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研究集会

インスタ映えの美学──溶解する「写真」と「現実」
日時：2019年2月24日（日）13:00 ～ 17:00（開場12:30）
場所：グランベル横浜ビル4F特大会議室

プログラム
第一部（13:00 〜 14:00）
基調講演：室井 尚（横浜国立大学）
「インスタグラマーはどんな羊の夢を見るか？」

特別講演：松蔭浩之（現代美術家／写真家）
「
『インスタ映え』の輪舞曲（ロンド）―即席絢爛画の洪水に溺れて」

第二部（14:10 〜 15:40）
ラウンドテーブル「デジタル写真の流動性と現実感覚の揺らぎ」
前川修（神戸大学）
「デジタル写真のリアルさとは？」

増田展大（立命館大学）
「自撮りと現実感覚について」

司会：佐藤守弘（京都精華大学）

第三部（16:00 〜 17:00）
ディスカッション
討議者：室井 尚、松蔭浩之、佐藤守弘、前川 修、増田展大、吉岡 洋（京都大学）、
秋庭史典（名古屋大学）、吉田 寛（立命館大学）
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【基調講演】

インスタグラマーはどんな羊の夢を見るか？
室井 尚（横浜国立大学教育学部教授）
こんにちは。

が国民意識を作り出したというばかりではなく、あらゆる

本研究集会を主催している研究代表者の室井尚です。

マスメディアがそれぞれの国民文化を作り上げてきたので

私たちの科研グループは六年二期にわたってポピュラー

す。

カルチャー、あるいはポップカルチャーの美学的研究を

第二次世界大戦後の世界はこうしたマスメディア同士が

テーマに研究を続けてきました。これまで、コスプレ、ア

国境の壁を乗り越えて拡散していく社会であったと言えま

ニメ、アイドル、ゲーム、ポップミュージックをテーマに

す。とりわけ冷戦時代にはアメリカとソヴィエト連邦がそ

公開の研究集会を開催してきましたが、今回のテーマはイ

れぞれの文化をマスメディアを通して自分たちの陣営に拡

ンスタグラムに代表されるネット上で流通しているコミュ

散していきました。独自なメディア政策を取っていた中国

ニケーションと写真です。

や北朝鮮を除いてではありますが、こうしてたとえばロッ

基調講演を行うということで、どういう角度からこの
テーマに取り組めばいいのかを少し考えてみました。

クミュージックやマクドナルドやジーンズが世界中に広
がっていったわけです。

まずは、これまでの私たちの研究から出てきたものとし

それが少なくとも西側諸国では八十年代頃から変わり始

て、ポップカルチャー、あるいは文化全体のあり方がこの

めます。それはマスメディアの多チャンネル化という現象

数十年で大きく変わってきているのではないかということ

から始まります。チャンネル数が増え、人々は自分の好き

があります。というのは従来の文化はマスメディアによっ

なチャンネルを選べるようになった。電通が分衆の時代と

て支えられてきました。新聞や雑誌といったマスメディア

呼んだように多様なカスタマーに向けての細分化された

は１９世紀の半ばに生まれるわけですが、それが写真、蓄

マーケッティングが行われるようになった。オタクの時代

音機、映画、ラジオ、テレビという形で広がっていきます。

が始まったのです。コミックマーケット（コミケ）に数

それとともに従来は狭い範囲の共同体でしか流通してこな

十万人が集まるようになり、集中管理されることがない分

かった文化や芸術が物凄く多い人数にまで行き渡るという

散型の文化が始まりました。そして、その傾向を決定的な

現象が生じたわけです。これが大衆社会であり、もともと

ものにしたのがインターネットの登場です。インターネッ

大衆文化という意味をもつポップカルチャーもそこから生

トではユーザー同士の直接のコミュニケーションが可能で

まれてきたものだったわけです。この頃から急に「文化と

あり、発信者と受信者の不均衡が解消され、誰でもが情報

は何か？」ということが問題となるようになってきたので

の発信者になれます。マスメディアとは全く違うタイプの

すね。もともとCultureという言葉は耕作するとか、養殖

メディアです。そしてポップカルチャー、いや文化全体が

するという意味ですから田舎のお祭りのように限定された

マスメディアが主流だった時代とは全く異なるものになっ

狭い共同体のものだったわけです。それがマスメディアの

ていきます。
私たちの研究グループではこれを複数の「ポッ

登場によって幅広い人々のものになってきた。

プカルチャー・ワールド」が多様な文化状況を作り出す時

もちろんこれは大衆文化だけの問題ではありません。あ
らゆるものがマスメディアを通して共有されていきます。

代として捉えてきました。
インターネット上でのコミュニケーションは当初BBS

アートや文学のようなハイカルチャーもそうですが、教科

やメーリングリストから始まり、ウェブが登場すると

書や新聞によって国民国家が同じ情報を共有していくよう

ホームページ、そしてblogへとその中心を移してきまし

になる。ベネディクト・アンダーソンが言ったように新聞

た。それらはパソコンのような比較的大きな端末上で行わ
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それがこの本、
『インスタグラムと現代視覚文化論―レフ・
マノヴィッチのカルチュラル・アナリティックスをめぐっ
て』
（ビー・エヌ・エフ新社、2018）です。本日はこの本
に登場するお二人をゲストとしてお招きしています。
さて、マノヴィッチはビッグ・データとしての数多くのイ
ンスタグラムに投稿された写真を分類しながら、そこに新
しい美学が誕生しているとして「インスタグラミズム」と
いう言葉を用いているのですが、それは一体どういうもの
でしょうか？
まずそれはこれまでのようなプロの写真家ではなく無名
れてきた。それが2007年にiPhoneが登場し、Android端

の人々によって日々生産されていき、そのほとんどが24時

末がそれに続き、スマートホンの時代になって、Twitter

間以内か数日以内に消えていきますが、支持される写真は

やFacebookがネット上のコミュニケーションのプラット

数十万から数百万の人たちによって拡散されることにな

ホームの中心に変わっていきました。

る。そこで選ばれた写真が圧倒的な支持を集める場合にそ

スマホももちろんコンピュータ端末なのですが、どこに

れは従来の批評家や専門家によって評価される写真作品と

でも持ち歩け、片手で操作できることからネット上のコ

は全く異なる原理で広がっていくことになり、そこに新し

ミュニケーションは大きく変わっていきます。機動性が増

い美学の誕生を見出すことができるのではないかというよ

し、ネット上のインタラクションはそれまでと比較になら

うなことです。
マノヴィッチは
「インスタグラミズム」
を
「未

ないほど量的に加速されてきました。

来派」や「キュビスム」のような意味での新しい美学なの

たとえばスマホからは旅行中でもメッセージをツイッ
ターで送ることができますし、今見たばかりの映画や、い
ま聞いている講演会の感想を即座に送ることもできます。
また、それらの記事にすぐにコメントをつけたり、リツイー
トしたりすることもできるわけです。

だと述べています。
これはこれでとても印象的な指摘なのですが、それでも
いくつもの大きな疑問が湧いてきます。
一つは、これは本当に根源的な問題なのですが、果たし
てインスタグラムにおいて流通しているデジタル画像は

2010年のインスタグラムの登場はこうした状況に即した

「写真」なのだろうか？という疑問です。デジタル写真が

ものでした。インスタグラムの名前はポラロイドのような

登場して以来、それが伝統的な銀塩写真とは全く異なるも

インスタント写真から取られており、それは正方形型の写

のなのではないかという問題提起がありました。確かにそ

真規格に現れています。スマホのカメラ機能が向上してい

れはプリントして従来の写真のように額に入れて飾ること

く中でインスタグラムはほかのSNSの人気をどんどん追

もできる。しかし、それと同時にそれは自在に加工するこ

い越していくことになりました。

ともできますし、デジタルデータですからさまざまな出力

インスタグラムの特徴は写真を主としているところで

装置に送ることもできる。インスタグラムの場合、ほとん

す。それまでのTwitterやFacebookはテキストベースで写

どはスマホの画面に一瞬だけ表示されてタイムラインの中

真は飽くまでも添え物でした。またtumbir（タンブラー）

でどんどん流れ、拡散されていくわけですが、これを写真

のような写真ベースでもっと多機能のアプリもあります

と呼んでいいのかという問題です。

が、インスタグラムはその使い方の簡便さでより大きな広

さらに入力装置としてのカメラの変化という問題があり

がりをもっています。タイムライン上の写真はすぐに流れ

ます。スマホについているレンズをぼくたちはカメラと呼

て消えていきますし、ストーリーという機能を使えば24時

んでいますが、それは従来のカメラのようなファインダー

間で完全に消えていくようにもできます。つまり残すもの

もなく、シャッターもなく、カメラのように構えられるこ

ではなくて、その瞬間瞬間に更新されていくものなのです。

ともなく画像を作り出しています。最近のカメラの高精細

数億人のユーザーが世界中で毎日このインスタグラムに写

度からすると動画と静止画の区別もほとんどありません。

真を投稿している現状について、レフ・マノヴィッチは「イ

もっともインスタグラムの場合にはきわめて多数の人に

ンスタグラミズム」という言葉を用いて、そこに新しい美

アピールするために、プロの写真家が宣伝のために起用さ

学が生じているのではないかという問題提起をしました。

れることもあり、その場合にはスマホではなくデジタル一

【基調講演】インスタグラマーはどんな羊の夢を見るか？／室井 尚

眼レフカメラやスタジオ撮影が行われることもあるようで

いうことが起こっているのか、また松蔭さんがどんなとこ

すが、圧倒的に多数のインスタ画像は一般の人たちがスマ

ろに抵抗感を持っていたのかというようなことを話してい

ホを構え、あらかじめアプリについているエフェクトを利

ただけたらと思います。

用してアップロードされることが多い。ここにハッシュタ

次のセッションでは写真や近代の視覚文化一般を広く研

グがつけられ、多くの人に拡散していくことになるわけで、

究されている佐藤守弘さんの司会で、マノヴィッチ本にも

従来の写真の流通の仕方とはずいぶん違います。ですから、

寄稿されている神戸大学の前川修さん、そして立命館大学

デジタル写真とは何なのかということがもう一度問われな

の増田展大さんをお迎えします。お二人にはデジタル写真

くてはならない。

をどう捉えればいいかという話と、自撮りに関する考察を

二つ目として「インスタ映え」の問題があります。「映
え」とは何なのか？

料理や風景を撮影する場合に、ある

中心にお話していただきます。そして最後に全員で討議を
するという流れになります。

いは自撮りをする場合にインスタグラムで人気のある画像

途中でコーヒーブレイクもありますし、長丁場ですがイ

は、現実を忠実に映し出す「写真」とは違う次元のもので

ンスタグラムをめぐるさまざまな議論を楽しんでいただけ

あると考えられます。つまり、実際に目で見るよりも
「映え」

ましたら幸いです。フロアの皆様にも最後に議論に参加し

る画像というものがあり、それは現実もこうあって欲しい

ていただきます。

という利用者が脳内の願望する「現実」―もうひとつの現
実を作り出していると考えられるのではないでしょうか。
これはインスタグラムや動画アプリであるTikTokの自
撮り画像の場合に特に顕著に現れるように思えます。そこ
に映し出されるのはありのままの私ではなく、こうであっ
てほしい私、より「映え」る私、つまりは脳内で理想化さ
れたもう一人の私の実現であるように思えます。それは、
芸術作品としての写真や報道写真が目指していたものとは
ずいぶん違うように思えるのです。それは現実を写すので
はなく、もうひとつの別の現実を作り出そうとしているの
です。それが「映え」なのではないか？

つまり「映え」

とは何かという問題があると思います。
他方において、インスタのユーザーがこれらの画像に惹
かれ、その結果として自分もそうした画像を発信したいと
いう欲望に駆られ、その結果として逆に従来の「写真」に
関心を広げていくという事態も起こっている。学生たちを
見ていてもかつてよりも写真に関心をもつ者が増えていま
す。かれらはスマホの小さな画面だけでは満足できずに、
より大きなサイズの写真や、スマホでは作り出せない画像
を求めて一眼レフやアナログ写真に関心を向けていく者も
います。それが写真そのものに対する関心なのか、インス
タでより「映え」る写真を撮りたいからなのかはよくわか
りません。
そこで今日の研究集会ではこれらの問題をさまざまな角
度から論じていきたいと思っています。
最初の発表者の松蔭浩之さんは現代美術家であると同時
に写真の仕事もしています。最近までインスタグラムを用
いた広告写真の仕事をしていたのですが、最近になって辞
められた。インスタのマーケッティングの現場で一体どう

それでは今日一日、どうぞよろしくお願いいたします。
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研究集会

「インスタ映えの美学─溶解する『写真』と『現実』」
レポート
佐藤守弘（京都精華大学大学院デザイン学部教授）
第一部

室井は、この論に一定の評価を下した上で、なおそこに

研究集会「インスタ映えの美学─溶解する『写真』と

具体性がないことを指摘し、二つの疑問を投げかけた。ひ

『現実』」は、研究代表者の室井尚による基調講演「インス

とつは、デジタル写真とは、果たして写真であるのかとい

タグラマーはどんな羊の夢を見るか？」から始まった。室

う疑問。紙という物質にプリントされ、アルバムなどのな

井は、現代に至る文化の歴史を概観し、コミュニティ限定

かで保存される銀塩写真とは違い、ネット上に漂うデジタ

の文化が19世紀の大衆の勃興とマスメディアの誕生により

ル写真は、一瞬だけ表示され、消えていく。それを果たし

広がり、それは20世紀の後半に他チャンネル化していく。

て写真と呼んでいいのかという問題である。もうひとつの

その細分化は、インターネットの登場により加速し、マス

疑問は、研究集会のタイトルにも挙げられた「インスタ映

メディアではない分散型のメディアが登場する。そして、

え」である。室井氏は、インスタ映えする写真とは、目の

この共同研究の主題のひとつである複数の「ポップカル

前にある現実─これまで銀塩写真が捉えてきた現実─

チャー・ワールド」が文化を作り出すという現状に至ると

ではなく、脳内の現実、こうあってほしいという現実が、

いう。

そこにあるのではないかと指摘した。

そのポップカルチャー・ワールドにおけるコミュニケー
ションは、最初はBBS、ウェブサイト、ブログというか

基調講演を受けて登壇したのは、現代美術家の松蔭浩之

たちを取っていたが、手に収まるコンピュータであるス

である。松蔭は、アート・ユニット、コンプレッソ・プラ

マートフォンの登場により、SNSがネット上でのインタ

スティコで、1990年ヴェネチア・ビエンナーレ・アペルト

ラクションはそれまでとは比較にならないほど加速してい

部門に世界最年少で出展し、以後、シンガポール・ビエン

く。それまでのコンピュータとはかけ離れた機動性を具え

ナーレ（2006年）など国際芸術祭に参加するほか個展を中

たスマートフォンによって、写真を撮影し、それを見て、

心に国内外で活動している。氏による特別講演は、
「
『イン

そのままアップロードするというサイクルが瞬時のうちに

スタ映え』の輪舞曲（ロンド） ─即席絢爛画の洪水に溺

行われるようになったのである。

れて」と題して行われた。

そのポップカルチャー・ワールドを考える上で、今回取

松蔭氏自身は、写真を手段としては使うものの、自らを

り上げられたのは、インスタグラムをはじめとしたSNSに

「写真家」とは定義しないという。もちろん写真学科を卒

おけるデジタル写真の流通であった。レフ・マノヴィッチ

業し、写真のプロフェッショナルではあるが、写真という

による「インスタグラムと現代イメージ」（久保田晃弘、き

メディアにこだわる「写真家」ではなく、あくまでもプロ

りとりめでる共訳・編著『インスタグラムと現代視覚文化論─

の「カメラマン」であるという。この日の講演では、現代

レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐっ

美術家としてではなく、彼の「カメラマン」としての側面

て』ビー・エヌ・エヌ新社、2018、12 〜 215）は、ネット上に

が語られた。若き日、篠山紀信に憧れ、また学生時代の森

流布する無名の人びとによる無数の写真の交通を分析する

村泰昌のアシスタントという経験から導き出されたディレ

ことで、そこに彼が「インスタグラミズム」と呼ぶ新たな

クトリアル・モードの写真作品、
ファッション・デザイナー、

美学の登場─20世紀前半におけるデザインやアヴァン・

津村耕佑とのコラボレーション、『女性自身』誌における

ギャルド芸術の系譜を汲むデザイン写真─を見て取って

作家たちの肖像写真などの代表作を紹介した後、彼とイン

いる。

スタグラムとの出会いが語られた。

研究集会 ｢インスタ映えの美学─溶解する『写真』と『現実』｣ レポート／佐藤守弘

彼がはじめて手にしたスマートフォンは、iPhone 3Gで
あり、今でもそれが一番いいデザインであったという。カ
メラがデジタル化した時に、なぜ銀塩写真のカメラと同じ
形状─すなわちカメラ・オブスクラの暗箱を踏襲した形
─をしているのかという疑問を抱いていた彼にとって
は、ひとつの回答であった。その3Gを使っていた2010年
にインスタグラムが登場した。その年は、彼にとって大き
な個展（「KAGE」、於・ミズマアートギャラリー） を行った
年でもあり、彼は、制作しながら宣伝をするために、テク
スト・ベースのミクシィやツイッターよりも、写真のみで
も語り得るインスタグラムを選んだ。そして制作風景のみ

さて、そんな彼が昨年、インスタグラムに載せる写真広

ならず、彼は日々自ら調理する食事もアップするようにな

告の仕事を受ける機会があったという。現場に下見に行く

る─その料理写真は後に作品として額装され、《A Day

と、一軒家のスタジオを借り切って、3人の若手写真家が

in the Life》と題されて、2014年に横浜のGallery Saitou

不眠不休で仕事をしていた。1時間ごとにクライアントが

Fine Artsで展示され、実際に売れたという。

変わり、さまざまな商品を写していく。iPhoneで撮影す
るのではなく、ミラーレスのカメラに高級なレンズを装着
して撮影し、
それをフォトショップで加工して作っていた。
彼は、その方法は取らずに、単焦点の古いレンズを装着す
ることで、
加工無しでいいボケ味を出すことにしたという。
真上から撮る、自然光を使う、逆光、小物使いなどなど
といった「インスタ映え」する写真を若いディレクターの
指示のもとに延々と撮り続けた─それは「インスタ映
え」で検索したらトップに出てくるページに書かれている
そのままであったという（「【徹底解説】インスタ映えとは？
意味や写真の特徴と撮り方。カフェやスイーツも女子に人気」、
『snaplace』https://snaplace.jp/instabaeanalytics/）
。ちなみに

彼は「正統派すぎて」
、その仕事を解かれたとのこと。
考えてみたら、若者たちがインスタグラムで意識なく
行っていることは、ある意味、森村泰昌のセルフ・ポート
松蔭浩之個展：
「日常採取～ A DAY IN THE LIFE」

レートであり、コンストラクテッド・フォトであり、遡
れば─マノヴィッチも指摘するように─バウハウスや

彼が、インスタグラムに親和性を覚えたのは、写真で語

構成主義、シュルレアリスムといった20世紀のアヴァン・

ることができるからだけではなく、それがポラロイドなどの

ギャルドが作った写真と通底するのではないかと松蔭はい

インスタント・カメラ─「インスタグラム」の名の元─

う。そこにはキッチュもアートもないまぜになっているの

のフォーマットや、なによりも銀塩写真の時代に慣れ親

ではないか。

しんだブローニーの6×6サイズと共通する正方形フォー

「写真とは発見であり、ハンティングであり、そのとき

マットだったからだという。正方形フォーマットでの構図

めきを切り取るものだった」と松蔭はいう。そこで「あり

作りを血肉化した彼にとっては、素人がスマートフォンの

えない」ものを見つけ出すのが写真。それに対してインス

カメラ・アプリで連写したものから選んで、インスタグラ

タ映えは、情報を知った「ありえない」ものを訪ねて、そ

ムにアップロードするのがじれったく思えるようで、連写

の写真をアップするので、写真の本質である「発見」とは

のできないインスタグラムのアプリケーションで撮影し、

まったく違うものではないか、というのがこの講演の掉尾

一発で構図を決めてアップすることができると断言してい

を飾る言葉であった。

た（そしてそれは、後の懇親会で実証された。文末参照）。
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はなく、美学に向かったことに一定の評価をしながらも、
そのデータ還元主義（といいながらさまざまな推測が間に入
る）、楽観的な技術至上主義、資本主義的論理をあまりに

も安易に回避できると考えている点、戦前アヴァン・ギャ
ルドにつねに立ち返るという理論的偏向に見られる恣意
性、さらにはカジュアル／プロフェッショナル／デザイン
と明確に線引きすることでヴァナキュラー写真の猥雑さ、
異質なものが並置される面白さを削いでしまう点を批判す
る。
なかでも彼がもっとも違和感を覚える点は、デザイン写

第二部
ラウンドテーブル「デジタル写真の流動性と現実感覚の

真の作り手たちのリベラリズムを手放しで褒めたたえ、平
凡でかすかなヴァリエーションが明滅する写真のフロー、

揺らぎ」の報告者は、両者とも前掲『インスタグラムと現

それがかもしだす一様な情動、そうしたものがなぜ解放を

代視覚文化論』に論考を寄せている二人であった。一人目

もたらすのかについて議論されていないという点であると

の前川修は、自身の論考「デジタル写真の現在─三つの

いう。ここで考えるべきなのは、写真のミクロの政治学な

層から考える」（前掲書、五二〜六六）を基とした報告「デ

のではないか。ドゥルーズとガタリは、
『千のプラトー』

ジタル写真のリアルさとは？」を行った。

で硬質な切片性と柔軟な切片性という概念を提示し、イン

前川の議論の詳細については、論考を参照していただく

スタグラムなどのSNSは、かつてそうした柔軟な切片性の

として、そのなかで後のディスカッションに関わる部分を

力学を期待されていた。ところが柔軟な切片性は、その多

要約してみたい。

様な切片の運動性が失われると否定的な運動へと傾斜して

彼がまず指摘するのは、デジタル写真に関わる三つのフ

いく危険性があるとドゥルーズとガタリが指摘し、それを

ローである。ひとつは、写真画像があるシークエンスの中

「ファシズム」と呼んだことを引いて、インスタグラムな

で連続的に見られていくというフロー。第二に、ひとつの

どが、さまざまな制御を受けつつ、多様な切片との間の微

画像は常に変化していく、さまざまなものにつながってい

分化＝差異化を続けていけるのか。それができるのなら、

くというフロー。第三に、それがメタデータなどによって、

インスタグラムは、創造的で美的でパフォーマティヴな実

ネットワークのなかで人間の介在なし（mindless）に流通

践になるのではないかと前川は締めくくった。

するというフローである。
さて、銀塩写真を論ずる時に、よく言われたことが、写

二人目の増田展大もまた、自身の「接続する写真─記

真とはある時を凍りつかせ、防腐処理をしたものであると

（前掲書、
六八〜八五）をベースに報告「自
憶・自撮り・身振り」

いうことであった。すなわち「メメント（形見）」として

撮りと現実感覚について」を行った。

の写真である。それに対して、撮影直後に公開され、それ

まず増田がマノヴィッチの議論をたどった後に提示する

が共有され、そしてフローの彼方に流れていくというSNS

疑問点というのは、前川も指摘したさまざまな比較の妥当

時代のデジタル写真のあり方は、もはや進行中、現前、現

性や、政治的に無批判であること、そしてなんといっても

在といった「モメント（瞬間）」へと移行したといえる。

データ分析という興味深い取り組みをしていながら、なぜ

銀塩写真論において、中心的な役割を果たしていたイン

それが内容分析にのみ帰結するのかというものであるとい

デックス（指標）論にしても、それは痕跡というインデッ

う。増田は、前掲論考で、そうした内容分析から離れて、

クスの一側面のみを強調したものであり、デジタル写真に

現代の写真に顕著な「自撮り」に焦点を合わせ、写真研究

おいては、もうひとつのインデックス、すなわち指示代名

と従来は接続されてこなかった認知科学や脳科学との結び

詞的なはたらき、「今、ここ、私、あなた」が前景化され

つきを明らかにしようと試みた。写真の内容ではなく、そ

ていると述べるのである。

れに付随する行為、パフォーマンス、そして情報端末が私

以上が論考で展開された議論の一部であるが、報告では、
それに付け加えてマノヴィッチの論への批判がなされた。
前川は、マノヴィッチがコミュケーション論に流れるので

たちに促す身振りや記憶に焦点を合わせることが有意義な
手続きとなるのではないかという。
最近のデジタル写真論が明らかにするのは、写真がフィ

研究集会 ｢インスタ映えの美学─溶解する『写真』と『現実』｣ レポート／佐藤守弘

銀塩用カメラの形状から逃れられないことに対して、イン
ターフェイスの保守性─人は慣れ親しんだインターフェ
イスから離れづらい─からではないかという仮説が提示
される。さらに吉田寛からは、画像の形状─すなわち長
方形のフレーム／フォーマット─の保守性に関する意見
が提起された。というのもVRゲームにおいては、フレー
ムがないゆえに、絵画／写真／映画という伝統とはまった
く違うロジックで成り立っているという点である。それに
対して吉岡洋から、私たちはデジタル写真もデジタル・カ
メラも従来の写真／カメラという枠組みでしか捉えること
ルム上での光の痕跡からデジタル化によってセンサー・

ができない─リメディエーション─との指摘があっ

ベースの計算ないしアルゴリズム処理の対象と移行した結

た。とはいえ、室井からは、今の若者は、かつての装置に

果、もはや写真は再現＝表象という枠にはとどまらなく

すでに引きずられていないのではないかとの意見も出た。

なったということである。スマートフォンに付随している

スマートフォンでの撮影の身体的動作─ファインダーを

カメラは、もはや従来の写真機ではなく、加速度センサー

覗かずに掲げて撮影する─に注目した前川は、身体が自

やGPS、マイクロフォンなどさまざまなセンサーの一種

然と変わっていっているのは確かであると指摘した。増田

にしかすぎないと指摘した上で、自撮りという写真行為は、

からも、自撮りにおける身体的動作の変化がデヴァイスに

画面上での操作性を自らの身体へと折り返すような再帰的

規定されている点も「インスタ映えの美学」と関わるので

な身体化を伴うものでありつつ、それ自体が再現であって

はないかという点が挙げられた。

再現でない画像データの受容と作成となるもので、従来の
写真論の臨界、消失点にあるものと述べる。

松蔭は、スマートフォンの形状のために、縦構図の写真
や、さらにこれまでほぼなかった縦構図の動画が現れたこ

もう一方で増田が注目するのが、インスタグラムにおけ

とを指摘する。それに対して前川から構図を作るのが難し

るフィルターの機能─インスタ映えに大いに関わる─

い正方形というフォーマット、おそらくはポラロイドに由

である。フィルター機能の根底には、消滅の不可避性から

来するフォーマットに関しての話題が提起された。
室井は、

自分たちを引き離そうとするデータによる防腐処理（エン

ポラロイドは、瞬時に見ることはできるもののモノとして

バーミング）への欲望があるという論を批判的に引きなが

残るので「メメント」であり、インスタグラムのように見

ら、フィルターを分析概念、すなわちアプリケーション内

られた後はフローに埋もれていくという「モメント」では

の技術的なフィルターにとどまらず、文化的、美的／認知

なかったのではないかと述べた。

的な次元にまで拡張することで、現代における現実感覚を
考えることができるというのである。
こうした議論は、写真の「美的=感性的な側面」と「社

とはいえ、正方形やフィルターというインスタグラムの
もともとのスペックにこだわらない人や、現在ではない写
真をアップする人も増えてきている。また本来とは違う

会=技法的な側面」という水平関係に対して、デジタル写

ハッシュタグの使い方─いわゆる「ハッシュタグ作文」

真の「文化=現象的な側面」と「技術=動作的な側面」とい

─も出てきているという松蔭の発言に対して、インスタ

う垂直関係を導入するものであり、自動化するプログラム

グラムには検索機能がないので、自分の写真をグーグルで

やアルゴリズムに対してユーザーの身体や目を変調させる

検索するために付けているという説もあることを増田が紹

プロセスを検討することが「インスタ映えの美学」と呼ぶ

介する。ここで問題となるのが、ロラン・バルトが言った

ことができるのではないかと結論づけた。

「投錨」─そのままでは多様に解釈されてしまいそうな写
真を、ひとつの意味に固定するテクストの機能─が変質

第三部
それまでの登壇者に加えて、共同研究メンバーを加えた
総勢８人でディスカッションが行われた。
まず司会の佐藤守弘（筆者）から、松蔭が指摘したデジ
タル・カメラの形状の保守性すなわち、いつまで経っても

してきているのではないかということである。かつての銀
塩写真と違う、ストックやフローのなかで埋没しないため
という新たな投錨の必要性が出てきているのではないかと
いう。
ここで吉岡から、「インスタ映えの美学」に話を戻そう
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画）からは、翻訳の段階からは本日指摘されたマノヴィッ

チ論文の問題点は把握していて、それを補足するために前
川、増田などの論考を収録することにしたとの説明があっ
た。その上で、マノヴィッチがいうデザイン写真とインス
タグラミズムは分けて考えたほうがいい。デザイン写真と
は、プロトコルに乗るということであり、マノヴィッチは
その方向に行かなかったが、それを考えていくのが課題だ
とのコメントがあった。
もちろんこの研究集会だけですべての疑問が解けた訳で
という提案があった。インスタ映えの「映える」という言

はない。一度、司会者が閉会を宣言した後も、まだ言いた

葉が、もともと「朝日に映える」というように、なにか別

りなかった松蔭が話し続けたことで分かるように、これか

の要素やメディアが出てきて、よく見えるという意味であ

らデジタル写真やインスタグラム、さらには現代のポップ

ることを指摘した上で、インスタ映えとは、自分の私的経

カルチャーを考えていく上でのさまざまな出発点が提示さ

験がインスタグラムというメディアによって映えるという

れ、大きな課題が残された。しかしこの課題の提示に至っ

ことではないか。マノヴィッチのいうインスタグラミズム

たことが、この研究集会の大きな収穫であると報告者とし

とインスタ映えは、ずいぶん意味が違うのではないかとの

ては考えている。

意見があがった。

（文中敬称略）

ここで吉田から、インスタ映えとは、被写体の問題であ
るのか、写し方の問題であるのか─言い換えれば内容の
問題か形式の問題か─という質問が寄せられた。佐藤
は、マスメディアのレヴェルでは内容の問題である一方で、
ウェブなどにあるインスタ指南では形式の問題になるとい
うのに対し、吉田は撮影者／撮影法／被写体のレイヤーの
間にあるのではないかという仮説を述べた。
ここで研究代表の室井から、現在のポップカルチャーと
は、ユーザー・コミュニティによって成り立っているもの
であって、そこで楽しんでいる人間にシステムから抜け出
せと言っても無駄なのではないか。とはいえ、決められた
プログラムに縛られているというのも事実であるなら、そ
れをどのように突き抜けて、システムを書き直すくらいま
でのことを、私たち研究者は考えないといけないのではな
いかという意見が出された。
ここでオーディエンスからの質疑に入った。司会者から
の指名で、長谷正人（早稲田大学、文化社会学）の意見をま
ずは聞いた。大きな枠組みで話すと、メディアの変容によっ
て受容する文化から作る／発信する文化へという移行があ
り、その系譜上にインスタグラムもある。そうした大きな
枠組みで捉えないと議論ははじまらないのではないかとい
うコメントであった。
来場していた『インスタグラムと現代視覚文化論』の共
訳・編著者であるきりとりめでる（現代美術研究、展覧会企

撮影：松蔭浩之氏

研究集会

研究集会 ゲストプロフィール
松蔭浩之

まつかげ・ひろゆき

現代美術家、写真家。大阪芸術大学写真学科卒業。アートユニット「コンプレッソ・
プラスティコ」で、1990年ヴェネチアビエンナーレ・ アペルト部門に世界最年少
で出展。以後、シンガポール・ビエンナーレ（2006年） など国際芸術祭に参加す
るほか個展を中心に国内外で活動。 写真作品を中心に、インスタレーション、パ
フォーマンス、ミュージシャン、執筆、グラフィックデザイン、俳優､ 映画監督
など幅広い活動を行っている。今回は自らがインスタ広告に関わった経験を語っ
てもらう。

前川 修 まえかわ・おさむ
神戸大学大学院人文学研究科教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。
博士（文学）。19世紀以降の視覚文化論、とくに写真／映画論を中心に、ステレ
オスコープやパノラマ、スライド投影やその運動化など、写真と、写真と結びつ
くさまざまな視覚装置との関係を考察している。著書に『痕跡の光学―ヴァル
ター・ベンヤミンの「視覚的無意識」について』（晃洋書房、2004年）、共著に『心
霊写真は語る』（青弓社、2004年）など。

増田展大 ますだ・のぶひろ
立命館大学映像学部講師。神戸大学大学院文学研究科修了。博士（文学）。写真を
はじめとする映像技術と、身体にまつわる科学的言説との関係について研究して
いる。著書『科学者の網膜―身体をめぐる映像技術論：1880-1910』（2017年、青
弓社）で第９回表象文化論学会賞を受賞。共著に『インスタグラムと現代視覚文

化論―レフ・マノヴィッチのカルチュラル・アナリティクスをめぐって』（ビー・
エヌ・エヌ新社、2018年）など。

ゲストプロフィール
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い。とりわけ日本のように、文化的趣味におけるエリート
層がほとんど存在せず、雑種的な文化享受を行う中間層が
支配的であるような社会においては、そうした混淆性は顕
著である。また、近代文学者のキャラクター化(2)や刀剣の

不条理なものの力
（Power of the Absurd）

擬人化(3)といったサブカルチャー的現象によって、特定領
域にそれまでとは全く異なった愛好家・享受者の階層が生
まれるという変化も常に起こっている。
「芸術について自明なものなど何もないことが自明に
なった」と、アドルノはその『美の理論』（Ästhetische Theorie）

吉岡 洋
京都大学こころの未来研究センター
特定教授

の冒頭で宣言した(4)。それから半世紀経った今、同じこと
がポップカルチャーについても言えるのではないだろう
か。
ポップカルチャーがその自明性を失った現在、あえて
ポップカルチャーの美学について思考するためには、とり
あえず何らかの手がかりが必要ではないかと私は考える。
「不条理なもの」という概念が、そのための手がかりにな
らないだろうか、というのが本論考の趣旨である。結論を
先取りして言うならば、ポップカルチャーがいわゆる前衛

以下の論考は、2017年6月30日、リトアニアのカウナスに

的な文化やそれを含むハイカルチャーとオーバーラップす

おける第13回国際記号学会大会（The 13th World Congress

る場所に、私たちは「不条理なもの」を見い出すことにな

of Aesthetics, Kaunas University of Technology, Lithuania）

るのではないかと、私は考えている。

において行なった研究発表“Power of the Absurd”（論

さて私たちが現在置かれている文化の状況、そしてそ

文としては未発表） の内容を元に、大幅な加筆修正を施し

れを含む社会的・政治的な状況を一言で言い表す言葉は、

たものである。

何であろうか？ この数年、時代を言い当てるものとして
盛んに使われてきた言葉のひとつが「ポスト真実（“post-

1.「ポスト真実」の真実

truth”
）
」あるいは「嘘の時代」といった言い方である。と

本論考においては、「不条理なもの（the absurd）」とい

りわけ2017年1月、実業家のドナルド・トランプがアメリ

う概念に焦点を当てることによって、ポップカルチャー美

カ大統領に就任して以降、この言葉は様々な文脈において

学が直面している問題、あるいはポップカルチャー美学の

盛んに使われてきた。

成立可能性に関わる理論的な問題について考察することを
試みたい。

だがこうした「ポスト真実」や「嘘」が、なぜ他でもな
い現代を診断する言葉として選ばれるのかということは、

(1)

「ポップカルチャー」 と呼ばれるものは、20世紀前半

必ずしも明確ではない。政治的支配者たちがデマや嘘に

から1960年代あたりまでは、比較的明確な輪郭によって、

よって世論を誘導することは、これまでだってずっと行わ

それ以外の文化から区別することができたのではないかと

れてきたことだからである。
そもそも政治や支配にとって、

思われる。それに対して現在では、いったい何が「ポップ

デマや嘘は歴史を通じて常に付き物であったと言えるし、

カルチャー」であるのかということは、以前ほど自明であ

そのこと自体には何の新しさもない。

るとは言えない。それは情報化・グローバル化によって、

それではなぜことさら、今が「ポスト真実」なのか？

異なる由来をもつ多数の文化間の融合・ハイブリッド化が

このことはメディア状況の変化を考慮しないかぎり理解で

進行した結果である。ハイカルチャーの要素はポップカル

きないだろう。たとえば第二次世界大戦後の冷戦下におい

チャーの中に取り込まれ、一方ハイカルチャーもポップカ

ても、デマや嘘は重要な戦略的手段であったのだが、それ

ルチャーを参照し、引用してきた。

が流通する媒体が主としてマスメディアであった点が決定

ハイカルチャーやポップカルチャーをそれぞれ享受する
人々の社会的階層も、もはや明確に区別することはできな

的に現在とは異なっている。
マスメディアにおいては、表層の「嘘」と内部に隠さ

不条理なものの力（Power of the Absurd）／吉岡 洋

れた「真実」という対立軸が存在する。だから「スクー

いるわけだ。
それに対してネット上の批判者たちの多くは、

プ」によって真実が暴かれると、それは大きな影響力を持

自分自身もインターネットの内部にいながら、かつてのマ

つことができた。1970年代前半にリチャード・ニクソン米

スメディアにおける行動パターンに固執している場合が多

大統領を辞任に追い込んだ「ウォーターゲート事件」や、

い。それではそもそも勝てるわけがないのである。

1976年に田中角栄元首相を含む大物政治家の逮捕に至った
「ロッキード事件」などを思い出してみればいい。

2. 批評が機能しない

このことはその時代において、本当にマスメディアに

さて、「ポスト真実」とその背景にあるメディア状況に

よってありのままの真実が暴かれたのかどうか、というこ

ついて述べてきたのは、ポップカルチャー美学の可能性に

とは関係がない。重要なのは、マスメディアの時代におい

ついて考えるためであった。ポップカルチャーもまた、イ

ては「真実は隠されている」という共通理解が成立してい

ンターネット時代のメディア環境に置かれることによっ

たということであり、したがって「真実を暴き出す」とい

て、政治的世界と同様の根本的な変容をこうむっていると

う一種の演劇的行為を通じて、多くの人が同時代の世界を

思われる。それはどのような変容であろうか？ また、そ

全体として言い表し、時代意識を共有することができたと

うして変容した文化状況において、ポップカルチャーの美

いうことである。それは言い換えれば、「スキャンダル」

学はいかにして可能なのだろうか？

が成立しえた時代だった、と言うこともできる。

美学という学問はマスメディアすらまだ存在しなかっ

それに対して「ポスト真実」は、マスメディアではなく

た18世紀のヨーロッパにおいて誕生したディシプリンであ

インターネットの時代の徴候を言い表す概念であると思わ

り、一方ポップカルチャーは主としてマスメディア環境を

れる。インターネットというメディア環境はマスメディア

条件として発展してきた文化領域である。美学は制度的に

とは異なり、情報が集中する少数の特権的な中心が存在し

は哲学の一領域としても理解できるが、その歴史的由来を

ない。情報はきわめて多数のノードに分散して蓄積されて

重視するならば、客観的な対象領域を持つ学問というより

ゆき、時にそれらのいくつかが、予測不可能な仕方で爆発

もクリティーク（批判＝批評）(5)、すなわち異質な知や認識

的に拡散する。だがそうした「拡散」や「炎上」は、マス

の間を媒介しつつその狭間で思考するという営みと、密接

メディアにおける「スクープ」や「スキャンダル」、つま

に関わりつつ発展してきた。

り隠されていた真実が暴露されるといったこととは、根本
的に違うのである。

マスメディアの時代においては、心理学や社会学といっ
た制度上ハイカルチャーに属する「学問」が、あえてポッ

「ポスト真実」によって言い表わされる現在のメディア

プカルチャーを研究対象にするという身振りには、比較的

状況において明らかになりつつあることは、「真実」とい

明確なメッセージを読みとることができた。学問は、その

う観念自体がそもそも、情報を統合するひとつあるいは少

合理的・批判的な機能によって、ポップカルチャーの中に

数の中心が存在することを前提しており、その前提によっ

隠されている論理を取り出すことができる。ポップカル

て可能になっていたということである。情報がきわめて多

チャーはかつてはジャンクとみなされ、そこにはたいした

数のノードに分散されると、それをひとつひとつ吟味する

内容などないと軽んじられていたが、そうした先入見に抗

コストが膨大になり、結果として真実の力は相対化され、

してポップカルチャーの中に真実を発見する点に、ポップ

嘘と区別がつかなくなってゆく。逆に言えば、嘘はもはや、

カルチャー研究の批判的な働きがあった。

いつか暴露されるかもしれない真実によって脅かされる必
要がなくなるということである。

そこにはまた確かに階級闘争的な意味もあった。20世紀
前半におけるポップカルチャーの主たる受容者は、新たな

このようにして、「ポスト真実」の時代の政治家は、も

社会的勢力として勃興してきた大衆である。社会の大衆化

はや嘘を隠す必要がなくなるのである。嘘は、嘘であるこ

とは、それまで特権化されていたハイカルチャーや高等教

とが暴露されても、その効力を失うことはないからだ。こ

育の領域にも大衆が入り込んでくることを意味するが、そ

れは、必ずしも政治家のモラルが低下したということでは

のことによって生じたのは、いわば文化そのものの「ポッ

ない。むしろ、「モラル」とはそもそも「真実」と相関し

プ化」である。ハイカルチャーとポップカルチャーとの違

た概念であるから、政治家のモラルの無さをいくらネット

いとはコンテンツの違いというよりも、文化の生産・受容

で批判しても無効なのである。嘘の時代の政治家たちは、

のモードにおける違いなのである。したがってポップカル

インターネットというメディア環境にしっかりと適応して

チャーを分析することにより、ハイカルチャー的なモード
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では適切に自己を表現できない「大衆の精神」のようなも

で、リアルタイムに情報伝達が行われるようになる。こう

のを、そこに読みとることができると期待された。

した条件の中では、真実の知識によって迷蒙を脱するとい

それでは現在ではどうであろうか？ 現在でも、社会学

う行為のモデルそれ自体が、その批判的機能を喪失してゆ

や記号論、カルチュラルスタディーズ等によるポップカル

くのである。また、同時にそこでは知的な成熟という自己

チャー研究を根底から動機付けているのは、その中に知識

イメージもその権威を失って行き、反対にある種の幼児退

人やエリートの文化とは異なった「精神」や「構造」を

行的な、あるいは幼形成熟（ネオテニー） 的な自己イメー

読み取ろうとするからではないだろうか？ と同時に、そ

ジが、しだいに力を持つようになってくる。

うしたことを試みる私たちの多くは、現代のポップカル

ネットにおいて批判的機能を有効に駆動するにはおそら

チャーを批判的に考察しようと努力しつつ、そうした努力

く、まったく新しいモデルが必要なのだが、私たちの多く

において何かが根本的にうまく行っていない、伝統的なア

はまだそのことに十分自覚的ではなく、伝統的な啓蒙モデ

プローチでは、ポップカルチャーをめぐって今何が起きて

ルに固執して批判＝批評を行おうとするために、無力感に

いるのかを適切に把握できない、と実感しているのではな

さいなまれる結果となるのである。これが、インターネッ

いだろうか？

ト環境においては批評が機能しないということの意味であ

この「うまく行かない」感じを明確にするために、ここ

る。

ではそれを「批判が機能しない」こととして考えてみた

		

い。批判が機能しないようにみえるのは、人々が批判精神

3. 不条理なもののポップ化

を失ったからでも、批判的な思考能力が低下したからでも

こうした現状認識を踏まえつつ、
私は「不条理なもの（the

ない。そうではなくて、私たちがまだ批評＝批判に関する

absurd）」という概念に着目してみたい。ここで私の考え

啓蒙的なモデルに深くとらわれているからではないだろう

る「不条理なもの」とは何か？ それはとりあえず、キル

か？ 啓蒙的モデルによれば、批判は因習や迷信によって

ケゴールやサルトルなどの実存主義哲学、そしてカミュや

押し付けられた虚偽の意識を脱して真実を明らかにするこ

ベケットなど、第二次世界大戦後のフランスを中心とする

とであり、そこには同時に知的に成熟すること、自立した

文学や演劇に現れる「不条理」の概念を参照していること

大人になること、というイメージが伴っていた。だがイン

は確かである。「不条理なもの」とは、人が自らの理性的

ターネット環境の中では、こうしたモデルは構造的に破綻

把握を越えた世界の様相に向き合った時に持つ経験の内容

しているのではないか？

のことであると、とりあえず理解することができる。

前章で、インターネット環境においては「真実」と「嘘」

紀元２世紀のキリスト教神学者テルトゥリアヌス

の対立は相対化され、真実は暴露されてもスキャンダルと

（Quintus Septimius Florens Tertullianus）に帰せられる「不

して持続せず、嘘はバレてもその効力を失わなくなってい

条理なるがゆえに我信ず（Credo quia absurdum.）」は、信

るという状況について述べた。批判的思考についても、こ

仰の前では理性的思考が破綻せざるをえないことを述べた

れとパラレルな変化が生じているのではないかと、私は考

ものであり、キルケゴールはそうした不条理性を、近代の

える。

合理化されたキリスト教を批判する思想的武器として用い

啓蒙主義時代以降、ネット以前の近代的なメディア環境

た。一方、無神論の立場をとるサルトルの哲学や戦後の文

においても、すぐれた洞察があればそれが自律的に批判＝

学・演劇における「不条理」は、第二次世界大戦がもたら

批評として成立していた訳では、実はなかったのである。

した残虐と破壊に直面した時の、合理的思考の徹底的な無

批判的思考の有効性は、特定のメディア的条件によって可

力性という経験を共有している。本論で扱う「不条理なも

能になっていたのだ。つまり、比較的少数の媒体（新聞、

の」は、これらそれぞれの歴史的状況における哲学的・文

雑誌、放送等）
、限られた数の発信者と多数の受信者、印刷

学的な文脈を越えて、それがやがて文化一般の中に影響し

や放送というメディアに付随する物理的制限（情報伝達の

波及していった様々な様相をも含むものとして理解する。

時間的遅延など） 等々である。それらは批判的思考の内容

「不条理なもの」はどのようにして文化一般の中に浸透

とは直接関係がないが、批判が成立するために不可欠な条

してゆくだろうか？ たとえばサブカルチャーにおける「パ

件だったのである。

ンク」という現象もその一例と考えることができる。一概

これに対してインターネット環境においては、少数の言

に論じることは容易ではないが、1970年代以降ロック音楽

説の場の特権性は失われ、膨大な数の発信者／受信者の間

をはじめ様々な若者文化の中に現れた「パンク」的な心性

不条理なものの力（Power of the Absurd）／吉岡 洋

は、合理的に結びつかない要素の組合せや、ナンセンスで
馬鹿げたイメージをあえてシリアスに取り扱う態度への、

割を持つ。これが啓蒙的モデルである。
それに対して20世紀における「不条理なもの」は、発達

ある種の共感によって結びついていた。それはいわばこの

したテクノロジーを通じて肥大した人間の衝動や欲望それ

世界の「分からなさ」に対する美的判断であり、世界の狂

自体の非合理性、大規模な戦争や虐殺を前にした理性や良

気に抵抗するためにみずからが不条理な存在となろうとす

心の無力さという経験と、強く結びついている。そこでは

る（そのことによって逆説的に正気を保とうとする）気分の共

もはや批判の啓蒙的モデルはそのままでは機能せず、理論

有である。そうした「パンク」的なものはやがてサブカル

は逆説や否定性によって自分自身の伝統的な言語的秩序を

チャーからファッションや広告など、より一般的なポップ

撹乱することを余儀なくされる。これが前衛的なモデルで

カルチャーへも拡散してゆき、現在では私たちを取り巻く

ある。

文化的イメージのレパートリーのひとつとして定着してい
る。

私たちはこうした前衛時代の思想的枠組にいまだに強く
拘束されていると言えるが、20世紀末から21世紀にかけて、

このように、私が「不条理なもの」を取り上げる理由

そこに新たな条件が加わることになった。それは、リアル

のひとつは、それが前衛的な文学や芸術などのハイカル

タイムの地球的情報ネットワークの出現である。今や多く

チャーとポップカルチャーとの両方に同時に属している、

の人はこの膨大な電子的情報の流れを通して様々な出来事

あるいは「不条理なもの」においてハイカルチャーとポッ

を経験するようになり、いわばインターネットそれ自体が

プカルチャーとは重なり合っているように思えるからであ

理性的な把握を越えた存在、新たな「不条理なもの」のイ

る。それは言ってみれば、マルセル・デュシャンの作品『泉

メージとして、
私たちの前に立ちはだかっているのである。

（あるいは噴水）』が、ミュージアムショップで販売される

それをいかにして受け入れることができるだろうか？

携帯ストラップのキャラクターになる、といったことであ

盛んに議論される「シンギュラリティ」とは、データ的

る。つまり前衛的なイメージはポップになることによって、

情報の爆発的増加という恐るべき事態を解釈するための、

ある意味でさらに不条理なものとなるのだが、同時にそれ

不条理な形象のひとつではないかと考えられる。人間のす

は物議をかもすようなものではなくなり、無害な、「かわ

べての精神活動を継承する超人工知能といった形象は、冷

いい」ものとして受け入れられるようになる。

静に考えればバカバカしいの一言に尽きるが、しかしそれ

「不条理なもの」のこうした「ポップ化」は、日本文化
において特に顕在化しており、次章ではそれをひとつの文

は途方もなくバカバカしいからこそ、現代においてはある
リアリティをもって受けとめられるのかもしれない。

化的事例において確認したいと思う。だがその前に、ここ
で不条理なものに関わる思想的な系譜を整理しておきた
い。

4. ゴジラともんじゅ君
私たちは、マスメディアの時代からデジタルメディアの

キリスト教において、「不条理なもの」は信仰の超理性

時代への移行期を生きている。デジタルメディアは私たち

的な性格を言い表していた。この世界において私たちがど

の社会や文化をすっかり変貌させたようにも見えるが（そ

んなに理不尽な経験をしようとも、それは神においては理

してそのように語られることも少なくないが）、実際のところ、

由が存在しており（弁神論）、ただ不完全な人間理性はそ

私たちはデジタルメディア時代のごく初期を生きているに

れを知ることができないだけである。いわば信仰がすべて

過ぎず、基本的な理解や行動の様式は、マスメディアの時

の「不条理なもの」を吸収するのである。

代のそれにまだ根強く絡め取られていると考えられる。

だが啓蒙主義時代において、信仰はもはやそうした吸収

この過渡的な時代において、ポップカルチャーの経験は

力を喪失してゆく。と同時に、人智を超えた悲惨な出来事

どのように変質しつつあるか、また「不条理なもの」はそ

（例えば、1755年のリスボン大地震）は、端的に理性的思考の

の中でどんな姿で現れているのだろうか？ 最後に本章で

及ばない「不条理なもの」として露呈してくる。一方カン

は、それをひとつの具体的事例に即して考えてみたい。そ

トは、理性的思考がその内部に、避けることも解決するこ

の事例とは、世界的に有名な日本の怪獣キャラクターであ

ともできない不合理（「純粋理性のアンチノミー」）を抱えて

る「ゴジラ（あるいは“GODZILLA”）」である。ゴジラは

いるという「スキャンダル」を暴露する。信仰に代わって、

周知のように最初1954年の東宝映画に登場した怪獣である

不条理な自然現象に対しては自然科学が、理性が内部には

が、その後六十数年の間に30作以上の映画作品が作られ、

らむ不条理性に対しては批判的思考が、それを説明する役

私たちの想像的世界の中にしっかりと定着した存在として
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このようにゴジラという怪物の本性に関して、様々な解

共有されていると言える。
「不条理なもの」をめぐる想像力は、近代以前において

釈をすることは可能なのだが、ポップカルチャー的アイコ

は様々な超自然的現象や怪物・妖怪として具体的な形を

ンとしてのゴジラの力は、そのいずれによっても把捉でき

とっていた。ゴジラもまた、それが最初に小笠原諸島の架

ないような不条理な存在であり続け、批評というハイカル

空の島に出現する時には、島の古老が物語る太古の海の怪

チャーを翻弄し続ける点にある。ポップカルチャーの中に

物という民俗学的な文脈で紹介される。だが映画は最初か

無意識の真実を見つけようとする批評的態度を、ポップカ

(6)

ら「水爆が生んだ現代の恐怖」 というふれ込みで、ゴジ

ルチャー自体が撹乱している―このことは、ポップカル

ラが核実験によって巨大化した怪物であることをうたって

チャーについて考察する場合、特に自覚的にならねばなら

おり、また前年のアメリカ映画『原子怪獣現わる』（The

ない点であろう。

Beast from 20,000 Fathoms ） や、
『ゴジラ』公開と同年の

「核」や「太平洋戦争」や「天皇」といったシリアスな

1954年3月に起こった「第五福竜丸事件」の連想もあって、

枠組でゴジラを論じる場合、多くは1954年の最初の『ゴジ

ゴジラは核爆発・核実験そのものの不条理性と強く結びつ

ラ』が特別に重要視され、その後のシリーズはどちらかと

(7)

いうと、初代『ゴジラ』人気に便乗して量産されたジャン

いた存在となった 。
一般にポピュラーなSF映画では、現代の科学技術が産

クとみなされる傾向がある。2016年の『シン・ゴジラ』は

み出す破壊力の恐怖が、怪物の形をとって表現されること

例外であるが、これも「フクシマ」という枠組で解釈され

が多い。けれどもハリウッド映画とは異なって、日本にお

るからであり、そもそも『シン・ゴジラ』という映画自体

けるそうした怪物は両義的な意味を持つ存在となっている

がそうした批評的視点を取り込んだ形で制作された、いわ

点が特徴的である。ゴジラはアメリカの水爆実験によって

ば「メタ」ゴジラ映画だからである（その意味でポップカル

海底での眠りから無理やり目覚めさせられた怪物であり、

チャーとは言い難いかもしれない）
。

その意味では核実験の犠牲者なのだが、一方で自分自身も

ゴジラに関して重要なもうひとつの点は、これがその後

放射能の熱線を吐いて都市を壊滅させる点で、「核」の恐

の日本映画やテレビドラマにおける、着ぐるみによる怪獣

怖そのものでもあるのである。「核」に対するそうしたア

モノの原型となったということである。それはもちろん当

ンビバレントな関係と同時に、やはりゴジラは先に述べた

時の特殊撮影の技術的限界からとられた方法でもあるのだ

ような民俗学的世界への繋がりも失っていない。ゴジラは

が、
同時に、
明らかに人間の役者が演じていることがわかっ

ある意味では20世紀の科学技術とは無関係な「ダイダラ

ていながら、それを異形の怪物として見るという受容のあ

ボッチ」のような地霊でもあるのだ。またゴジラをめぐる

り方にも関わっている。歌舞伎で馬の脚を二人の役者の脚

これまでの評論の中で影響力を持ってきた解釈として、そ

で表現すること、明らかに人間の脚にしか見えないものを

れを太平洋戦争で命を落とした兵士たちの魂、つまり一種

動物に「見立てる」という伝統に近いものがある。現代の

(8)

の集合的な「怨霊」であるとする考え方もある 。
このようにゴジラは様々に解釈することが可能なのであ

SF映画に見られる、CGなどによるイリュージョンを用い
た徹底的なリアリティ志向とは正反対の方向性であるが、

るが、どの解釈がもっとも本当のゴジラを言い当てている

これもまた「コスプレ」などの現象に通じる、日本のポッ

か、などと考えてもあまり意味がないのである。「ゴジラ」

プカルチャーにおける「不条理なもの」の現れ方ではない

という命名がそもそも「ゴリラ」（キングコングのイメージ）

かと私は考えている。

と「クジラ」（海底から来る）との合成であるように、この

見方によっては無意味とも思える点にこそ注目すべきだ

怪物は実際のところ、きわめて短期間にいい加減に構想さ

ろう。ポップカルチャーとしてのゴジラが持つ不条理さの

れたものであり、水爆との繋がりも、たまたま当時大きな

極みは、たとえば1965年の『怪獣大戦争』において、当時

問題になっていた水爆実験をマーケティングのために利用

流行していた赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』のキャラク

したにすぎないとも言える。また、ゴジラを太平洋戦争や

ターであるイヤミのポーズ「シェー」をする場面にみられ

天皇制と結びつけて論じる批評家たちは、東京湾に上陸し

るかもしれない。シリアスなゴジラ解釈者たちからすれば

たゴジラが次々と鉄道やビルを破壊して進むが皇居を襲わ

「ふざけるな」と言われるかもしれないが、
「核」や「戦争」

ないという点に重要性を見出している(9)が、ゴジラが皇居

への連想も引きずりつつナンセンスな振る舞いをする点に

を破壊しない最大の理由は、皇居のような平面的な構造物

こそ、不条理でありかつポップであるような文化的イメー

は破壊しても映像としてインパクトがないからである。

ジの意味があるのではないかと私は考えている。これまで

不条理なものの力（Power of the Absurd）／吉岡 洋

のゴジラ解釈は、いわば日本人の集合的無意識においてゴ
ジラは何を象徴しているのか？ といった問題に集中して
きたが、ポップカルチャーの美学はそれに加えて、ゴジラ
という存在の不条理性そのものにも焦点を当てるべきであ
ろう。
さて今日の文化的風景を見渡してみたとき、ゴジラのよ
うな存在を見出すことは困難である。ゴジラのイメージは
そこら中に溢れているが、そこには「不条理なもの」があ
まり感じられない。「原子力」という主題に関するポップ
化されたイメージとしては、『シン・ゴジラ』ではなくて
むしろ「もんじゅ君」のようなキャラクターの中に、その
系譜を見ることができるかもしれない。「もんじゅ君」と
は、福井県敦賀市にある高速増殖炉「もんじゅ」の名前を
借用したツイッターアカウントであり、またそれを視覚化
したいわゆる「ゆるキャラ」である(10)。ピーク時は10万人
近くのフォロワーを持つツイッターアカウントとして発言
しており、コスプレや書籍などにも展開されたが、書き込
みは2016年頃で停止しているようである。だが「もんじゅ
君」の立場は明確に脱原発であり、ツイート内容も他のネッ
トや書籍における発言も、真面目で啓蒙的なものであって、
ゴジラのような両義性はまったく見られない。原子力発電
所が幼児のようにキャラクター化されていることだけが不
条理といえば不条理だが、それは「かわいい」印象の中に
回収されてしまっている(11)。
「不条理なもの」への感覚は、ポップカルチャーを考え
る上できわめて大切なものだと私は考えている。「不条理
なもの」は、シリアスに解釈されると同時にポップ化され
て流通し、哲学や文学などの伝統的ハイカルチャーとの関
係を保ちつつナンセンスな形象化が行われるという点に、
理性的思考に挑戦し挑発するその力が存しているのであ
る。インターネット環境の中で変容してゆく現代文化にお
いて、
「不条理なもの」がどこに見出されるのかを考察す
ることは、ポップカルチャーの美学にとって重要なテーマ
のひとつとなるであろう。

注釈
(1)「大衆文化」
、
「ポピュラーカルチャー」
、
「ポップカルチャー」等の
呼称があるが、本論では「大衆文化」と「ポピュラーカルチャー」は
同一のものを指し、「ポピュラーカルチャー」と「ポップカルチャー」
とは必要に応じて使い分けるものとする。ここでは使い分けることな
くすべてを含む一般的名称として「ポップカルチャー」を用いている。
(2) 朝霧カフカ・春河 35 によるマンガ作品『文豪ストレイドッグス』
では、日本近代文学中の有名作家たちがキャラクター化され、それぞ
れの作品にちなむ「異能」を備えてバトルを繰り広げる。また、これ
よりも作家たちの実際の関係に忠実な作品には清家雪子『月に吠えら
んねぇ』がある。

(3) 実在する日本の刀剣をキャラクター化したゲーム『刀剣乱舞』に
よって、それまで刀剣そのものにはほとんど関心を示さなかった若い
女性たちが刀剣の展示に押し寄せる、といった現象。
(4) テオドール・W・アドルノ『美の理論』（大久保健二訳、河出書房
新社、1985 年）
(5)『判断力批判』第一部は近代美学の基本文献とみなされているが、
そこでカントが述べていてるのは、美の学というものは原理的にあり
えず、美のクリティーク（批判＝批評）だけがあるということである。
(6)『ゴジラ』（1954 年）の予告編における謳い文句。
(7) 原 爆 や 原 子 炉 事 故 を も 含 む「 核 」 と 文 化 的 イ メ ー ジ と の 関 係
に つ い て は、 以 下 の 論 考 を 参 照。Hiroshi Yoshioka,“Hiroshima,
Fukushima, and Beyond: Borders and Transgressions in Nuclear
Imagination”in Border Thinking: Disassembling Histories of Racialized
Violence, Marina Grznic (ed.), Academy of Fine Arts Vienna/
Sternberg Press, 2018.
(8) 最初にこの説を唱えたのは川本三郎の論考「ゴジラはなぜ暗いの
か？」（『新劇』、白水社、1983 年）である。岩波現代文庫『いまひと
たびの戦後日本映画』（1994 年）所収。
(9) 赤坂憲雄、加藤典洋、笠井潔はこのことをめぐって議論を展開し
ている。
(10)「もんじゅ」の由来である文殊菩薩のイメージと、原子炉である「も
んじゅ」の建物のイメージが組み合わされ、幼児のような姿で描かれ
ている。
(11) 原子力と無垢な子供のイメージを重ね合わせることについて
は、次の小論で論じた。吉岡洋「原子のイノセンス」（『living will』01
「KOSUGI+ANDO, Sleepless babies 眠れぬ子らのために」、ギャラ
リー 16、2017 年）
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が、
「よさこい系＝ヤンキー」というイメージである（斎
藤ほか2014）。このイメージは、一時期流行したマイルドヤ

ンキー論などとあいまって、いまだに広く流通している。
しかしわたしは、このイメージにより、よさこい系祭りが
他の文化現象と（見かけの相違にもかからわず）共有してい

ポップカルチャーとしての
よさこい系

ると思われる拡がりが見えにくくなっているのではないか
と考えている。その拡がりとは、よさこい系祭りと「ポッ
プカルチャー」とのつながりから見えてくる拡がり、
である。
かつてわたしは、ごく基本的なYOSAKOIソーランの振

秋庭史典

りとポピュラー音楽におけるダンスとの連続性について、
両者が共有するプラットフォーム性の観点から、簡単な指

名古屋大学大学院情報学研究科
准教授

摘を行ったことがある（秋庭2017）。今回は、現在のよさこ
い系について、特にその衣装と音楽がポップカルチャーと
有するつながりを示し、よさこい系をポップカルチャーの
視点から見ることの意義について手短に考察することにし
たい。以下まず、よさこい系についての一般的イメージを
整理する。次に、そのなかでも根強い、よさこい系＝ヤン
キー文化説を紹介する。その後、現在実際によさこい系祭

1. はじめに

りに参加しているチームの演舞の衣装と音楽の実像を確認

本稿が取り上げるのは、いわゆる「よさこい系」の踊り

することで、よさこい系がヤンキー文化論に必ずしも回収

である。周知のようにそれは、高知市の「よさこい祭り」

されないことを述べる。最後に、よさこい系がヤンキー文

（1954年～現在）に始まり、
札幌の「YOSAKOIソーラン祭り」

化以外の文化現象、すなわち日本のポップカルチャーと共

（1992年～現在）を経て、全国に広がっていった「よさこい

有する特徴について確認していく。

系」祭りで披露される踊りのことを指している。この「よ
さこい系」祭りならびに踊りについては、すでに地域研究・
人類学研究などさまざまな領域から多くの研究がある（内

2. よさこい系祭りならびに踊りに対する
一般的イメージ

田2003、2008、矢島2015ほか多数）。そのピークは2000年代の

よさこい系祭りについて一般の方が抱くであろうイメー

半ばであり、いまではかつての勢いが失われたとも言われ

ジが、札幌のYOSAKOIソーランを題材にした田丸久深氏

ている。しかし逆にそれは、この祭りそしてそこでの踊り

の小説に登場する。一部を整理すると次のようなものであ

が各地域に定着し、目新しいものではなくなると同時に各

る。

地で独自の進展を遂げていることを暗示してもいる。たと
えば、名古屋市を中心に開催されている「にっぽんど真ん

・高知のルールを再利用しているにすぎない。

中祭り」（通称「どまつり」1999年～現在）は、2018年に20年

・お祭りではなく、ダンスコンテストである。

目を迎えたすでに長い歴史を有する祭りであり、その記念

・参加費が必要であったり、観覧席が有料であったりする

すべき第20回大会で大賞を受賞したチーム「kagura」は、

など、商業色が強い。

そもそも（高知でも札幌でもなく名古屋の）「どまつりで」勝

・踊り子のマナーが悪い。

つことを目標に結成された名古屋市のチームである。また

・化粧や衣装に品がない。ヤンキーのようである。

その受賞演舞には、高知とも札幌とも異なる独自の様式美、

・騒音がひどい。どこか別の場所でやってほしい。

すなわち豪華絢爛な尾張徳川家的なもの（「どまつり性」と
（注１）

呼ばれる各地域文化に根差した性格）が色濃く表れている

。

このような定着と進展にもかかわらず、一般に広まって

・群れたら強いと思っている踊り子が不快である。
（田丸2017, pp.58-59を参照のこと。表現は大幅に変更しているこ
とをお断りしておく。
）

いる「よさこい系」祭り、あるいは「よさこい系」踊りに
対するイメージは、旧態依然としたものである。その代表

小説全体では、このような批判を乗り越え主人公が成長

ポップカルチャーとしてのよさこい系／秋庭史典

していく物語が描かれているので、その点は、くれぐれも

「騒音がひどい」という批判は、
（4）で観光化・大規模化

誤解しないでいただきたい。が、著者があえてこうした批

した段階に対応している。そして、「ヤンキーのようであ

判を盛り込んだのは、実際にそうした意見がしばしば聞か

る」という批判は、（3）の新しい共同体の成立段階につい

れるからであると思われる。この批判のなかにも、「ヤン

て言われているのだと考えられる。同じ共同体に属する者

キーのようである」という批判が含まれている。

が揃って
「品のない化粧や衣装」
を身にまとうことで
「群れ」

しかし、こうした批判が妥当なものかどうかは、確認し

と化し、他の人々から浮いた存在になっている、と。した

てみなければわからない。そこでまず、過去から現在に至

がって、上記のいくつかの批判は、ある程度的を射たもの

る「よさこい系」祭りの発展過程をあらためて整理し、そ

であると考えてよいだろう。次章では、ここで「品のない

の妥当性を手短に検討してみたい。その発展過程を整理し

化粧や衣装」という評言とともに持ち出されたヤンキーイ

たものが、次の図１である。

メージについて検討してみよう。

図1

3. よさこい系祭り＝ヤンキー文化？

よさこい系祭りの発展過程の整理（秋庭による）

先の小説にも見られたように、よさこい系祭りをヤン
キー文化と結びつける発想は、いまでも多く見られる。鞆
の浦ミュージアムで開催された展覧会を基にした書籍『ヤ
ンキー人類学』（斎藤ほか2014）では、いわゆるデコトラや、
ド派手な衣装を身にまとった青年たちと並んで、札幌の
「YOSAKOIソーラン祭り」で今も活躍し全国でも著名な
ダンスチームの演舞写真も掲げられ、その化粧や衣装もま
た「バッドセンスの美学」という見出しのもと、一括りに
されているように見える。もちろん同書は、ヤンキー文化
を否定するものではなく、社会的規制の「突破者」とみな
して肯定的に評価する立場から編集されているのだが、大
図1は、現在よさこい系祭りと呼ばれているものを、４
つのコードの積層過程として整理し図式化したものであ
る。
（2）のよさこい系祭りのコードが作成されるにあたり、

多数のよさこい系踊り実践者にとってこの括りは不本意だ
ろう。
では、よさこい系祭りで用いられる音楽についてはどう

起源としてのコード（1）が要請される。やがて（2）がベー

だろうか。先の小説では「騒音」と言われていたが、
『ヤ

スになり、伝統的な祭りが依拠する地縁・血縁的共同体で

ンキー人類学』のなかで、ヤンキー的な音楽について美学

はない（また企業を基にした社縁でもない）、新しい祭り

の立場から分析を行っているのが、音楽美学者の増田聡で

を通した「選択縁」「機会縁」と呼ばれる結びつきを基に

ある。増田は、斎藤環が『世界が土曜の夜の夢なら』で論

して、新しい共同体が成立していく。それが、
（3）の段階で

（pp.62-63）
じた「ヤンキー系音楽にうかがえる美学的特性」

ある。そのようにして成立したたくさんの新しい共同体に

を、次のように紹介している。

基づくチームが集まり祭りが大規模化すると、（3）をベー
スにして、
（4）の観光化が生じていく。観光化を通して地

（1）音楽性よりも（アーティストの）スタイルが先行する。

域が活性化されるとともに、一層のフェスティバル化が進

フェイクやパロディを恐れず、「シャレ」と「マジ」の境

むのがこの段階である。この段階ではまた、行政や地元テ

目が曖昧になりやすい。

レビ局などのメディアからの援助を受け、さらなる商業化
が進んで行くことになる。

（2）雑食性。ロックンロールからパンク、メタルまで、あ
らゆるジャンルを取り込む。

こうして整理してみると、さきほど引用した批判のいく

（3）そのジャンルの中で突出した成功をおさめてしまう程

つかは、この発展過程に対応したものであることが見てと

度の適応力。
「作品の音楽的達成」ではなく、
「商品の商業

れる。たとえば、「高知のルールを再利用している」とい

的成功」を指向する。

う批判は、各地のよさこい系祭りが、（2）のコードを再利

（4）楽曲について「機能的」であるということ。（気分を）

用して成立した段階に対応しているし、「商業色が強い」

「アゲる」
、あるいは笑わせる、感傷に浸らせるなど、それ
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ぞれのシーンに合わせて感情を操作するためのはっきりし
た方向性をもっている。

リート上にひとつの色面をつくることができる。
（2）その色面を利用して、たとえば、現在踊られている場

（5）楽曲における「自己投影」の希薄さ。アーティスト自

面がいつなのか（昼なのか、夜なのか）、楽しい場面なのか

身の「実存」が反映されず、また政治性も希薄である。

悲しい場面なのか、また踊りの舞台となっているのが山な

（斎藤ほか2014, p.140）

のか海なのか町なのか、などを、無言のうちに表すことが
できる。衣装そのものが一種の舞台美術になるのである。

たしかにそういうところもある。（2）の雑食性について言

（3）また、和風の衣装には、さまざまな文様を描くことが

えば、よく知られているように、よさこい系祭りの音楽に

できるが、古来その文様には数々の定型的意味が載せられ

ついては「地域の民謡の一部を取り入れること」という極

ているため、その文様に何を選ぶかによって、踊り手の性

めてゆるやかなルールしかないため、あるチームはラップ

格や、現在踊られている場面がどのような場面なのかを伝

のような音楽で踊り、また他のチームはヘヴィメタルのよ

えることができる。衣装そのものが一種の言語あるいはせ

うな音楽で踊り、さらに他のチームはアニソンのような音

りふとして機能するのである。

楽で踊ることが可能である。そればかりか、ひとつのチー

（4）さらに、踊りとともに揺れながら袖が立てる「バサッ」

ムのひとつの演舞曲のなかでさえ、たとえば、序奏はクラ

という大きな音は、一種のパーカッションのように機能す

シカル、Aメロはユーロビート調、Bメロは和風でサビは

る。それだけでなく、
多数の袖が同じ方向に揺れるさまは、

アニソン風という、文字通りの雑食化が可能である。なぜ

踊りに視覚的なリズムをもたらすことができる。

ならよさこいの音楽は、（4）で言う、それぞれのシーンを

（5）副次的効果としては、決してプロフェッショナルでは

効果的・機能的に感情操作し、舞台を盛り上げることので

ない踊り手の技術的巧拙や体形の違い（技術については本来

きるジャンルであれば、どんな音楽ジャンルであろうと用

伸ばすべきところ伸びきっていない腕、体形については腕の細

いる、つまり折衷もいとわないからである。したがって、
（5）

い・太い、など）を隠してくれる。

で言うように、そこに「実存」は賭けられていない。それ

つまり、踊り手が4分程度の短い時間のあいだに、踊り

よりも、（2）で言うように、成功することが重要なのだ。

の内容を観客に効果的に伝えるためにこそ、和風の衣装が

では、よさこい系祭り、そこでの音楽もまたヤンキー文化

選ばれているのである。和風の衣装は、「和」ということ

の一部でしかないのであろうか？

ばのもつヤンキー的な含意に尽きるものではないのであ
る。

4. よさこい系はヤンキー文化論には
回収されない

品のない化粧についてはどうであろうか。サッカーなど
のスポーツ観戦者が行うフェイスペイントにも同様のもの

この章では、先の二章で取り上げた批判が、必ずしもあ

は見られるため、この批判は必ずしもよさこい系だけに当

たっていないことを示したい。
まず、
衣装から考えていこう。

てはまるものではないように思うが、今回は取り扱わない

4.1 衣装について

こととする。

すでに述べたように、よさこい系踊りに使用される衣装
は、バッドセンスの美学に属する品のないものである、と

4.2 音楽について
次に、音楽について検討する。すでに述べたように、よ

の批判を受けていた。果たしてそうであろうか。たしかに、

さこい系祭りで踊りのために使用される音楽は、ジャンル

よさこい系祭りで見られる衣装には、そうとしか言いよう

を問わず、感情を操作し会場を盛り上げるという機能さえ

のないものも存在する。しかし、もしヤンキー風の衣装と

果たすならどんな折衷でも受けいれるという雑食性の強い

いう印象が、衣装がたんに「和」風であることから来てい

もので、
それゆえに己の実存よりも現実的な成功を目指す、

るのであれば、よさこい系踊りの衣装には弁護の余地があ

という点で、ヤンキー的音楽の特徴を共有しているように

る。

見える。しかし、果たしてどうだろうか。

というのも、よさこい系祭りで踊るチームが和風の衣装

というのも、ここで挙げられているヤンキー的音楽の特

を身にまとっているのには、明確な理由があるからである。

徴は、ヤンキー音楽に限らず、ポピュラーカルチャーに

それは、和風の衣装がもつ次のような利点による。

おける音楽一般に通じる特徴であるとも言えるからであ

（1）踊り手たちが一斉に腕を広げる際、和風の衣装に特有

る。ゲーム音楽であろうと、劇伴と呼ばれるBGMであろ

の大きくふくらんだ袖のおかげで、舞台上あるいはスト

うと、アニメのオープニング曲であろうと、ポピュラーカ

ポップカルチャーとしてのよさこい系／秋庭史典

ルチャーにおける音楽は、おそらく同様の特徴―すなわち、

して説明できるのではないか、というのがわたしの考えで

現実に成功するためならどんなジャンルでも雑食的に用い

ある。

て聴取者の感情を操作する―を備えているだろう。なぜな

以下、よさこい系踊りにおける衣装が、ゲーム・アイド

ら、ポピュラーカルチャーにおける音楽は、短時間のうち

ル・コスチューム、そしてアニメーションといった日本の

に視聴者の心を掴み、商品の特徴を伝えるために制作され

ポップカルチャーと取り結んでいる関係について手短に述

るからである。よさこい演舞よりもはるかに短い90秒足ら

べる。4分足らずという短い演舞時間のなかで、踊りが伝

ずで視聴者の心を掴まなければならないアニメのオープニ

えようとする地域文化を観客と共有するために、一見よさ

ング曲が、その代表だろう。この意味で、よさこい音楽は、

こい系祭りとは無縁なポップカルチャーにおける記号作用

ヤンキー的音楽ではなく、ポピュラーカルチャーにおける

と同じ手法が、よさこい系踊りの衣装でも利用されている

音楽とその特徴を共有している、ということもできるので

ことを確認する。

ある。それは、先に述べたよさこいの衣装が、短時間のう

まず、マトリクス的発想から確認していきたい。マトリ

ちに演舞内容を伝えるために「和」の衣装を選んでいると

クス的発想とは、『コスチューム・マトリクス』（両角＆み

いうのと、同じ理由による。よさこい系祭りにおける音楽

ずな2015）に見られるように、ある文化領域の衣装に起源

もまた、ヤンキー美学だけに回収されるものではないので

をもつアイテムと別の文化領域の衣装に起源をもつアイテ

ある。

ムとを掛け合わせて新しいアイテムを生み出す発想のこと
である。たとえば、和服に起源をもつ「袴」と、アナログ・

5. ポップカルチャーから

スチームパンクに起源をもつ
「メカ」
とを掛け合わせて、
「袴

よさこい系祭りを見る

×メカ」という特性を有する衣装を生み出し、それを身に

以上の手短な考察から、少なくとも、よさこい系祭りな

まとうキャラクターを創出するのである。或る領域の分か

らびによさこい系祭りにおける踊りの衣装と音楽は、一般

りやすい記号と、別の領域の分かりやすい記号とを掛け合

に言われているのと異なり、ヤンキー文化だけには回収さ

わせ、初めて見るけれどもすぐにその特性が理解されるよ

れない側面を持つことを示唆できたと考える。と同時に、

うな記号を生み出す手法である。

まずは音楽について、それがポピュラーカルチャーと有す

こうした記号作用は、
いわゆるデータベース消費として、

る関連も、見えてきたのである。本章では、この方向をさ

すでにわれわれにはよく知られたものかもしれないが、よ

らに進めて、衣装とポップカルチャーとの関連について考

さこい系祭りの衣装も、コスチューム・マトリクスと同様

察することとしたい。

の、記号化されたアイテムの選択と組み合わせによって決

その前に、すでに他所でも述べたことだが（秋庭2017）、

定されている。よさこい系祭りの演舞では、物語の進行に

あらためて本稿で言うポップカルチャーとは何かを説明し

あわせて、何度も衣装を変化させる必要がある。そのため

ておきたい。さまざまな説明が可能であり、これが唯一と

踊り手の衣装は、効率よく着脱したり、裏返したりする。

いうつもりは毛頭ないが、ここで言うポップカルチャーは、

それにより、ダンサーのキャラクターを変化させ、演舞全

ネットワークメディアをその主たるサイトとして、受容者

体の印象を大きく変えることができる。そのために、専門

＝共創者が、アニメ・ゲーム・アイドル・観光といった既

の衣装制作会社が存在し、ウェブサイトにおいて、コス

存の文化産業から、オン／オフライン両方のルートを通じ

チューム・マトリクスと同様、各種アイテムと、その組み

て吸収したさまざまなアイテムを換骨奪胎しながら練り上

合わせを提案している（一例として参考URL）。すべてのチー

げた成果を、劇場・地域社会（各種ツーリズムやコスプレ）

ムがこうした制作会社を利用しているわけではないが、そ

といったリアルサイトで爆発させたり、写真・動画投稿サ

の基本にある、アイテム選択と組み合わせという発想自体

イトその他のソーシャルメディアにおいて交換したりコメ

は、よさこい系祭りに出場するの多くのチームに共有され

ントをつけあったりすることから成り立っている文化現象

ている。

である。どのようなものであれ（たとえ特定のジャンルにお

次に、こうしたアイテム選択と新しい組み合わせによっ

いては過去にぞくするものでさえ）、こうした流れ、すなわち

て生まれる個々の衣装ではなく、そうした衣装をまるごと

ポップカルチャー・ワールドのなかに置かれれば、ポップ

取り換えることによってキャラクターの性格を一新する方

カルチャー化する、と考えられる。よさこい系祭りも、そ

法について確認しておきたい。たとえば、複数の人物から

うした文化現象と並ぶ、もうひとつの受容＝共創の現場と

なる複数のユニットを主人公にしたアイドルゲームのこと
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を考えてみる。そこでは、同じ人物や同じユニットが、あ

に考えることは、よさこい系祭りを、特殊な人たちが行う

るときはサーカス練習着、あるときは流鏑馬、またあると

特殊な出来事ではなく、現在さまざまなところで生じてい

きは絵巻風、さらにはエージェント、ミリタリー風、学生

る文化現象のひとつとして、より大きな拡がりのなかで考

服、等々、古今東西のありとあらゆる衣装をまとって登場

察することを可能にする。第二に、そのように考えること

する。もちろんそれぞれの衣装が、さきにあげたスチーム

で、ピークはとうに過ぎたと言われながら、よさこい系祭

パンクと和のマリアージュと同様に、他の文化領域と混淆

りとそこでの踊りが、各地で現在までしっかりと続いてい

されたものであることは言うまでもない。がしかし、繰り

ることの理由のひとつが見えてくるのでないだろうか。よ

返しになるが、この場合重要なのは、同じキャラクターに

さこい系祭りのピークは2000年代半ば頃と言われている

新たな息吹を吹き込むために、衣装のテーマをまるごと取

ことは冒頭で述べた。その2000年代半ばに登場してきたの

り換えることの方である。

が、各種のソーシャルメディア・ネットワーク（サービス）

こうした衣装の取り換えは、よさこい系祭りならびに踊

である。あくまで推測だが、もともとよさこい系祭りなら

りにおいても、容易に見られるものである。同じチームが、

びによさこい系踊りが持っていた「受容者＝共創者」の文

ある年は絵巻風に、またある年はミリタリー風で登場する

化がSNSの登場により加速され、マスメディアからは見え

ことも、それほど珍しくはない。その都度そのチームが伝

にくい場所で生き続けているのではないかと考えられる。

えようとするテーマ、地域文化に根差したテーマにふさわ

「ポップカルチャー・ワールド」とは、よさこい系のみな

しい衣装が選ばれるのである。それは、アイドルゲームに

らず他の現象に対しても、同様のことを明らかにするだけ

登場する多数のユニットが、上で述べたような衣装替えを

の力をもつ考え方であると思われるが、それはまた別の課

次々に行うことと同様である。

題である。

このように、よさこい系祭りに参加する踊り手は、意識
するとしないとにかかわらず、こうしたアニメ・ゲーム・
アイドル・映画といった既存の文化産業から、オン／オフ
ライン両方のルートを通じて吸収したさまざまなアイテム
を換骨奪胎しながら、自分たちの演舞が伝えようとする内
容にふさわしいアイテムを組み合わせた衣装や音楽を練り
上げていると考えられるだろう。そして彼らは、その成果
を、各地域のよさこい系祭りという地域社会における劇場
空間のなかで爆発させ、その爆発の成果を写真・動画投稿
サイトその他のソーシャルメディアにおいて交換したりコ
メントをつけあったりすることで次のよさこい系踊りを生
み出しているのであり、彼らもまた受容者＝共創者の位置
にある。この意味においては、彼らはまぎれもなく、ポッ
プカルチャー・ワールドのなかにいるのである。

6. おわりに
―「ポップカルチャー・ワールド」から
見ることの意義
以上、ごく簡単にではあるが、よさこい系祭り、ならび
によさこい系の踊りが、ヤンキー文化に回収されるもので
はなく、ポピュラーカルチャーさらにはポップカルチャー
と呼ばれるものとのつながりを有すると考えられる可能性
のあることを確認してきた。最後に、よさこい系祭りを
ポップカルチャー・ワールドとの関連で考えることの意義
を述べて、本稿を閉じることとしたい。第一に、そのよう
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1999年6月にベータ版がリリースされると、瞬く間に多く
のプレイヤーに受け入れられた。2000年に二人はバルブ社
に雇用され、同ゲームの版権は同社に買い取られた。それ
により『カウンターストライク』はバルブ社の正規ブラン

プレイバー論の射程
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ドとなって同社に利益をもたらしてきた。キュックリッヒ
によれば、この成功譚の背後には、大企業が「参加型文化
図 1 『ハーフライフ』パッケージ

立命館大学大学院先端総合学術研究科
教授

図 2 『ハーフライフ』プレイ画面

（1）プレイバー論の前提
─ハッカー倫理と
ポストフォーディズム的労働
「プレイバー（playbour）」とは、ユリアン・キュックリッ
ヒの論文「プレカリアスなプレイバー─モッダーとデジ
タルゲーム産業」（2005年） に初めて登場した比較的新し
い造語である。この論文は、モッド（モディフィケーション
の短縮形で、ゲームを改造・変更すること）の制作者に焦点を

図 3 『カウンターストライク』パッケージ

当て、昨今のデジタルゲーム産業では遊び（play）と労働
（labour）の境界が曖昧になっており、その結果プレイヤー
側の創造的活動が「無償労働」として産業側に搾取されて
いることを批判的に指摘したものである。
「無償労働の一形態としてのモディングの不安定（プレ
カリアス）な地位は、モディングが余暇活動であり、端的

には遊びの延長であるという感覚によって覆い隠されてい
る。ここから以下の事実に注意が向く。娯楽産業において
仕事と遊びの関係が変わりつつあり、「プレイバー」とで
も呼べるようなハイブリッドな形態が出現しつつある、と
いう事実に。」（註1）
キュックリッヒが取りあげた事例は、『ハーフライフ
（Half-Life）
（バルブ・ソフトウェア、
1998年）というFPS（ファー
』
ストパーソン・シューティングゲーム）のモッドとして作ら

れた『カウンターストライク（Counter-Strike）』である（図
1 ～図4）
。『カウンターストライク』はミン・リーとジェス・

クリフという二人の学生プログラマーによって開発され、

図 4 『カウンターストライク』プレイ画面
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というイデオロギー」を巧みに利用してプレイヤーを搾取

後」の時代にどう組み込まれているのかを考察した、ゲー

する構造が存在する。

ムスタディーズの中でも稀有な著作である。
レギュラシオン学派の理論に従えば、生産における標準

キュックリッヒの議論はまた後で詳細に検討するとし

化と規格化、および生産性に比例した高賃金（インデック

て、ここではまずモッダーのプレカリアス労働の問題を、

ス賃金）を通じて、大量生産・大量消費の蓄積体制が実現

より広範な視野のもとで捉えてみたい。というのも、デジ

したのが「フォーディズム」の時代だった。そして、その

タルゲーム産業に限らず、現代の情報技術（IT）環境の中

時代の「商品（コモディティ） 形態の理想型」は「標準化

で、労働と遊びの境界が薄れつつあるという指摘は、これ

された住居と車」であった。すなわちそこでは、単に生産

までにもなされてきたからだ。そうした指摘は、1980年代

と消費だけでなく、人々の価値観や社会的プラクティスま

から社会的に認知されはじめた、いわゆる「ハッカー」の

でもが、自家用車と郊外の住宅を中心に回っていたのだ。

存在とともに出現した。

さてそれに対して、脱産業化と情報資本主義を特徴とする

ペッカ・ヒマネンは『ハッカー倫理と情報時代の精神』
（2001年）で、ハッカーは、これまでのわれわれの労働観を

「ポストフォーディズム」
の時代における理想的
「商品形態」
は何か。著者たちによれば、それがゲームである。

根本から覆す、新たな労働倫理をもつと説いた。言うまで

「われわれは、ポストフォーディズムの商品の理想型に

もなく、この書のタイトルはマックス・ヴェーバーの『プ

ついての［マーティン・］リーの指定を満たすのはインタ

ロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』（1904 ～ 05

ラクティブなゲームだと言いたい。それは、ポストフォー

（註2）

。ヒマネンによると、ただひた

ディズム的な労働の再組織化の中心に位置するコンピュー

すら自らの興味関心や快楽にしたがって活動しながら、と

タ技術によって生み出されたものだ。生産面では、デジタ

きに莫大な金銭を稼ぎ出すハッカーの労働倫理は、空間お

ル職人やネット奴隷の若い労働力を動員するゲーム開発

よび時間の両面で「仕事」と「余暇」の領域を厳格に区別

が、ポストフォーディズム的企業経営と労働の新形態の典

してきたプロテスタンティズムのそれとは相容れない。な

型例となる。また消費面では、ビデオゲームが、流動的で

お、ヒマネンがモデルにするハッカーは、リナックスの生

経験的で電子的な商品によってドメスティックな空間と時

みの親リーナス・トーバルズであり、彼はこの書に序文を

間を満たそうとするポストフォーディズムの傾向を見事に

寄せている（ヒマネンとトーバルズはどちらもフィンランド人

例証する。
」（註4）

年）をもじったものだ

である）。トーバルズはその序文で、ハッカーとは「コン

著者たちによれば、ゲーム開発がポストフォーディズム

ピュータを生存のために使用する人」であるという定義を

的労働の典型例となりえている最大の要因は、楽しみなが

示す

（註3）

。この「生存」の語が、従来的な仕事と余暇の区

ら進められるゲーム制作においては、仕事と遊びの区別が

別を無効にするものであることは言うまでもない。ハッ

とりわけ希薄であるからだ。むろんそれは、ゲーム産業側

カーにとってコンピュータとインターネットは、社会との

が演出する「ヒップな自己イメージ」に過ぎないことも忘

唯一の接点であり、また同時に無二の娯楽でもあるのだ。

れてはならない。ゲーム雑誌やジャーナリズムは、つまら

ヒマネンのハッカー論は、デジタルゲーム産業やその周

ない仕事なんてくそくらえだ、と言わんばかりに、遊ぶよ

辺にスポットを当ててはいなかった。しかし仕事と余暇、

うにして大金を稼ぐゲーム業界のスタークリエイターの

または生産（者）と消費（者）の区別が、他のＩＴ産業と

華々しい活躍を読者に繰り返し印象づける。それを真に受

比べてもより曖昧であるデジタルゲーム産業の特殊性を、

けた多くの若者が、この業界に吸い寄せられていく。

レギュラシオン学派（フランスの経済学の一派）が提唱する

だがそのようなイメージとは裏腹に、ゲーム開発者が置

「ポストフォーディズム」の議論に接続する試みが、彼の

かれている労働環境は厳しい。著者たちは任天堂を例に

ハッカー論の同時代に登場していた。ステファン・クライ

とってそれを説明する（註5）。任天堂では、山内溥社長（当

ン、ニック・ダイアー＝ウィザフォード、グレイグ・デ・

時 ）の方針のもと、
「研究開発（R & D）」チームが「大部

ピューターの共著『デジタル・プレイ─技術、文化、マー

屋」方式でゲーム開発を行っている。各部署を隔てる空間

（2003年）がそれである。この書は、
ケティングの相互作用』

的障壁は取り除かれ、ソフトウェアとハードウェアの専門

その副題に示唆される通り、技術革新、文化的多様化、そ

家が一つの空間で顔を合わせて仕事ができる環境が実現し

してグローバル化した大量消費という「三つの回路」の統

ている。組織の非効率性は最小化され、組織よりも個人、

合的分析を通じて、デジタルゲームが「フォーディズム以

協調性のある者よりも変わり者、頑張りもくつろぎを尊重
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する経営がなされている。しかしその反面で、チーム同士

─モッドは、『ドゥーム（DOOM）』（1993年）の開発元イ

の競争や、完成品に対する評価のプロセスは熾烈を極める。

ド・ソフトウェアが、1997年に同ゲームのソースコードを

山内本人が一つ一つの製品に個人的に注意を向けているた

公開したときに始まる。これによってファンが
『ドゥーム』

め、商品化のためには社長に気に入ってもらわなければな

を自由に改造することが可能になったが、そのためには

らない。社長に怒鳴られて数ヶ月の努力が一瞬で水の泡、

同ゲームの正規品（フリーウェア版ではなく登録版）がコン

というケースも珍しくない。これが世界でもっとも成功し

ピュータにインストールされている必要があった。そのた

ているゲーム企業の実情なのだ。

め多くの人々が、モッドを作ることを目的にして『ドゥー
ム』を購入した。こうしてモッダーは最初から企業に囲い

（2）プレカリアス労働としてのモディング
プレイバーの概念が提唱される以前から、ハッカーの世
界やデジタルゲーム産業の中で仕事と遊びの境目が消滅し

込まれたのであった。このことを、ワグナー・ジェームズ・
アウは「モッドの勝利」（2002年） というブログ記事で次
のように表現している。

つつあるという指摘や、それが労働者にもたらす結果への

「このコミュニティの［規約違反に対する］自己警備の

問題意識は、存在していた。そのことを前章でみた。それ

伝統は、イドとその最良のファンとの間に結束を創り出し

ではモッダーのプレカリアス労働は、それまでの同種の議

たが、それはさらに企業に商業的恩恵ももたらした。ファ

論に対して、いかなる論点を付け加えるのか。

ンが創作した無料コンテンツが今や入手可能となったの

モッドの起源は古い。しばしば指摘されるように、第二
次世界大戦をテーマにしたアップルⅡのゲーム『キャッス

に、
そのすべてを楽しむには、
初めにイドとアポジーに「お
布施」を支払わなくてはならなかったのだ。
」（註7）

（ミューズ・
ル・ウルフェンシュタイン（Castle Wolfenstein）』

それでは具体的には、モッドは企業にどのような商業的

ソフトウェア、1981年）をファンが自分たちで改造し、敵の

恩恵をもたらすのか。キュックリッヒは『カウンタースト

ナチス兵をテレビアニメ『スマーフ』のキャラクターで置

ライク』とバルブ社を例にとって、それを五つに整理して

き換えた『キャッスル・スマーフェンシュタイン（Castle

いる。

Smurfenstein）』（1983年） なる作品が、グラフィックとテ

第一に、企業は手間や費用をかけずにブランドを立ち上

キストを入れ替えることで既存のゲームを別のゲームへと

げることができる。
『カウンターストライク』は、
モッダー

転換した最初の事例である（図5 ～図8）。作者の二人はい

とプレイヤーが主体となって流行させて有名にした。一度

（註6）

。だが今日的な意味での─

ブランドが確立すれば、
その後売り続けるのは容易だ。マー

すなわちファンの創作が企業の利益につながる仕組みでの

ケティングのためのコストがかからないこと自体が大きな

ずれも10代の若者だった

図 5 『キャッスル・ウルフェンシュタイン』
タイトル画面

図 6 『キャッスル・ウルフェンシュタイン』
プレイ画面

図 7 『キャッスル・スマーフェンシュタイン』 図 8 『キャッスル・スマーフェンシュタイン』
タイトル画面
プレイ画面
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資産といえる。第二に、モッドはゲームの寿命を延ばして
くれる。
『ハーフライフ』オリジナル版の発売から四年が
経った2002年に『ハーフライフ：ジェネレーション』が発

構成する。
（1）モディングは遊びや仕事という伝統的概念に適合しな
い。

売された。これはオリジナル版に二つのアドオンと二つの

（2）モッダーは自分たちの創作物を「所有」することがで

モッド─そのうち一つは『カウンターストライク』であ

きない。ゲームや開発ツールをインストールする際に─

る─をバンドルして再発売したものであるが、注目すべ

半ば自動的に「同意」を迫られることで─結ばされるソ

きは、古くなったゲームによくある廉価版（サービス価格）

フトウェア使用許諾契約（EULA） によって、最初から知

ではなく正規価格で発売されたことだ。ゲームの平均寿命

的財産権を奪われているからだ。

はおよそ半年と言われていることを考えれば、これはきわ

（3）モッダーは、自分たちの活動から生じる経済的・法的

めて異例だ。第三に、モッドは顧客ロイヤリティを高める。

リスクを全面的に負っている。これもソフトウェア使用許

バルブ社がモッダーのコミュニティをサポートしたため、

諾契約に記載されている通りだ。

同社の一挙一動をオンラインでフォローするカルト的ファ

（4） ゲ ー ム 産 業 は「 コ ミ ュ ニ テ ィ の 感 覚（sense of

ンが急増した。第四に、モディングはデジタルゲーム産業

community）」を利用してモッダーの無償奉仕を動機づけ

におけるイノベーションの重要な源泉となる。モッダーの

ている。それは偽装されたイデオロギーの一種だ（註8）。

創作が企業側の開発者に新たな着想をもたらすだけでな
く、企業はモッダーのコミュニティを「テストマーケティ
ング」の場として使い、自らのアイデアを低リスクで実装

（3）「無形労働」としてのプレイバー
ティツィアーナ・テッラノーヴァは、早くも2000年の時

（2004年）
することができる。バルブ社が『ハーフライフ2』

点で、現代のデジタル・エコノミーがインターネット上の

の目玉として新しい物理エンジンの搭載を決定できた理由

「無償労働（free labour）」に支えられていることを指摘し

の一つには、モッダーが前作のエンジンをフルに活用して、

ていた（註9）。そこでの無償労働とは、ウェブサイト構築や

重力や摩擦の変化など基礎的物理の実験を行っていたこと

ソフトウェアパッケージの改変、メーリングリストへの参

にあった。第五に、ゲーム企業はモッダーのコミュニティ

加、MUD（マルチユーザーダンジョン） での仮想空間の構

を潜在的なリクルートの場として使うことができる。モッ

築などを指す。今日ではそこにSNSでのライフログの公開

ダーのコミュニティから目に付くプログラマーや３Ｄアー

やYouTubeでの動画投稿、インスタグラムでの写真投稿

ティスト、アニメーターを雇用すれば、企業は、研修の手

を含めてもよいだろう。テッラノーヴァはそうした無償労

間や費用をかけずに優秀な社員を入れることができる。
『カ

働を、イタリアのマルクス主義者マウリツィオ・ラッツァ

ウンターストライク』のプログラマーで、後にバルブ社の

ラートが名づけた「無形労働（immaterial labour）」の一

社員となったミン・リーはまさにその典型だ。

つとして捉えた。ラッツァラートは、
文字通り「無形労働」

こうしてモッダーの余暇活動がゲーム産業の側で「商品

と題された1996年の論文で、デジタル資本主義のもとでは、

化」される。もちろん資本主義における「余暇の商品化」

個々人の感情表現や認知行動─すなわちわれわれの主体

は、今に始まったことではなく、レジャー産業の長い歴史

性＝主観性そのもの─までもが「無形の（非物質的な）」

がある。しかしキュックリッヒも言うように、ゲーム産業

労働として経済的価値に還元されていると説いた（註10）。

は、娯楽製品を売るだけではなく、娯楽製品から生じる余

プレイバーにも明らかにこうした無形労働の側面があ

暇活動の産物までキャピタライズする点で、これまでのレ

る。そのことに気付いたのが『帝国のゲーム─グローバ

ジャー産業のビジネスモデルをラディカルに超え出てい

ル資本主義とビデオゲーム技術』（2009年）の著者ニック・

る。

ダイアー＝ウィザフォードとグレイグ・デ・ピューター

モッダーのプレイバーの不安定性は、それが自発的に行

だ。その書の最初の節である「無形労働─ビデオゲーム

われていながら無報酬であり、楽しまれていながら搾取さ

の労働者の歴史」では「プレイバーの力」が論じられてい

れている、という事実のうちにある。それは賃金労働と

る（註11）。モッドに代表されるような、元々は高度に自律的

もフリーランスともボランティア（無償奉仕）とも異なる。

で、半ば違法ですらあったプレイヤーの自発的活動が、や

さらには余暇や遊び、芸術とも異なる。プレイバーは、そ

がてゲーム資本の側から収奪可能なアイデアのリソースと

れ自体が独特のカテゴリーとして理解されねばならない、

して認知され、世紀が変わる頃には徹底した搾取の構造が

とキュックリッヒは主張する。以下の四点がその独特さを

できあがった。
「プレイバーの力」は、著者たちによれば、
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およそ年代順にいって（1）小規模開発、（2）モディング、

産を無料で使うことを特別に認めた。むろん、マシニマが

（3）ＭＭＯ（マッシブリー・マルチプレイヤー・オンライン）、
（4）

当のゲームにとってもこの上ない宣伝媒体になることを見

マシニマという四つのフェイズを経て今日に至っている。

越しての戦略的判断である。事実
『赤対青』
はコアゲーマー

（1）小規模開発の典型例は『テトリス』だ。1984年にソ

に限定されない層に届いており、『赤対青』を観て初めて

連の科学者アレクセイ・パジトノフが仕事の合間に旧式の

『ヘイロー』の存在を知った、という視聴者も多かったの

コンピュータを用いて開発したこのゲームは、瞬く間に西

である（註14）。その後『赤対青』は、マイクロソフトが特定

側諸国にも広まり、世界中でブームとなった。やがてこの

（2007年）
のイベント向けに制作を依頼したり、
『ヘイロー 3』

ゲームをめぐる激しい版権争いがおこり、マックスウェル

の「レジェンダリー・エディション」に同梱されたりする

やアタリに勝利した任天堂がその権利を手にした。1989年

ことで、半ば公式のコンテンツとなった。

4月のゲームボーイ登場直後の6月に市場に投入されたゲー
ムボーイ版『テトリス』は、同コンソールの主力ソフトと
してミリオンセラーを記録した。しかしパジトノフはその
対価として何も得ることがなかった（それはソ連邦の体制の
（註12）

（4）今ポピュラーカルチャー研究者に
問われていること
以上、プレイバー論の概略をみてきた。しばしば没入的

。余暇の産物が無償で大企業の手に渡っ

で「アディクティブ」とも形容されるゲームプレイが、
「無

たのである。（2）モディングについては、すでに本論が述

形労働」の一種として産業側に搾取されていく構造の出現

べてきたことと重複するので割愛する。（3）多くのプレイ

は、これまでも認知されてきた「消費と労働の一体化」と

ヤーが同時に一つの仮想世界に参加することが特徴のＭＭ

いうモデルのラディカルな再編成を促すだろう。
さらには、

Ｏでは、ゲーム内コミュニティの運営や初心者の案内など、

デジタルゲームだけでなく、現代のポピュラーカルチャー

本来は企業が責任をもって負担すべき仕事を、自発的なプ

全体に対する、
われわれの態度変更を要求するだろう。「能

レイヤーに無償でやらせるというタイプのプレイバーが存

動的消費者」による「参加型文化」を楽観的に肯定してい

在する。ＭＭＯのジャンルを確立した『ウルティマ・オン

ればよい段階は、もはや過ぎ去ったのだ（註15）。

せいでもあった）

ライン』（1997年）をめぐっては、2000年にゲーム内コミュ

日本では批評家の大塚英志が、
同様の認識を示している。

ニティのリーダーが現実世界でエレクトロニック・アーツ

大塚は近著『感情化する社会』（2016年） で、ネット掲示

社に対する集団訴訟を起こした。原告は、知らない間にフ

板や動画投稿サイトといったウェブ・プラットフォームの

ルタイムの無償労働をさせられたとして、それに費やした

コンテンツ制作が無償労働に依存している実情を告発しつ

（註13）

。この訴えは退けられたも

つ、
自らがかつて提唱した「物語消費論」は、
正しくは「物

のの、これがきっかけとなり、ＭＭＯの運営がプレイバー

語労働論」として書かれるべきだったと「反省」の意を表

に大きく依存していることが明るみに出た。（4）マシニ

明している。

時間を補償するよう訴えた

マ（Machinima） は、機械（machine） と映画（cinema） を

「いまさら語るのも面映いが、ポストフォーディズム下の

合成した造語として2000年頃に登場したもので、ゲームに

「労働」は、それまでのわかりやすい「旧労働」とは趣き

搭載されたグラフィックエンジンを使って、そのゲームを

を変える。労働問題をブラック企業問題など
「旧労働問題」

素材とした映像作品を作ることを指す。モッドと同様、マ

として規定してしまうことはポストフォーディズム下での

シニマにおいても、プレイヤーの創造性が産業側に収奪さ

人間活動そのもの、生きること自体が生産に動員されてい

れる事例が頻発している。もっとも有名なマシニマとして

く労働と化していることが見えにくくなる。つまり「物語

『赤対青（Red vs. Blue）』がある。この作品は、FPS『ヘイ

消費論」は、「誰もが物語る行為」を「消費」としてでは

ロー（Halo）』（マイクロソフト、2001年）のマシニマであり、

なく「労働」と捉えるべきだったのであり、
「物語労働論」

ゲームの舞台設定やキャラクターを使いながら、コメディ

として書かれるべきだった、ということである。それが現

風のボイスオーバーをすることで、元のゲームとは完全に

時点でのぼくの反省だ。
」（註16）

異質な世界と物語を生み出すことに成功した。2003年に

二次創作や同人文化を「ファンの自由な創造活動」とし

YouTubeで放送が始まって以来、現在まで続く人気シリー

て賛美できた時代はもはや完全に過ぎ去り、今やそれらは

ズである。
『赤対青』の制作会社ルースター・ティースは

「新しい労働問題」として立ち現れている、という理論的

当初、マイクロソフトからクレームが来て制作中止に追い
込まれることを怖れたが、マイクロソフトは自社の知的財

認識がここにも存在する。
、

、

、

、

では翻って、われわれはどうか。われわれとは言うまで
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もなく、アカデミズム─カギカッコ付きの自由と批判精
神が付与された場である─の中で、国家からの研究助成
金を受けながら、ポピュラーカルチャーを研究していると
いう、実に特殊な位置にいる、われわれのことである。ヒ
マネンによれば、ハッカー倫理の起源はアカデミズム（お
よび修道院）にある

（註17）

。その意味ではわれわれ自身が常

にプレイバーの当事者である、と言えなくもない。だがそ
うであるはずのアカデミズムの住人が─大塚の言葉を借
りれば「気楽なポストモダニスト」として─
「参加型文化」
や「物語消費論」の理論に自らを適合させるとき、一体何
、 、

、

、

が起こるのか。事態は幾重にも捻れているが、今われわれ
に問われているのは、そのことだろう。

註：
（ 註 1）Julian Kücklich.“Precarious Playbour: Modders and the
Digital Games Industry.”in: The Fibreculture Journal. Issue 5 (2005).
（註 2）Pekka Himanen. The Hacker Ethic and the Spirit of the Information
Age. New York: Random House, 2001.
（註 3）ibid., p. xvii.
（註 4）Stephen Kline, Nick Dyer-Witheford and Greig de Peuter.
Digital Play: The Interaction of Technolog y, Culture, and Marketing.
Montreal: McGill-Queen's University Press, 2003, p. 75.
（註 5）
『デジタル・プレイ』が依拠する任天堂についての情報源は、
片山修の 1996 年の著書であり、同社の状況も当時のものであること
に注意したい。
（註 6）
『キャッスル・スマーフェンシュタイン』については以下を参
照。Wagner James Au.“Triumph of the Mod.”Salon.com (April
16, 2002). https://www.salon.com/2002/04/16/modding/（ 最 終 ア
ク セ ス 日、2019 年 2 月 5 日 ）; Frans Mäyrä. An Introduction to Game
Studies: Games in Culture. London: SAGE, 2008, p. 112-113; Ken Gagne.
“Triumph of the Mod.”Apple II Bits (March 31, 2014). http://www.
apl2bits.net/2014/03/31/castle-smurfenstein/（最終アクセス日、2019
年 2 月 5 日）
（註 7）Wagner James Au.“Triumph of the Mod.”Salon.com (April
16, 2002). https://www.salon.com/2002/04/16/modding/（最終アク
セス日、2019 年 2 月 5 日）
（註 8）
この点を先駆的に見抜いたのはジリアン・スキローである。
「ゲー
ム産業は自らの自律性を強調せず、ポピュラー文化によくある要素を
その固有のかたちで実現することに依存している。ゲーム産業は、ま
るでその価値が時代精神から出てきたかに見えるように、価値を流通
させる。またそれは、受動的消費者のために商品を提供する産業では
なく、参加を願うすべての人々の参加を促進し可能にする皆の技術
というイメージをまとっている」（Gillian Skirrow.“Hellivision: An
Analysis of Video Games.”in: Colin MacCabe (ed.). High Theory/Low
Culture: Analysing Popular Television and Film. Manchester: Manchester
University Press, 1986, p. 120）。またエルキ・フータモは、スキロー
のこの指摘を踏まえ、
「
［ゲーム産業の］そうした立場が作り物で、そ
して何よりもイデオロギーであることがますます明確になりつつあ
る」と述べた（Erkki Huhtamo.“Game Patch: The Son of Scratch?”
Switch. Issue 12 (July 16, 1999). http://switch.sjsu.edu/archive/
CrackingtheMaze/erkki.html（最終アクセス日、2019 年 2 月 5 日）。
（註 9）Tiziana Terranova.“Free Labor: Producing Culture for the
Digital Economy.”in: Social Text. 63 (Vol. 18, No. 2), Summer 2000,
pp. 33-58.
（註 10）Maurizio Lazzarato.“Immaterial Labor.”in: Paolo Virno and
Michael Hardt (eds.). Radical Thought in Italy. Minneapolis &

London: University of Minnesota Press, 1996, pp. 132-147.
（註 11）Nick Dyer-Witheford and Greig de Peuter. Games of Empire:
Grobal Capitalism and Video Games. Minneapolis & London: University
of Minnesota Press, 2009, pp. 23-27.
（註 12）『テトリス』の版権争いの経緯は以下に詳しい。デヴィッド・
シェフ『ゲーム・オーバー──任天堂帝国を築いた男たち』
（篠原慎訳、
角川書店、1993 年、原著 1993 年）；ダン・アッカーマン『テトリス・
エフェクト──世界を惑わせたゲーム』
（小林啓倫訳、白揚社、2017 年、
原著 2016 年）。
（ 註 13） こ の 訴 訟 は 以 下 に 詳 し い。Janelle Brown.“Volunteer
Revolt.”Salon.com (September 21, 2000). https://www.salon.
com/2000/09/21/ultima_volunteers/（最終アクセス日、2019 年 2 月 5 日）
（註 14）この取引の経緯は以下に詳しい。Clive Thompson.“The
Xbox Auteurs.”The New York Times Magazine (August 7, 2005).
https://www.nytimes.com/2005/08/07/magazine/the-xbox-auteurs.
html（最終アクセス日、2019 年 2 月 5 日）
（註 15）ダイアー＝ウィザフォードとデ・ピューターは、
「参加型文化」
の「楽観的」擁護者としてヘンリー・ジェンキンス（『ファン、ブロガー、
ゲーマー』、2006 年）を批判する。すなわち、彼の活動がゲーム企業
から助成を受けている事実は、「アカデミズムがゲームに詳しくなる
につれて、ゲーム産業はアカデミズムとの連携に関して、ますます抜
け目なくなってきた」ことの証拠である。
（註 16）大塚英志『感情化する社会』太田出版、2016 年、pp. 58-59.
なお「物語消費論」は、大塚が『物語消費論──「ビックリマン」の
神話学』
（1989 年）で提唱した理論で、様々な批判や修正を経ながらも、
現在までポピュラーカルチャー研究者の間で──日本の国外でも──
多大な影響力をもっている。
（註 17）Himanen. op. cit., pp. 63-81.

活動報告

【活動報告】
研究集会
第1回「ゲームの美学

ゲーム的リアリズム2.0

─バーチャルリアリティからポストリアリティへ」

日時：2017年2月11日（土）13:00 ～ 18:00
会場：ヨコハマプラザホテル（横浜市）
講演・セッション：
室井尚（横浜国立大学・研究代表者）
「問題提起」
入江哲朗（東京大学）
「カメラを持った航海者たち─ゲーム的リアリズム2.0へのアプローチ」
マーティン・ロート（ライプツィヒ大学）
「ゲームの政治性」
簗瀬洋平（ユニティ・テクノロジーズジャパン）
「感覚をデザインする」
井上明人（立命館大学）
「『ゲーム機としての現実』はどのようなものか─『Pokémon GO』をめぐる議論を中心に」
小島秀夫（コジマプロダクション）インタヴュー映像
司会・コメント：吉田寛（立命館大学・研究分担者）

第2回「音とともに生きる—文化的実践としてのポピュラー音楽」
日時：2018年2月17日（土）13:30 ～ 18:00
会場：グランベル横浜ビル（横浜市）
講演・セッション：
ピーターバラカン（ブロードキャスター）
「60年代モッズ文化と音楽」
安田昌弘（京都精華大学）
「レコードからライブへ：
『コト』としての音楽の商品化について」
秋庭史典（名古屋大学・研究分担者）
「YOSAKOIとともに生きる？」
輪島裕介（大阪大学）
「郷愁の越境

民謡調流行歌・台語混血歌謡・台客ロック」

司会・コメント：佐藤守弘（京都精華大学・研究分担者）、増田聡（大阪市立大学）

第3回「インスタ映えの美学─溶解する『写真』と『現実』」
日時：2019年2月24日（日）13:00 ～ 17:00
会場：グランベル横浜ビル（横浜市）
講演・セッション：
室井尚（横浜国立大学・研究代表者）
「インスタグラマーはどんな羊の夢を見るか？」
松蔭浩之（現代美術家／写真家）
「『インスタ映え』の輪舞曲（ロンド）─即席絢爛画の洪水に溺れて」
前川修（神戸大学）
「デジタル写真のリアルさとは？」
増田展大（立命館大学）
「自撮りと現実感覚について」
司会・コメント：佐藤守弘（京都精華大学・研究分担者）
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研究会など

参加者：室井尚／佐藤守弘／秋庭史典／すがやみつる／島本浣
／中村裕太／岸田繁／湧川依央理

〈2016年度〉
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日時：2016 年7月25日～ 29日

〔研究会〕
日時：2017年12月17日

〔国際会議〕
場所：ソウル大学

場所：京都大学

第20回国際美学会ラウンドテーブル：
「美学の視点から見たポッ

研究発表：第13回国際記号学会報告会

プカルチャー」

参加者：室井尚／佐藤守弘／吉田寛／秋庭史典／安齋詩歩子

参加者：室井尚／吉岡洋／佐藤守弘／吉田寛／秋庭史典／
安齋詩歩子

〔研究会〕
日時：2018年1月14日

〔研究会〕

場所：横浜・若葉町ウォーフ

日時：2016年9月5日～ 9日 13:00 ～ 18:00

研究発表：「YOSAKOIソーランに関する考察」秋庭史典

場所：BankART Studio NYK

参加者：室井尚／吉岡洋／秋庭史典

連続講演：「都市とポピュラー文化」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参加者：室井尚／佐藤守弘／秋庭史典／すがやみつる／
小松正史／荏開津広／蘆田裕史／
禿恵／安齋詩歩子／野口直樹／湧川依央理

〈2018年度〉
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〔研究会〕

〔研究会〕

日時：2018年9月3日～ 7日

日時：2016年12月17日 13:00 ～ 18:00

場所：横浜・産業貿易センター会議室

場所：BankART Studio NYK

連続講演：「都市とポピュラー文化」

研究発表：第20回国際美学会報告会

参加者：室井尚／佐藤守弘／秋庭史典／島本浣／竹宮惠子／

参加者：室井尚／佐藤守弘／吉田寛／秋庭史典／禿恵／

小北光浩／鯖江秀樹／山口崇洋

安齋詩歩子／湧川依央理／野口直樹
〔研究会〕
〔研究会〕

日時：2018年11月24日

日時：2017年1月21日 13:00 ～ 18:00

場所：京都精華大学

場所：京都大学（こころの未来研究センター）

研究内容：研究集会に向けた企画会議

研究発表：吉岡洋「1年間の研究活動とその総括」

2019年度第21回国際美学会（セルビア）ラウンドテーブル企画

参加者：室井尚／吉岡洋／佐藤守弘／吉田寛／秋庭史典／

会議

安齋詩歩子／湧川依央理

参加者：室井尚／吉岡洋／佐藤守弘／吉田寛

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〈2017年度〉
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〔国際会議〕
日時：2017年6月26日～ 30日
場所：リトアニア・カウナス工科大学
第13回国際記号学会ラウンドテーブル
「Semiotics of Pop Culture in the 21st Century of Japan」
参加者：室井尚／吉岡洋／佐藤守弘／秋庭史典／湧川依央理
〔研究会〕
日時：2017年9月11日～ 15日
場所：横浜・産業貿易センター会議室
連続講演：「都市とポピュラー文化」

活動報告

研究業績

Conference（国際学会、招待講演）、2016年11月、釜山・韓国
【出版】（書名、発行元、発行年、総ページ数）

＜2016年度＞
===========================================
【雑誌論文】
（論文標題、雑誌名、掲載ページ、発行元、発行年、査読）

『ポップカルチャー・ワールド概念を用いたポップカルチャー美学の
構築に関わる基盤研究・研究成果報告書2016年度』、横浜国立大学、

2017年、37p

室井：「ポップカルチャー研究の一般理論に向けての考察」
、『ポップ

吉岡：『ソーシャルアート』（共著）、学芸出版社、2016年、299p

カルチャー・ワールド概念を用いたポップカルチャー美学の構築に関

吉岡：『辺境芸術最前線 生き残るためのアートマネジメント』
、秋田

わる基盤研究・研究成果報告書2016年度』（以下、『研究成果報告書

公立美術大学、2017年、208p
===========================================

2016年度』）、pp.3-7、横浜国立大学、2017年、査読無
吉岡：「マスカルチャーと美学をめぐる諸問題」
、『研究成果報告書

2016年度』、横浜国立大学、pp.8-12、2017年、査読無
佐藤：「日本近代におけるポピュラー・カルチャーーキッチュとし
ての民衆娯楽」、
『研究成果報告書2016年度』、pp.13-18、横浜国立大

＜2017年度＞
===========================================
【雑誌論文】（論文標題、雑誌名、掲載ページ、発行元、発行年、査読）

学、2017年、査読無

吉岡：「芸術（アート）の現在と未来」、『こころの未来』17号、pp.2-

秋庭：「日本のポピュラーカルチャーにおけるダンスが録音音楽を多

3、京都大学、2017年、査読無

くの人に伝えることができたのはなぜか？」
、
『研究成果報告書2016

吉岡：「「美少女」の記号論に向けて」、日本記号学会編『叢書セミオ

年度』
、pp.19-25、横浜国立大学、2017年、査読無

トポス』12号、pp.11-19、新曜社、2017年、査読有

、
『アステイオン』
吉田：
「ゲーム研究の現在─「没入」をめぐる動向」

吉岡：Hiroshima, Fukushima and Beyond: Boders and Transgressions

84巻、pp.217-221、CCCメディアハウス、2016年、査読有

in Nuclear Imagination、Border Thinking (Publication Series of the

吉田：
「オリンピックにおける芸術競技」
、『現代スポーツ評論』35巻、

Academy of Fine Arts Vienna) Vol.12、pp.284-297、ウィーン美術

pp.68-76、創文企画、2016年、査読有

アカデミー、2018年、査読有

吉 田：「
〈 抗 い 〉 と し て の ゲ ー ム プ レ イ 」、
『 ユ リ イ カ 』49-3巻、

吉田：
「ビデオゲームの進化に人間の感性の本質を探る」、『RADIANT』

pp.141-152、青土社、2017年、査読有

6巻、pp.20-21、立命館大学、2017年、査読無
吉田：
「明治前期の「国楽」の理念にみる「ナショナルなもの」の位相」、

【学会発表】
（発表表題、学会名、年月、場所）
室井：“ Round Table: Pop-culture Studies from the viewpoint

of Aesthetics”、第20回国際美学会議「美学とマスカルチャー」（国
際学会）
、2016年07月、ソウル国立大学
室 井：“Toward a General Theory for Pop-culture Studies”、 第20
回国際美学会議「美学とマスカルチャー」（国際学会）
、2016年07月、

『関西美学音楽学論叢』2巻、pp.2-19、関西美学音楽学研究会、2018
年、査読無
【学会発表】（発表表題、学会名、年月、場所）

吉岡：「変貌する美学ー「ふぞろいなハーモニー」展をめぐってー」、

室井：“Semiotics in a marginal island-37 years of semiotics in
Japan and myself”、第13回国際記号学会（国際学会、招待講演）、
2017年6月、カウナス工科大学
室井：“Introduction: On Semiosis in the Pop Culture World”、第
13回国際記号学会（国際学会）、2017年6月、カウナス工科大学
吉岡：“Power of the Absurd”、第13回国際記号学会（国際学会）、
2017年6月、カウナス工科大学

第20回国際美学会議「美学とマスカルチャー」（国際学会）、2016年

吉岡：「芸術と社会―クシシュトフ・ヴォディチコ展をめぐって」、芸

ソウル国立大学
吉岡：「マスカルチャーと美学をめぐる諸問題」
、第20回国際美学会
議「美学とマスカルチャー」
（国際学会）、2016年07月、ソウル国立
大学

07月、ソウル国立大学

術と社会―クシシュトフ・ヴォディチコ展をめぐって、2017年8月、

吉岡：「日常生活における芸術創造」
、第20回国際美学会議「美学と

国立ソウル現代美術館

マスカルチャー」
（国際学会）
、2016年07月、ソウル国立大学
吉岡：「芸術及びポップカルチャーにおける核の想像力」
、第2回国際

吉岡：“On Nature of the Artiﬁcial”
、Kyoto U-Goldsmiths symposium:
“Future Mind: Art & Technology in the future”
（国際学会、招待講

コロキウム「主権、移民、そして文化」
（国際学会、招待講演）、2016

演）、2017年9月、京都大学／ロンドン大学ゴールドスミス

年11月、スロベニア科学芸術アカデミー

吉岡：「「役に立つ」とはいかなることか？ ―芸術研究の社会的役割

吉 岡：「日本における芸術フェスティバルと地域アート」、第17回

をめぐって―」、台湾日本語文学会国際研討会（国際学会、招待講演）、

Publica国際現代芸術会議（国際学会、招待講演）、2017年01月、マ

2017年12月、輔仁大学
佐藤：“Street Observation Movements in Japanese Popular Culture:
Strolling, Observing, Collecting and Categorizing”、第13回国際記
号学会（国際学会）、2017年6月、カウナス工科大学
秋庭：「YOSAKOIとともに生きる？」、音とともに生きる－文化的実
践としてのポピュラー音楽、2018年2月、横浜
秋庭：“YOSAKOI-Soran as a Site of Semiosis”、第13回国際記号学
会（国際学会）、2017年6月、カウナス工科大学
吉田：“Games in Games: From Bonus Stages to Virtual Archives”
、
Game Studies Seminar 、 the Center for Computer Games
Research（国際学会、招待講演）、コペンハーゲンIT大学

ドリッド
佐藤：“Popular Culture in the Modern History of Japan: Popular

Entertainment and Kitch”、第20回国際美学会議「美学とマスカル
チャー」
（国際学会）、2016年07月、ソウル国立大学
佐藤：「エレクトポリス京都1915―大正大礼とイルミネーション」、
大正イマジュリィ学会第14回全国大会／第39回研究会、2017年03月、
立命館大学
秋庭：
“Possibilities of the recorded music”
、
第20回国際美学会議
「美
学とマスカルチャー」
（国際学会）
、2016年07月、ソウル国立大学
吉田：
「
〈運のゲーム〉を考える」
、日本記号学会第36回大会（招待講演）、
2016年05月、大阪大学
吉田：“Playing over Death”
、第20回国際美学会議「美学とマスカル
チャー」
（国際学会）
、2016年07月、ソウル国立大学
吉田：“Gameplay as Faith”、2016 Culture/Science International

【出版】（書名、発行元、発行年、総ページ数）
『ポップカルチャー・ワールド概念を用いたポップカルチャー美学の
構築に関わる基盤研究・研究成果報告書2017年度』、横浜国立大学、
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34

2018年、47p

吉田：“ Early History of Epistemic Sounds in Digital Games”、

吉岡：
『彼方へ―國府理・林勇気・宮永亮―』
（共著）
、マイブックサー

Replaying Japan 2018（ 国 際 学 会 ）、2018 年 8 月、The National
Videogame Arcade（ノッティンガム）

ビス、2017年、98p
佐 藤：『俗化する宗教表象と明治時代』（分担執筆）
、三弥井書店、

2018年、316p

【出版】（書名、発行元、発行年、総ページ数）

佐藤：『手と足と眼と耳 地域と映像アーカイブをめぐる実践と研究』

『ポップカルチャー・ワールド概念を用いたポップカルチャー美学の

（分担執筆）
、学文社、2018年、328p

構築に関わる基盤研究・研究成果報告書2016-2018年度』、横浜国立

===========================================

大学、2019年3月予定

＜2018年度＞

慶應義塾大学出版会、2018年、450p

佐藤：『日本宗教史のキーワード

近代主義を超えて』（分担執筆）、

===========================================
【雑誌論文】
（論文標題、雑誌名、掲載ページ、発行元、発行年、査読）
室井：Semiotics in a Marginal Island -37 Years of Semiotics in Japan
and Myself、 CROSSINTERMULTITRANS: Proceedings of the
13th World Congress of the International Association for Semiotic
Studies (IASS/AIS)、pp.128-132、Technologija、2018年、査読有
室井：On Semiosis in the Pop Culture World、CROSSINTERMULTITRANS:
Proceedings of the 13th World Congress of the International
Association for Semiotic Studies (IASS/AIS) 、 pp. 128 - 132 、
Technologija、2018年、査読有
吉岡：
「原子のイノセンス」
、
『living will』1巻、pp.15-20、ギャラリー
16、2018年、査読無
吉岡「アートとコミュニティ」
、『こころの未来』20号、pp.28-31、
京都大学、2019年、査読無
吉岡「アール・ブリュットの芸術哲学」
、
『臨床精神医学』48巻、アー
クメディア、2019年3月（掲載予定）
、査読無
吉岡「
〈毒〉の重要性について」、
『ポワゾン・ルージュ』1巻、pp.1022、2019年、査読無

===========================================
【web】（標題、サイト名、掲載開始年、アドレス）
室井：成果報告書PDF、横浜都市文化ラボ、2016年、http://y-labo.
wixsite.com/home
吉田：「なぜ人はこんなにもデジタルゲームにハマるのか」、大学公開
講座の情報検索「まなナビ」、2017年、https://mananavi.com
吉田：「ゼルダは上、マリオは横。ゲームの世界観で人間を理解」、
大学公開講座の情報検索「まなナビ」、2017年、https://mananavi.

com
佐 藤：「場所と人間 ─トポグラフィの視覚文化論」、『10+1 web

site』、2017年、http://10plus1.jp/monthly/2017/08/issue-01.php
佐 藤： 連 載「 巨 大 な 書 庫 で 迷 子 に な っ て 」、『AMeet』 ニ ッ シ ャ
印 刷 文 化 振 興 財 団、2018 年、http://www.ameet.jp/digitalarchives/1367/#page_tabs=0

佐藤：
「一九一五年の電気都市——大正大礼とイルミネーション」、『大
正イマジュリィ』No.13、pp.35-52、大正イマジュリィ学会、2018年、
査読有
佐藤：「キッチュの図鑑――石子順造『ガラクタ百科』を読む」、『ユ
リイカ』2018年10月号、pp.206-213、青土者、2018年、査読無
秋庭：Yosakoi Soran as a Site of Re-Localization and Its Relationship to
Japanese Pop Culture、CROSSINTERMULTITRANS: Proceedings
of the 13th World Congress of the International Association for
Semiotic Studies (IASS/AIS)、pp.653-661、Technologija、2018年、
査読有
吉田：「メタゲーム的リアリズム─批評的プラットフォームとして
のデジタルゲーム」
、
『ゲンロン』８巻、pp.76-88、ゲンロン、2018年、
査読無
吉田：「ギャンブルに賭けられるものは何か─ゲーム研究からの考
察」
、日本記号学会編『賭博の記号論』
、pp.79-96、新曜社、2018年、
査読無
【学会発表】
（発表表題、学会名、年月、場所）
室井：「インスタグラマーはどんな羊の夢を見るか？」
、研究集会「イ
ンスタ映えの美学―溶解する写真と現実」
、2019年2月、横浜
吉岡：“Ambivalence of Monstrosity: Understanding Godzilla after

Fukushima”（国際学会、招待講演）、2018年9月、ストックホルム大
学
吉岡：「デザインの哲学」（招待講演）
、2019年1月、多摩美術大学情

研究グループ
研究代表者：

室井 尚（横浜国立大学・教育学部・教授）

報デザイン学科

研究分担者：

秋庭：「おどる色彩、舞うひびき」
、名古屋大学博物館講演会、2019

吉岡 洋（京都大学・こころの未来研究センター・特定教授）

年2月、名古屋大学博物館
吉田：“ Next Level: Creating Larger Research Units in Game

Studies ”、 DiGRA 2018 : The 11 th Conference of the Digital
Games Research Association（国際学会）、2018年7月、トリノ大
学

佐藤守弘（京都精華大学・大学院デザイン学部・教授）
秋庭史典（名古屋大学・大学院情報科学研究科・准教授）
吉田 寛（立命館大学・大学院先端総合学術研究科・教授）

研究者プロフィール

研究者プロフィール
室井 尚

むろい・ひさし

横浜国立大学教授（哲学、文化理論、記号論）。京都大学大学院文学研究科博士後期
課程単位取得退学（美学美術史学専攻）。主な著書に『ポストアート論』、『情報宇
宙論』、『哲学問題としてのテクノロジー』他多数。劇作家唐十郎を横浜国立大学
に招聘し、弟子たちを中心とした劇団唐ゼミ☆ をプロデュース。2001年、椿昇と
共に横浜トリエンナーレに《インセクト・ワールド》を発表。2009年以降、北仲
スクール、横浜都市文化ラボなどの活動を通して大学からの文化発信を精力的に
行っている。

吉岡 洋

よしおか・ひろし

京都大学こころの未来研究センター特定教授（美学芸術学、情報文化論）。京都大学
大学院文学部哲学科修了(美学専攻)。主な著書に『情報と生命－脳・コンピュー
ター・宇宙』
、
『
〈思想〉の現在形－複雑系・電脳空間・アフォーダンス』他多
数。京都芸術センター発行の批評雑誌『Diatxt.』編集長（2000 〜 03）。また、
「京
都ビエンナーレ2003」
、
「岐阜おおがきビエンナーレ2006」の総合ディレクターを
務める。2011 〜 13年、文化庁世界メディア芸術コンベンション（ICOMAG）座長。
PARASOPHIA:京都国際現代芸術祭2015プロフェッショナルアドバイザリーボー
ドメンバー。美学会会長。

佐藤守弘 さとう・もりひろ
京都精華大学教授（芸術学、視覚文化論）。コロンビア大学大学院修士課程修了。同
志社大学大学院博士後期課程退学。主な著書に『トポグラフィの日本近代―江
戸泥絵・横浜写真・芸術写真』、『手と足と眼と耳―地域と映像アーカイブをめ
ぐる実践と研究』（分担執筆）他多数。最近の論文に「一九一五年の電気都市―
大正大礼とイルミネーション」（『大正イマジュリィ』No.13）、
「キッチュの図鑑―石
子順造
『ガラクタ百科』
を読む」
など。翻訳にジェフリー・バッ
（
『ユリイカ』
2018年10月号）
チェン『写真のアルケオロジー』（共訳、青弓社）など。2012年、芸術選奨新人賞（評
論等部門）受賞。

秋庭史典

あきば・ふみのり

名古屋大学情報文化学部准教授（美学・芸術学）。京都大学大学院文学研究科博士後
期課程修了。博士（文学）
。ポピュラーカルチャーに関連する論考として、
「ポピュ
ラ ー カ ル チ ャ ー と ア ー ト の 境 界 」（『PLUS OPUS』13号、2015）、Can Aesthetics

Treat Hybridity in Pop Culture?（aesthetics in action, International Yearbook of IAA、
、「録音音楽の可能性」（科研研究成果報告書、2016）がある。
2015）

吉田 寛

よしだ・ひろし

立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。立命館大学ゲーム研究センター。東
京大学大学院人文社会系研究科（美学芸術学） 博士課程修了。博士（文学）。専門
は感性学、ゲーム研究。主著に『ヴァーグナーの「ドイツ」』、
『〈音楽の国ドイツ〉
の神話とその起源』
、『民謡の発見と〈ドイツ〉の変貌』、『絶対音楽の美学と分裂
する〈ドイツ〉』（以上、青弓社；第37回サントリー学芸賞受賞、2015年度日本ドイツ学
会奨励賞受賞）、共著に『ゲーム化する世界』
（新曜社）など。
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