批評的な

テスですね。ソクラテスのやり方は皆さんもよくご存知の

考え方を持つことによって、その人にどういうメリットがある

ように、広場に行っていろいろと問答を仕掛けるわけです

のかということを言わないと、意思疎通がなかなか難しい

が、ソクラテスが何か哲学的な真理を知っていて、みんな

ような気もするのです。

にそれを教えるためにやっているわけではないのです。彼

そういう意味で、今のこのような現実、特に批評の難し

も何かよくわからないから、ただ質問しているだけなので

い、大澤さんの言葉で言うと、不可能性の時代という中で、

す。でも、
そうしている間に、
その人は真理に到達するわけ

若い人に、批評的に生きることには、どういういいことがあ

です。すでに真理を所有している人が、
それをただ他人に

るかを端的に、彼らにわかりやすく言うとすれば、ここにい

教えるということではなく、実は教える側すら真理を知ら

るパネラーの方は、どういう言葉をそこに生み出していくの

ないという状況があり得ると思うのです。そういう教育の可

か、聞いてみたいです。

能性があるのではないかということに興味を持っています。

吉岡

私は、批評的に生きることによって、どんな得

思うに、批評というのは、世俗化した世界における神の

があるかという問いに答えた段階ですでに負けていると思

代わりをやっているのですよ。だからこそ、かつての芸術

うのです。それは損得、要するにメリットがあるかないかと

にとって、神が必要であったように、現在の芸術にとって批

いう話ですが、私が今まで議論してきた批評の重要性は、

評が必要なのです。ただ、やはり世俗化された神であると

おそらく、そうではない生き方を選ぶということにあると思

ころの批評と、昔の神との違いが一つあります。つまり、神

うのです。それをどのように言葉で伝えるか。

自身も批評されるということです。批評自体が批評される

先ほどから言っている教育の問題は、別にインターネット

のです。そこが非常に重要です。先ほどの教育ということ

だからいけないということではないと思うのです。対面的

と結び付けていくと、つまり神様としての教育をしてはいけ

状況であっても同じことが起こるし、先ほど大澤さんが少し

ないと思うのですね。批評家としての、つまり先生自身が反

お話しになりましたが、一番重要なのは、年長者、教員、教

論される可能性があるという環境で教えるような教育が

師の側が、自分自身を危険にさらすということです。私が一

必要なのだと思います。

番いけないと思うのは、
「これをすれば君の人生にとってい

今の話に関係する形で、
もう少しわかりやすく

いことがあるよ」
と言うときに、年長者は自分には関係が

聞いてみたいのですが、先に少し感想を。今日、オタク的と

ないという態度を取りがちなことです。私はできなかった

いう言葉も出ましたが、議論を聞いていて、オタク的という

けれども、おまえらは若いのだから頑張れというような態

言葉を使うことによって、非常にわかりやすくなった面があ

度が、一番反教育的に働くと思っています。他の方は、何

る一方、話せば話すほど、むしろわかりにくくなっていく面

か答えはありますか。

もあります。つまり、オタク的という言葉によって、言うことの

室井

内容・意味が変わってきてしまっている、論者によって、ど

うのですよ。自分がやっているということを見せるというの

ういう意味で使っているのかがどんどんずれていく、逆に議

は、吉岡さんと同じですが、一緒にやって、楽しいということ

フロア2
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その上で、今少し出た教育に関わるようなお話ですが、

何の得にもならないということは、自明だと思

をわかってもらえればと思っています。

吉岡

ありがとうございました。今日は司会者としてこ

教育とオタク、メディア文化について感想を申

こに座っているのも非常にスリリングでしたが、議論その

し上げたいと思います。オタク現象が非常に重要で面白い

ものに非常に刺激を受けました。もちろん、こういう問題

のは、オタクの人々は非常に幅広く専門知識を持っている

が一つの安定した結論に収束していくことはあり得ないの

からです。彼らの持っている知識は他にはないわけです。

ですが、オタクの問題や批評について、自分の中で何歩

ところが、断絶があるわけです。社会的な行動が伴わな

か前進したような感じがします。

フータモ

い、
また、
それを提供しようという意思がない、
そういったと
ころが断絶につながっているのだと思いました。

オタクという言葉を使うこと自体が問題だという指摘もあ
りましたが、最後に一つだけエピソードを紹介して終わる

単純な事例をご紹介します。私は長きにわたってマジッ

ことにします。パリ第8大学のジャン＝ルイ
・ボワシエ教授の

クランタン協会に参加してきました。これは古い幻灯機を

ところで研究している大久保美紀さんが、彼女の担当する

集める組織です。この協会の人は、
インターネットには全く

授業で、オタクの批評性という問題を扱ってくれたのです。

ない、他の世界には全くないような知識を持った方々の

ジャパンエキスポなどでコスプレをしているフランス人の女

集まりです。これらは、この時代遅れの幻灯機に非常に

の子がいるとか、日本のオタク文化は世界にこんなに輸

関心がある人々なのです。メディア文化から見ても非常に興

出されているというようにテレビなどで報道されますが、実

味深い現象だと思いました。今朝、オックスフォード大学

際には全然違う。

の研究者からメールで、こういう幻灯機がどこにあるか、情

パリの学生たちが、オタクについて、どういう結論を出し

報がわからないかと聞かれました。そこで、
この幻灯機の

たかというと、
「オタクを開く」
ことが大事なのではないかと。

協会に参加しなさいと言いました。

「開かれたオタク」
になるということ、それが結論だったらし

これは姿勢の問題かもしれません。オタクは知識を大

いのです。この開かれたオタクとは一体どういうものだろう

事にしているけれども、
それを共有したくない、誰かに提示

かと思うのですが、オタクは決して批評の敵ではなくて、わ

したくないという性格があるのかもしれません。ぜひ、この

れわれ自身も多かれ少なかれオタクなのであるという認識

二つのものを何とかつなげられないか、
リンクできないか、

からすれば面白い言い方だと思います。

何らかのシステムをもってオタクの方々が持っている知識を
活用できないだろうかと思います。

大変に緊張感もあり、活気に満ちた2日間でした。どう
もありがとうございました。
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―

it going to be done in a literal way or will the

Where Is the Place for New Critique?

two-dimensional video game turn into a three-

―

dimensional game? And in the act of a person,

Yoshioka

We had the first presentation when

we heard that criticism is weakening and is about
to die, and Mr. Ohsawa mentioned that critique

illiterate way.
And I believe that there are many other

has not disappeared but actually there is an

issues, but one thing that is also important is

excess of criticism. I would like to supplement

no matter what kind of criticism we have, what

those comments. In other words, we have a

is the form for criticism? Mr. Muroi said that

distance from the subject and we have been now

just because criticism is necessary, it is not that

speaking irrelative to those subjects. And we

we can come up with a magazine for criticism.

do that very often. Is criticism being overtaken

Maybe new criticism will occur on the Internet,

by economics and can we confirm that criticism

but do we have to create a site for that? Maybe

is dying? Do we need criticism? I think we can

Twitter and Facebook and blogs as media would

ask these questions. Most people feel that is

present an opportunity for criticism. New media

not the case, and everyone feels that criticism is

or architecture will not be enough; rather it would

required, so if we cannot confirm that criticism is

lead to an excess of criticism.

dying, then we have to go to the next step.
What kind of criticism is there? Do we have
116

maybe we have a criticism that exists in an

an image of it? Because if there is criticism, is

When we began, we thought that otaku
was at the other end of criticism; in other
words, the enemy of criticism. However, with

Mr. Yoshimuraʼs summary, I thought that otaku

are not fully utilizing our linguistic capability. We

is criticism-oriented and for some reason

are actually using language in this very narrow

or another, he cannot arrive at criticism. He

field and narrow domain. We have excess

wants universality but because it matches this

language in this very narrow field. So therefore,

particularity, he cannot arrive at real productive

we are actually using our language capability in

criticism, so the otaku has potential for criticism.

a very limited way. I think it applies to ourselves:

Otaku is not an enemy of criticism. But the otaku

members of academia, researchers, otaku

type of attitude itself cannot arrive at criticism.

researchers, and manga study experts. We are

So there may be something that hinders this.

actually segregated into very narrow categories

There may be a reason that hinders this. And

and our linguistic capability is very poor. Mr.

Professor Huhtamo said at the end that otaku

Matsuoka has discussed the possibility of

is the reverse of hybridization in the sense that

creating horizontal, vertical, and diagonally cross-

otaku tries to filter this hybridity. I think this is a

layered type of universe whereby hybrid cultures

very important point.

can be introduced. Maybe he has said that will

Muroi

Initially we said that we had set a very

difficult topic for this international convention;
however, Professor Yoshioka, the chairman,

allow us to restore our language capability and
our ability to critique, so that gave us a clue.
What is the conclusion that we must arrive at

and also we speakers meant to discuss that

today? Those of us on this floor and those of us

there were problems pertaining to critique, but

in the audience, we have to recreate the language

what are they? What was the direction that we

for critique. It is just that we have lost the ability

wanted to pursue? These issues were not totally

to speak so we need to explore the possibility

clear but what gave us a clue was actually what

of critique, if you will, based on the Japanese

emerged in the previous session, the hybridity

language. I think that is the clue that I was able to

of Japanese culture today. It actually ignores

receive today.

historical and spatial context but still co-exists.

Ohsawa

As was mentioned by Professor Yoshioka, we

repeatedly said yesterday. If we did not have

have the katakana Japanese alphabet culture,

criticism then art may not exist. And just to show

which is already accepted. But to see this as the

evidence, in the previous session, Mr. Yoshida

backwardness of Japan is not a very productive

said that there are cases where the art itself has

position. Therefore, we wanted to actually

an element of criticism.

translate this into a more positive direction. In

Criticism is necessary as I had

What this means is that art seeks criticism

other words, regarding the hybridity that we

normally but the critic and the artist are different.

have in Japan, why not see this in a positive

The art itself may have the criticism internally. In

perspective? That was the thinking behind this

a single piece of work, two works are included.

international convention.

Artwork is seeking criticism, but in that case why

Secondly, as was mentioned by Professor
Yoshioka, if there is nonexistence of critique,

do we need criticism? A human being creates
an artwork but that human being is trying to do

then what place can there be for critique going

something; however, objectively speaking, he

forward? Is it about creating journals or websites

may not be doing what he thinks he is doing.

for critique? I think that methodology will not

After criticism, you can clarify what actually was

allow us to overcome this current situation.

done by yourself.

This goes back to what Professor Ohsawa

In your human activity the important mission

mentioned. In other words, his analysis of otaku -

of criticism is to try to clearly tell what that work

like culture has actually thrown a light on this

is. Language has its privilege. If you comment

situation. Creating a form or place for critique

on the artwork with artwork then it becomes

has actually created an inflation of critique, which

quite ambiguous, but when it is expressed in a

has actually established a distance between

literal way then you would be able to tell what

ourselves and critique.

was done. And the tool that human beings have

Thirdly, what language for critique is
possible? What type of language for critique are

to clearly state something is language. Criticism
uses language to do that, so it is important that

we looking for? Yesterday, Mr. Matsuoka in his

it is expressed in a literal way but it does not

video interview spoke on this matter. Maybe we

mean that it has to be literal in 100% of the cases
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because one artwork can criticize another artwork.
In the previous session, Professor Huhtamo

a sense of tension when you want to publish

talked about media archeology and has given

something in the print media, as what Dr.

us an example that was quite stimulating. And

Ohsawa mentioned. It actually means there is a

one of the future ways of conducting criticism is

delay in terms of writing something in the print

media archeology as a strategy or an operation.

media versus writing something on the Internet;

For example, what was most interesting there

there is a time difference, so there is a time gap.

was about the concept of topos. By discovering

And also, there is a bit of distance, if you will. I

topos, something that may have been irrelevant

think that is the keyword.

can be known as a repetition of the same thing.

In the example you cited, you talked about

“
”
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What you thought was similar was not actually

the otaku for railways and also for postal stamps.

the same. You think that you did something

Postal stamps allow you to shorten the distance

new but actually you were simply replicating

but you cannot shorten it to the extent of the

what had happened in the past and you noticed

electronic network that we have. There is still a

that. So, this concept of topos looks at the

sense of distance. And mail as a mode of, if you

unconsciousness of art. I think this could become

will, transport or communication, is a very slow

a very important idea.

way of communication. So as a result, maybe this

One more thing, Mr. Muroi said towards
the end that if criticism is important then where

is required because of that.
The place of critique and the forum for

should criticism take place? I think this is very

critique, going back to the video interview given

important. In a way, the Internet has become a

by Mr. Matsuoka, some of you here may not

place for criticism. Twitter in a way is criticism

have seen it yesterday, but he talked about the

in 80% of the cases. So they are critiquing,

hybrid nature of the Japanese language. This was

everyone has become a critic and they are using

cited by Professor Satow earlier. And that actually

Twitter and Facebook to critique many things.

offers a sense of hope and possibility for the

However, the more you do the more barren it

future. In other words, the language for critique:

becomes. And where could you create criticism

where should we critique and also with what

and discourse? If we read printed media, as was

language should we criticize and critique?

mentioned earlier, they do not like the printed

Professor Huhtamo, I would appreciate your

media but prefer the blog. But if you have printed

views. Earlier Dr. Ohsawa said media archeology

media, you have a sense of tension within

could be one model for critique going forward

yourself. This is something you have to have

and I also agree. But at the same time, media

when you write criticism.

archeology is a form of study, it is not something

I am particular about this old media but
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abandoned writing in print media. Yes, there is

that can be done by all the people concerned. It is

this question is in relation to session 1. Are you

not like the Internet or Facebook; not everybody

going to continue Mr. Hidekazu Yoshidaʼs style

can pursue media archeology.

in the future as well? So, perhaps this is not

And the other thing is that the audience

appropriate as a place for criticism. But if you

today is primarily Japanese, we are all speaking

ask me if the Internet is appropriate, actually it

Japanese; that is the assumption or premise

is not. Then where should we do the criticism?

for our discussion today. Then, if we distance

That is not very clear to me, but depending on

ourselves from the hybridity of Japanese, what

the forum I write differently. I talk in front of

about the hybridity of language for critique?

you. It is very exciting for me. Because I am a

―

very talkative person and I can really feel your

False Critique to Overflow in the Internet

response; I can tell whether people are bored or

―

excited or if people agree with me. So this has

Huhtamo

a lot of meaning when we are talking in person.

that there are problems with this sort of issue of

But if you find a channel, then we talk differently

critique in our time, but it is difficult to identify

depending on the channel. If you provide a

exactly where those things are. So I start from

certain channel, then there will be a place where

really obvious points. I think it is clear that the

criticism will sprout.

Internet has changed many things and I have

Yoshioka

Thank you very much. I have not

I think that everybody shares the idea

seen it myself. For example, in earlier times when

I was back in Finland I often wrote for the national

For me, it seems to be somehow related

newspaper as a kind of freelance researcher and

with something else, which is this: I recently took

covering very difficult and kind of unusual topics

my students on a field trip to Arizona. Actually,

on electronic arts and that kind of thing.

we drove around to look at architectural sites in

I have not even tried writing that way for

Arizona, then of course you have to think about

many years and I do not think that any of that

where to have a meal, so of course everybody

material would be accepted anymore because

instantaneously found all the potential restaurants

that space has really been shrinking. And it is

nearby, even in the smallest town. And so we

not only this space for criticism that seems to

no longer went through what the place looks

be shrinking in some newspapers but there is

like from the outside but just what kind of rating

a certain kind of a qualitative change as well

it had gotten, so we used that as a sort of like

so that many newspapers, not only in Finland,

navigation tool rather than the traditional forms

maybe even in Japan, do not want criticism

such as how it would smell, if there is a smell

but they do want information such as very

coming out from the place.

short articles reporting that something exists

There are definitely changes that are not

or something took place. But they do not seem

just in the way criticism takes place but I think

to be interested in including the sort of critical

probably there are qualitative changes as well. I

function or perspective-taking on those things.

am just suggesting that there may be this kind of

So, they just want the facts. And I think that it is

move from the qualitative to the quantitative in

difficult to say exactly what the reason behind it

this kind of criticism.

is. It definitely has to do with economic factors

It raises a big question: I mean how do we

and the increasing competition for readers and for

respond to this whole idea? Obviously I am old

advertising money that has been compromising

fashioned so I am for this kind of like a deep

many cultural sections in the newspapers. I think

qualitative-based criticism. I think it is still needed

that this is an effect that cannot be avoided. It

but I do not know if it is becoming completely

has been happening but the question is can we

obsolete, if we think about this younger

find an alternative?
Iʼd like to switch to another point that is

generation, so maybe that is an attitude that does
not matter for them anymore.
Listening to the comment by Mr.

rather different but related about the Internet

Muroi

and criticism on the Internet, which I think is an

Huhtamo, I really agree with what he said.

essentially important question these days. And

Somebody was saying before that technology

one way I try to get a sense of that is by talking

becomes second nature or second environment.

and listening to my students who are much

Within a pseudo environment, because of

more active online than I am. And I notice really

convenience I think we have a tendency to

interesting things and one thing that seems to

reside in that or become immersed living in that

be happening there is a certain kind of shift from

environment. But looking from a high vantage

qualitative to quantitative.

point, in other words, the pseudo environment,

And what I mean is that I recently had a

the real environment, how can you go in and out

discussion about films, movies that the students

of that? I think we need a channel of going back

had seen or they were planning to see, just go

and forth and the ability to do so.

to to the movie theater to see them. And I asked

The real-time face-to-face meeting like today,

how do you know whether this film is worth

as Mr. Ohsawa said, is thrilling; you do not know

watching or that you would find it interesting?

what will happen a moment later. It is such fun.

None of them talked about film criticism in

I think this is a very good place for critique. But

the traditional sense like reading text by a film

do we always enjoy meetings? We have to think

critic; everybody spoke about how they know

of that. But how and what way are we able to

because it got 97% on special application, which

use different pseudo environments and real

is obviously an application that somehow takes

environments and connect the two? I think that is

data from criticism published somewhere and

important in pursuing critique. Is it just a mental

converts that into a certain kind of percent, a

issue as was mentioned by Mr. Ohsawa, or do

certain kind of scale. I must say that I personally

we need physical channels? Those are issues.

find it rather alarming if this is a wider trend.

There is one more point I want to make. Well
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Ohsawa-san, when he talked about otaku, toward

of the Internet, you will be able to write as if you

the end he talked about the concept of the

have authority on the Internet; in other words,

“Other.” In yesterdayʼs session, we also talked

people take on a condescending attitude. People

about how inside ourselves everyone has otaku

can act as if they have authority on the Internet

elements. In the interview, I said I like Momoclo

and I think that is one of the joys of participating

and Mr. Matsuoka said he liked Momoclo, too.

on the Internet. But if you think hard, they are not

When we talk in this way to the students, it is

introducing anything new. In other words, what

like my level has descended to the studentsʼ

the printed media used to do in the past is diluted

level and students would casually approach me

and is just being repeated on the Internet. It is not

and I become very accessible to them. It is very

something that is new at all. We have to come up

embarrassing to expose myself to having the

with criticism that is appropriate for the Internet,

same interest. And some people, my colleagues,

but that is not there yet.

say that you are ignorant and stupid by doing that,
but that reassures me.
For an area where you have fetishism, it is

mentioned about the “Other.” We are talking
directly with people and this is very thrilling for

“
”
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the Other that gives you criticism and says that

me because one may be negated, there may be

you are silly. If you exclude the Others from

an objection, and I can sometimes feel that other

criticizing you, Dr. Huhtamo talked about filtering

members are not convinced. And then I feel that

and escaping into a shelter; of course that is one

this is not right and I may notice that people are

characteristic of otaku. Between the outer world

bored and I can really feel that. In the case of the

and yourselves by having a pseudo environment,

Internet, you may feel that you are connected to

you are protecting yourself, defending yourself;

others but you do not feel the spontaneity. You

you are avoiding contact with the other. But if

are saying things from a secure standpoint.

we remain this way, we cannot escape from

I think the key point is to try to open yourself

the predicament or the dyad that we are in.

to a case in which you may not be accepted and

Ironical devotion was the word that was used like

within that environment you can convince other

Hartmannʼs philosophy or gai Moriʼs philosophy.

people. But many people do not accept you

And what you talked about in terms of ironical

and this tension is very important for criticism

devotion gave us hints.

because without it, all the work would be isolated

Ohsawa

Professor Huhtamo and Mr. Muroiʼs

and lonely. As mentioned by Primo Levi, you

opinions are very interesting. When I was listening

are alone in the room, no one is criticizing that.

to Professor Huhtamo, it sounded to me like the

If there is criticism you can react to others but

Internet is sort of a place to escape. What comes

in 90% of the cases you will not be accepted. If

at the top of Google is going to be evaluated the

everyone affirms, then that book or the person is

highest. I think that is the era we are in. Well,

not necessarily interesting. Criticism is creating a

personally speaking, at least in the areas in which

window to open yourself up to others but this is

I have a relative understanding, then I would

not felt very well recently, so that is a concern.

totally forget the evaluation on the Internet. If you

―

go to Amazon, and there is a review, just because

Relations of Technology and Critique

the score is low, I will not decide against buying

―

the book because I cannot do my work that way.

Yoshida

On the Internet of course there are a lot of
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And as a last point, Professor Muroi

I would like to ask a question about

the place for criticism. Professor Huhtamo, when

pseudo-criticism types of linguistic work that

you talk about media archeology, I think it is a

is going on. But depending on that, it does not

matter of not viewing something as evolution or

mean that they are doing something new. On the

as progress. In the print media area, you have to

Internet, you would write a blog or you would

actually dedicate your fate to one thing. However,

write on Twitter and those people who read it,

now, the culture today, we have different types

what do they find interesting? As mentioned

of mediums including the Internet. So that being

by Professor Huhtamo, in the past only a

the case, maybe the media of the person will

knowledgeable person was able to contribute to

differ because you have the essence as a book.

the newspaper or a certain authority would have

And face-to-face communication has its own

an article in the newspaper. However, because

unique essence, so that essence for each mode

of communication is emerging. When the web

change and this richness of the flow of images

media was created, there was a question of

and sounds and text, and this huge hybridity

whether or not we would stick to print media

that takes place all the time. It is a very hybrid

or everything would migrate to web media. I

environment in the way these things are put

think the position was that with web media

together, combined, and then separated again.

emerging, it is possible to create a forum for both

We really need some kind of a tool that manages

print media and web media. I think that was the

to penetrate that environment and penetrate in

essence of media archeology.

such a way that that environment is connected

Huhtamo

I am not sure if I can reply to that

with other cultural formations̶cultural formations

in a simple way, but maybe I will reply very

that exist simultaneously at the moment but also

briefly, slightly differently. So, I actually do see

that have existed at the various points in the past,

media archeology as a possibility for kind of

and that is why I am proposing media archeology

reintroducing criticism and I think that maybe

as one intellectual tool that could be useful in a

this is also one of the reasons why Professor

critical sense in that place.

Yoshioka wanted me to speak at this conference.

Yoshioka

I think I mentioned already yesterday briefly

Media archeology, of course you

are writing a book about it, and so it is an

in my comment, but let me just rephrase it. For

academic publication. It is published but it has a

me, media archeology is a kind of an intellectual

nonlinguistic world that is perception-based and

tool or instrument that allows us to grasp

has deep interpretation, which is also given as a

things that are otherwise difficult to grasp. The

critical model and that is very useful.

archeological metaphor is about going beyond

What Mr. Yoshida was mentioning is that

the surface, identifying things and cultural objects

initially the difference between the linguistic

that are part of this flow that easily disappear

object and also web and nonlinguistic media

and escape our attention. And in that sense

book versus the Internet is that of course they

for me media archeology has certain kinds of

co-exist with each other but they do not have

similarities with cultural semiotics which was a

the same footing and are not at the same level.

very huge influence on me when I was a young

Yoshida-san was saying that the old media

undergraduate student and ever since, especially

becomes the content of new media. In that

the work of people like Roland Barthes and

sense, the Internet includes the content of

Umberto Eco. The way they started looking at

newspapers and books.

things was very different from how other people

To summarize the current situation, we have

looked at or considered everyday objects and cars

not yet become completely aware of the potential

and the Eiffel Tower and pieces of clothing and

of such the electronic information environment of

those kinds of things. And by applying a semiotic

the Internet. And so, according to the old media

approach, they managed to not just pay attention

model we are using the electronic media, but we

to the object but get quite far to the ideology

are following the old model. Muroi-san, what do

behind that object and through to what they

you think about this?

called the connotative direction of culture.

Muroi

And for me, media archeology has a certain

Well, yes, during the 1980s and until

the early 1990s, I was very interested in this

kind of potential of doing something similar

technology. In 1995, Windows 95 emerged

and related. But I just wanted to propose that

and Internet Explorer became available and the

this certain kind of media archeological way of

Internet was successful, but before that we had

looking at things, for example, linking it with this

Ted Nelson Xanadu or the Dynabook concept

topos tradition may be at least a beginning of re-

and computer technology had a lot of possibility

introducing a certain kind of critique that is lacking

of going everywhere. After 1995, however, it

or somehow undermined in this overwhelming

completely converged into the emails and the

new environment.

web and the Internet did not evolve any further.

Just to wrap up, everybody knows this, but

The desktop metaphor of the desktop and folders

I think it is worth stating that there are reasons

that are clicked and to open and close became

in which this Internet era, especially the social

the standard. The direction of evolution stopped

media era, is something unprecedented, and

there and I really regret this. We are using iPads

it has to do with this quickness: quickness of

and iPhones nowadays and now there is Kindle,
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the electronic book reader available. There is

exploring the possibility of critique represents a

industrialization on these products, but the

sense of criticism and critique. Why? We talked

computer technology may have had the potential

about the “Other.” You need the Other to make

to go in a totally different direction in the past but

clear what you are doing. And I was able to sense

now it is without such potential. So, I feel sad

this. I study manga but then I barely publish my

about this situation. Maybe there is a potential for

papers. Why? I want to meet people, the work

change and I have expectation for that, and that is

that I have done for the past decade is actually a

linked to the issue that we are seeing in critique.

work involved to create a forum.

Satow

Because of the technology we have

forum for people to meet face-to-face and I realize

Now on the other hand, it is not technology

now that the Manga Museum also represents a

determinism but this includes history and

kind of critique. I created a forum and I was able

research and we have changed as a result of

to provide materials that show a glimpse into

technology. In the case of history, without the

manga history, and the people who come to the

media of pictures, it cannot be established. You

museum do not have to be otaku. They could be

can do that on a desktop. The form of criticism

otaku. It is actually a forum for people with certain

has changed as a result of the technology.

knowledge of manga and has become a forum for

From the presentation side, a new form may

a dialogue. I really sense a great deal of possibility

come in and in the area of criticism, maybe we

from the Manga Museum. I was consoled by that

are strangling the critics. In other words, you think

fact. The Manga Museum is filled with windows:

of something yourself, and then have it proofed,

why? Because we have a space for primary

and then print it; but now it is no longer possible

school students and we make sure that there is a

to proofread. I hope that we would be able to talk

lot of sunlight coming into this museum.

without being technologically deterministic.
Yoshimura
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At the Manga Museum there is actually a

this accelerated situation of excess criticism.

First of all, in the capacity of someone

who was able to take part in this convention,

Now, I am also involved in the Japan Media
Arts Festival. I have always felt a sense of
discomfort in the exhibition of other types of

manga displays. In other manga exhibitions there

I suppose a university student, a freshman in

are very few windows except for cyber type of

university will not be able to practice critique

windows. In the case of the Manga Museum,

immediately on day one. What are your thoughts

because we are using a former primary school,

about actually practicing critique?

we have a lot of windows and we make sure that

Huhtamo

kids could actually read manga in the schoolyard.

often seem to repeat to my students at UCLA.

We did not come up with this; rather it came to

I teach a very cross-cultural student population.

us that way. The school was actually donated

This means I have students with many different

to us by a certain sponsor and as a result of

ethnic and cultural backgrounds and that means

having this museum, we were able to get the

that also very different interests and capabilities

expectations that the people had toward manga

of critique, so it does not happen automatically.

and also the sense of betrayal that people had
toward manga.
The power of critique comes from

I will just say something that I very

But what I often tell them is that what I
learned from Jean-Luc Godard, the French radical
filmmaker a long time ago from an interview

nonlinguistic terms, but it is also an effort to

with him. He basically said that he thinks that

translate the nonlinguistic into linguistic terms. It

the traditional classroom communication is not

is not a throwaway. You have to restore language.

about communication at all. Godard says that

I now clearly understand the need to translate

real communication, we might say real critique,

from nonlinguistic terms to linguistic terms. For

is basically answering questions to which

the channel for criticism and critique, maybe we

nobody knows the answer, and in that sense

should not be focused just on existing media,

the studentsʼ reactions should be open-ended in

maybe we can create our own media or channel

that sense. And I think that it probably is a fact

for critique. It is not just about electronic media;

that this kind of Utopian model that Godard was

maybe we could create a forum such as the

talking about does not happen automatically.

Manga Museum that actually can have the power

I would say it is something that needs to

to offer critique.

be seen as a kind of goal for raising a kind of a

―

critical spirit among the students. It is definitely

Education to Cultivate the Critical Spirit

something that would have to be actively worked

―
Yoshioka

for. But obviously it is very easy to say that. It
We would like to now invite questions

is very difficult thing because these kinds of

and opinions from the floor. Does anyone have

conventions are rooted in such like long-term

comments?

historical traditions.

Floor 1

Thank you, my name is Kim. I came due

to a fellowship granted by the Japan Foundation.

But I am paying attention of course to the
fact on the Internet and the possibility that

I was very much interested in this convention.

these days you can respond to so many kinds of

I also took part in last yearʼs convention. Today,

material that is published on the Internet, so there

you have taken up the keyword of critique, and

are digital and paper articles and blogs and things

at universities I think you have actively pursued

that. Many of the responses that I see are rather,

new types of studies. Now, practicing critique

shall we say, simple or something that people

or the practice of critique, to whom do we give

had not been thinking about too much. Also the

this issue? When I come into contact with many

“like” button thing that many of my students like

students in universities, be it Korea or be it here in

is obviously showing they do not know much

Japan, the students do not often offer comments.

about critique in any way. But I do think that

Actually however, I have seen a television

this possibility of a certain almost instantaneous

program created by a Japanese television station

feedback on the Internet may in the long run

NHK in which alumni of a school return to the

change something. It might help creating a more

school and actually become a lecturer for a day.

critical spirit also among the younger generation,

They asked why the students do not speak up

but I do not know how that is going to possibly

during classes, and the response was that they

be finally linked with more traditional educational

are very scared of making mistakes. I found

initiatives, but that is how I feel.

similarities in terms of classrooms between Japan

Ohsawa

and Korea. In considering practicing critique,

Education to encourage that there is no right or

Education is a very important topic.
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wrong in speaking I think it is very important.

viewpoint or the position of a God. As a critic,

Kasuya-san talked about paressia according

the teacher may be refuted and under those

to Socrates. I was interested in the Socrates

preconditions you should provide education.

approach. He goes to the square where he has

Floor 2

questions and answers with the students. And

discussing, so I would like to ask you more simple

does Socrates know the philosophical truth and

questions. First, let me give you my impressions.

does he preach one way? No, he asks questions

We talked about otaku -like and by using the word

because he does not have the answer himself

otaku-like I think there are areas that made it

but during this time people can come to a truth.

easy to understand but the more we speak some

Those people who always have truth do not

areas were more difficult to understand. By using

always preach one way; teachers do not have the

otaku -like, I think we are changing the meaning

answer to truth and that is an interesting situation

of things and some of the speakers are using it in

that can be linked to education.

a different way and this is making the discussion

Another comment is that music, to begin
with, was an offering to God and I think art was

124

Let me relate to what we are

even more complex and difficult to understand.
Now with respect to education, we talked

also that way to begin with. So you create and

about the need for criticism and I would like to

dance and you sing for God to begin with. That

ask a question of the panelists. In the past, I think

is the origin. But the critique is a substitute of

we have repeated this question of the need for

God in a secular world. In other words, a God

criticism and with this theme manga animation,

was necessary for art in the past, now critique

video games, and pop culture, in those areas we

is necessary for art. But the secular God and

believe that criticism has become more difficult;

the God in the past are different. In other

maybe the hurdle has become higher. The

words, God is also a subject of criticism. But the

panelists here are also teaching at the educational

critique itself will be critiqued, that is the most

institutions but young students and graduate

important nowadays. If we link this to the topic

students want to study animation and manga but

of education, you should not educate from the

they may simply push the like button and they

tend to be the students who go and watch a

are people collecting gento, old magic lanterns.

movie because of the rating on the Internet. And

They have just unbelievable and incredible

what it means to live as a critic, by having critical

detailed knowledge that does not exist on the

thinking, what kind of benefit can students enjoy?

Internet publicly or anywhere at all. It is shared by

Without that benefit, you will find it difficult to

discussions between people who are interested

communicate with them.

in this obsolete cultural object, but an obsolete

According to Mr. Ohsawa, we are in an area
of impossibility. What is beneficial for the young

cultural object that could be very interesting for
the wider media culture. This morning I got an

people to live like a critic? What kind of answer

email from a researcher in Oxford England who

would you give them? If you have any opinion, I

said, do you happen to know where I can find

would like to invite you to speak.

any information about magic lanterns? I said

Yoshioka

Well, I think if you have to respond to

what the virtue is of a certain phenomenon then
you have already lost. The importance of critique

simple, join these societies and start coming to
our meetings.
The issue is really that there is a certain issue

is not about that. Critique is about choosing a

about attitude sometimes, the otaku cherish the

way of life which has nothing to do with whether

knowledge but they do not want to share it or

or not something is in your benefit or not. It is

do not want to make it available. And I think that

matter of linguistic language.
We talked about education. Again, we are

a certain kind of critical moment could provide
some help to bridge these two sides. Create

not negating the value of the Internet because

links and ways and systems where this otaku

the same thing could happen in face-to-face

knowledge starts informing this because it is

communication. The most important thing is, and

knowledge which has an element of enthusiasm

this was mentioned by Mr. Ohsawa earlier, but

and so that enthusiasm could become part of an

the teachers who are elders, are they willing to

educational initiative if that disconnect between

expose themselves to physical risk? That is what

these things could be solved.

you need to know. If the teacher says, “well if

Yoshioka

Thank you very much. As a moderator,

you do this, this will be in your interest,” you are

it has been very thrilling here today. I was very

actually taking the attitude that the teacher has

stimulated by the discussion that went on. And

nothing to do with that. The teacher is actually

of course this is not going to lead to a stable

distancing himself from the students.

conclusion but we talked about otaku, we talked

It is as though the teacher is saying, “well
I could not do this but you should do this.” It is

about criticism, and I believe that we were able
to make a step forward as a result. Of course,

actually anti-educational, is it not, if the teacher

some people said that using the word otaku

were to say that? Any views on this matter?

itself is an issue, but let me just share with you

Muroi

I think it is self-evident that this is not

an anecdote. My friend, Jean-Louis Bo issier had

going to be in your interest. What I have been

actually treated this and gave a final conclusion

doing is quite silly, it is not in my own interest, but

for otaku.

as is the case with what Professor Yoshioka said,

As was mentioned by Mr. Yoshimura, in the

I find doing this fun. If people simply understand

case of TV, in the case of Japan Expo, you see a

what I am doing is fun, then that is fine.

French woman doing cosplay, and your culture

Huhtamo

Talking about education, otaku, and

has been exported to the rest of the world. But

this media culture thing, what I think is really

there is a question raised by the students about

important and interesting about the otaku

otaku and the conclusion was that it is important

phenomenon if we think about it very broadly is

to open up as an otaku, to become an open

this incredible specialized knowledge that many

otaku, and that was the conclusion. What kind

of these otaku have, a knowledge that does

of otaku is open? In a sense maybe the otaku is

not exist anywhere else. But a certain kind of

not an enemy of criticism, and we are treating

disconnect is the lack of social action and the lack

them as the Other, but actually in a way, we are

of even wanting to make it available somehow.

more otaku, and I believe that that was clear as

So in a way my example will be simple.

a result of this discussion. I think these two days

For a long, long time I have been a member
of so-called Magic Lantern Society where there

had been very intense and also very stimulating.
Thank you very much for being with us today.
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エルキ・フータモ カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授

加須屋明子 京都市立芸術大学准教授。

1958 年フィンランド、ヘルシンキ生まれ。博士号（文化史）取得。米国カ

1963年兵庫県生まれ。京都市立芸術大学准教授。専門はポーラン

リフォルニア大学ロサンゼルス校教授（メディア史・メディア理論）。同氏が先

ド近現代美術、美学芸術学。国立国際美術館を経て現職。主な展

駆者となった新たなアプローチであるメディア考古学に関わる著書多

覧会企画は「芸術と環境」1998年、
「いま、話そう」2002年、
「 転換期

数。覗きからくり、立体視、移動パノラマ、電子ゲーム、モバイルメディア

の作法」2005年、
「液晶絵画」2008年など。主な著書は『アヴァン

の研究にメディア考古学のアプローチを応用。また、
メディアアーティス

（三元社、2005年、共訳）
ギャルド宣言 中東欧のモダニズム』
『ポーランド
、

ト達がメディア考古学的な要素を自身の作品にいかに融合させるか

（世界思想社、2007年、共著）
学を学ぶ人のために』
など。

というテーマで執筆活動を行ってきた。今年に入って大規模なモノグ

―

ラフ
『Illusions in Motion: A Media Archaeology of the Moving

佐藤守弘 京都精華大学准教授

Panorama and Relates Spectacles』が出版された。共編に『Media

1966年京都府生まれ。京都精華大学デザイン学部准教授。芸術学・

（カリ
Archaeology: Approaches, Applications, and Implications』

視覚文化論専攻。M.A. in Liberal Studies / East Asian Studies

フォルニア大学出版局、2011年）
。シリーズもののテレビ番組の台本執筆、演

（コロンビア大学）
、博士（芸術学／同志社大学）。近代日本における風景／

（フィンラン
出にも携わる。そのうちの1本「The Empire of Monitors」

トポグラフィの社会的機能について研究するかたわら、遺影写真、鉄

、1992〜1993年）
ド放送協会
（YLE）
は日本のメディア文化を取り上げたもの

道写真などのヴァナキュラーな視覚文化も研究。単著として
『トポグラ

である。これまでに、いくつかの国際メディアアート展をキュレーションし

（青弓社、2011年）
フィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真』
。論

てきた。

文に「鉄道写真蒐集の欲望―20世紀初頭の日本における鉄道の視

―

（
『京都精華大学紀要』第39号）
覚文化」
など。共訳書にジェフリー・バッチェ

吉岡洋 京都大学教授

（ 青弓社、2010年）
ン
『写真のアルケオロジー』
など。2012年、第62回芸

1956 年京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科教授。専門は

術選奨文部科学大臣新人賞（評論等部門）受賞。

美学芸術学、情報文化論。著書に
『情報と生命―脳・コンピュータ・

―

（新曜社、1993年）
宇宙』
『
〈思想〉
の現在形―複雑系・電脳空間・アフォー

松岡正剛 編集工学研究所所長

（講談社、
1997年）
ダンス』
「京都ビエンナーレ2003」
。
「大垣ビエンナー
、

1944年京都府生まれ。1970年代より、東西文化の新しい関係性を

レ2006」
などの展覧会企画にも携わっている。今年で文化庁世界メ

発見する研究・執筆・企画・プロデュースを展開。特に、美術全集『アー

ディア芸術コンベンションの座長を3年連続で務める。

（全18 巻）
トジャパネスク』
やテレビ番組「極める」
「日本人のこころ」
など、

―

日本文化を全く新しいストリームで捉える企画構成によって、ジャパネ

室井尚 横浜国立大学教授

スク・ムーブメントの仕掛け人となり、
「日本という方法」
を提唱する。内

1955年山形県生まれ。京都大学大学院博士課程修了。帝塚山学院

外の写真家、デザイナー、建築家、書家、音楽家、舞踏家などのクリ

大学専任講師を経て1992年より横浜国立大学助教授、2004年より

エイターに対するディレクション、コラボレーションも多く、また、
日本の

教授。1997年、横浜国立大学に唐十郎を招き、横浜トリエンナーレ

伝統文化や地域文化を再生する多彩なプロジェクトも手掛けている。

2001では、アーティスト椿昇とともに巨大バッタを横浜に出現させた。

―

専門は、情報文化論、哲学、美学、記号論、
メディア美学等。

吉田寛 立命館大学准教授

―

1973年福島県生まれ。立命館大学大学院先端総合学術研究科准

大澤真幸 THINKING
［O］
主宰

教授。立命館大学ゲーム研究センター事務局長。専門は美学芸術

1958年長野県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単

学、感性学。現在の研究テーマは五感と共感覚、
ユーザーインターフェ

位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学

（青弓社、2009
イスとインタラクション。著書に『ヴァーグナーの「ドイツ」』

大学院人間・環境学研究科教授を歴任。博士論文が
『行為の代数

年）
など。2011年度には文化庁メディア芸術祭京都展でエンターテイン

（青土社）
学―スペンサー＝ブラウンから社会システム論へ』
として出版さ

メント部門を統括した他、メディア芸術部門会議でゲーム部門のモデ

（講談社）
れて以来、著作多数。2007年『ナショナリズムの由来』
で毎日

レータも務めた。

（講談社
出版文化賞受賞。橋爪大三郎との共著『ふしぎなキリスト教』

―

現代新書）
は2012年新書大賞第1位に選ばれた。

吉村和真 京都精華大学准教授

―

1971年福岡県生まれ。京都精華大学マンガ学部准教授、同大学国

岡田暁生 京都大学准教授

際マンガ研究センター長。専門は思想史・マンガ研究。主編著に、
『差

1960年京都生まれ。京都大学人文科学研究所准教授。専門は近

（臨川書店、2007年）
（青弓
別と向き合うマンガたち』
『複数の「ヒロシマ」』
、

（中公新書、2009年、吉田秀和賞受
代西洋音楽史。著書『音楽の聴き方』

社、2012年）
など。
「マンガを読む」
という行為が定着するまでの歴史と、

（春秋社、2008年、芸術選奨新人賞）
賞）
『 ピアニストになりたい！』
、
『 西洋
、

その行為が人間の思想や価値観、感性に与える影響を研究中。日

（中公新書、2005年：韓国語版、2009年）
（中公新書、
音楽史』
、
『オペラの運命』

本マンガ学会、京都国際マンガミュージアムの設立など、
マンガ研究の

2001年、サントリー学芸賞受賞）
など。

環境整備に携わる。

Profile

Erkki HUHTAMO Professor, University of California Los Angeles

Akiko KASUYA Associate Professor, Kyoto City University of Arts

Born in Helsinki, Finland, in 1958. Erkki Huhtamo holds a Ph. D. in Cultural

Born in Hyogo in 1963. Associate Professor at Kyoto City University of

History and works as Professor of Media History and Theory at UCLA. He

Arts. She specializes in aesthetics, art theory and polish modern and

has published extensively on media archaeology, an emerging approach

contemporary art. She has worked as part of the National Museum of Art,

he has pioneered. Professor Huhtamo has applied this approach to peep

Osaka (NMAO) Curatorial Department. Her major exhibitions at NMAO

media, stereoscopy, the notion of the screen, the m oving panorama,

include Art and The Environment (Geijutsu to Kankyo, 1998), A Second Talk

electronic games and mobile media. He has also written about how

(Ima Hanaso, 2002); Positioning-In the New Reality of Europe (Tenkan Ki no

media artists have integrated media-archaeological elements into their

Saho, 2005); Still/Motion: Liquid Crystal Painting (Ekisho Kaiga, 2008); etc.

works. Professor Huhtamo most recent books are the forthcoming large

Major Publications: Avant Garde Sengen ̶ Chu To O no Modernism (Avant

monograph titled Illusions in Motion: A Media Archaeology of the Moving

Garde Declaration̶Modernism in Central-Eastern Europe; Sangensha, 2005, Joint

Panorama and Relates Spectacles, and the co-edited collection Media

translation), Poland Gaku wo Manabu Hito no Tameni (For Those Who Learn

Archaeology: Approaches, Applications, and Implications (University California

Poland; Sekaishisosha, 2007, Joint authorship).

Press, 2011). In addition, Professor Huhtamo has written and directed

―

television series, including one about Japanese media culture, titled The

Morihiro SATOW Associate Professor, Kyoto Seika University

Empire of Monitors (YLE, Finnish National Television, 1992-93) and curated

Born in Kyoto in 1966. Associate Professor of Art History and Visual Culture

several international media art exhibitions.

at Kyoto Seika University's Faculty of Design. He obtained an M.A. in

―

Liberal Studies/East Asian Studies from Columbia University in 1996 and

Hiroshi YOSHIOKA Professor, Kyoto University

a Ph.D. in Art Theory from Doshisha University in 2005. His main research

Born in Kyoto in 1956. Professor at the Graduate School. He specializes in

interest is the social function of landscape and topographic representations

aesthetics, art theory and information culture. He authored Joho to seimei:

in modern Japan. He is also interested in vernacular images, especially

No, kompyuta, uchu (Information and life: the brain, computers, and the universe;

mourning photography and railroad photography. He authored Topography

Shinʼyosha, 1993) and “Shiso ” no genzaikei: Fukuzatsukei, dennokukan,

and Japanese Modernity: Edo Doro-e, Yokohama Photography and Art

afodansu (The present tense of thought: complex systems, cyberspace, and

Photography (Seikyusha, 2011). His papers include “Desire to Collect Railroad

affordance theory; Kodansha, 1997). As Well as being involved in the planning

Photographs: The Visual Culture of Railroad in the Early Twentieth Century

of exhibitions, such as Kyoto Biennale 2003 and Ogaki Biennale 2006, he

Japan” (Journal of Kyoto Seika University, vol.39 [2011]). He received the 62nd

has served as ICOMAG Chair for three consecutive years.

Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology's Art

―

Encouragement Prize for New Artists (in Criticism) in 2012.

Hisashi MUROI Professor, Yokohama National University

―

Born in Yamagata in 1955. Completed the doctoral program at the Graduate

Seigow MATSUOKA Director of the Editorial Engineering Laboratory

School of Kyoto University. After serving as full-time lecturer at Tezukayama

Born in Kyoto in 1944. A prolific researcher, author, planner, and producer,

Gakuin University, he became associate professor at Yokohama National

he has been working since the 1970s to identify new relationships between

University in 1992, and professor at the same university in 2004. In 1997,

Eastern and Western cultures. His main works include an 18-volume

he played a part in inviting Juro Kara, a stage director, playwright, and actor,

art book series Art Japanesque and the television programs Kiwameru

to Yokohama National University as professor. At the Yokohama Triennale

(Mastering) and Nihonjin no kokoro (Soul of the Japanese). Through these

2001, he collaborated with an artist Noboru Tsubaki in exhibiting a huge

works that feature plans and frameworks viewing Japanese culture as

locust balloon. His areas of study include information culture, philosophy,

a completely new stream, he has triggered a Japanesque movement.

aesthetics, sem iotics, and media aesthetics.

Advocating “Methodology Japan,” he has directed or collaborated with

―

photographers, designers, architects, calligraphers, musicians, dancers, and

Masachi OHSAWA Chief Editor of THINKING[O]

many other creators both in Japan and abroad, as well as engaging in a wide

Born in Nagano in 1958. Completed the doctoral program at the Graduate

range of projects for revitalizing Japanʼs traditional and regional cultures.

School of Social Studies, the University of Tokyo. He holds Ph.D. in

―

sociology. He served as associate professor at the Faculty of Letters,

Hiroshi YOSHIDA Associate Professor, Ritsumeikan University

Chiba University and professor at the Graduate School of Human and

Born in Fukushima in 1973. Associate Professor at the Graduate School of

Environmental Studies, Kyoto University. He has authored numerous

Core Ethics and Frontier Sciences, and Director at the Ritsumeikan Center

books since his doctoral thesis was published as Koui no daisugaku̶

for Game Studies, Ritsumeikan University. Specializing in aesthetics and

Supensa-Buraun kara shakai shisutemu ron e (Algebra of Action̶From Spencer-

philosophy of the senses, he is currently working on the themes of the

Brown to Social System Theory; Seidosha). In 2007, he received the Mainichi

senses and synesthesia, and of user interface and interaction. His main

Publishing Culture Award with his book Nashonarizumu no yurai (The Origin

work s include Waguna no “Doitsu”(Wagnerʼs Germany; Seikyusha, 2009). In

of Nationalism; Kodansha). He coauthored Fushigi na Kirisuto kyo (Mysterious

fiscal 2011, he supervised the entertainment division of the Japan Media

Christianity; Kodansha Gendai Shinsho) with Daisaburo Hashizume, and the book

Arts Festival in Kyoto and moderated a panel discussion on games at the

won the first prize of the Chuokoron-Shinshaʼs Shinsho Award in 2012.

Media Arts Conference.

―

―

Akeo OKADA Associate Professor, Kyoto University

Kazuma YOSHIMURA Associate Professor, Kyoto Seika University

Born in Kyoto in 1960. Associate Professor at the Institute for Research

Born in Fukuoka in 1971. Associate Professor at the Faculty of Manga,

in Humanities, Kyoto University. He specializes in the history of modern

Kyoto Seika University and Director of the universityʼs International Manga

Western music. His publications include Ongaku no kikikata (How to Listen

Research Center. He specializes in the history of thought and manga

to Music; Chuko Shinsho, 2009; awarded the Hidekazu Yoshida Prize), Pianisuto

studies. The books he has authored and edited include Sabetsu to mukiau

ni naritai! (I Want to Be a Pianist!; Shunjyusha, 2008; awarded the Minister of

mangatachi (Manga That Faces Social Discrimination; Rinsen Book Co., 2007) and

Education, Culture, Sports, Science and Technology ʼs Art Encouragement Prize for

Fukusu no “Hiroshima” (“Hiroshima” with Different Images; Seikyusha, 2012). His

New Artist), Seiyo ongakushi (The History of Western Music; Chuko Shinsho, 2005;

current research area is the history of the culture of reading manga and its

in Korean language version, 2009), and Opera no unmei (The fate of opera; Chuko

implications for the thoughts, values, and sensitivity of human beings. He

Shinsho, 2001; awarded the Suntory Prize for Social Sciences and Humanities).

has also been involved in developing an environment for fostering the study
of manga, including the establishment of the Japan Society for Studies in
Cartoon and Comics and the Kyoto International Manga Museum.
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