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Booth Performance & Group Work

カ ル チ ュ ラ ル・タ イ フ ー ン と は ？

What is Cultural Typhoon?
カルチュラル・タイフーン（文化台風）は、既存の学会やシンポジウムの形式や制度にとらわれず、さまざま
な立場の人々がお互いにフラットな関係のもと発表や対話や表現活動をおこなうため、2003年より毎年、開催さ
れてきました。その目的は、大学内外の研究者、社会活動や社会運動に関わる実践者、さまざまな領域で活躍し
ているアーティストたちが、専門分野の垣根を越え、文化と政治にかかわる課題にたいして自由な意見交換と創
造的な表現活動を行う場を作り上げることにあります。カルチュラル・タイフーンは、第１回大会の準備会議の
折に、実際に台風が襲来した逸話にちなんで命名されました。「台風」は、予測を超えた猛威を振るうこともあ
るし、移動しながらさまざまなエネルギーを吸いあげ、吐きだし、予想しえない軌道を描いて去っていくもので
す。いずれにせよ、それはなにかしらの痕跡を残すでしょうし、新しい出会いを生みだすこともあるでしょう。
まさにこの「台風」のイメージこそ、「カルチュラル・タイフーン」の活動がイメージしつづけてきたものです。
今回の2015年度大会は、新たな試みとして、大学の当番校を指定するのではなく各大学の有志が中心となった
「関西連合」を運営主体として、「カルタイ2015」の企画・準備・実行を計画してきました。そもそも「カルタ
イ」とは、通常の学会のような形式やしきたりにこだわることなく、自由な発想のもとで「カルチュラル・スタ
ディーズする」ことを念頭において、毎年の開催を重ねてきました。ただ、大会規模が大きくなるにともない、
当初の自由さや気楽さを実現することが困難になってきたのも偽らざる事実です。
そこで「関西連合」企画の「カルタイ2015」では、台風発生当初の理念に立ち返り「やりたいことをする！」
をモットーに掲げ、楽しくかつ緩い大会を目指したく考えています。具体的には、特定の大学・機関だけが生真
面目に責任主体となることは極力避けて、より多くの関係者に気楽に声をかけることで「なにかやってみたい！」
と感じ／考えている人たちのあいだのネットワークを緩やかに形成し、それを基盤として自由に企画やアイデア
を作り上げていきたく思います。
。

Cultural Typhoon has been held since 2003 for setting a chance of dialogues between academic presentations
and cultural expressions in the equal relationships among diversified and different people, freely from the
dominant forms and systems like existing academic meeting. It aims for creating a place for discussing and
expression about political and cultural problems, through crossing over disciplines and categories,
encountering not only researchers but also activists committing to social movements and other activities, off
course including various artists. Cultural Typhoon was said to be named from some episodes in the time of
preparing the 1st meeting that was hit by actual typhoon! A “Typhoon” rages higher than expected, takes up
and out energies in motion, and leaves drawing unexpected trajectory. Whether it brings some traces and new
encounters, this imagination is just based on our activities called “Cultural Typhoon”.
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Cultural Typhoon 2015 has been mainly organized by volunteers from some universities located in Kansai
region and their loose connections called “KANSAI-RENGOU”. Do you remember? We have held annual
meetings of Cultural Typhoon to realize for doing freely each “cultural studies”. However, it is sure to be true
that it gradually becomes more difficult to realize the freedom and the easiness like above, with our typhoon
becoming greater. So, we are going back to this ideality, at the time when our typhoon was born, to realize
“what we want to do” as a motto and try to hold meetings that everyone can feel joyful and loose connections
through this year’s typhoon.

カ ル タ イ 2015 の テ ー マ

Theme of Cultural Typhoon 2015
Re: Public?

それなに？

リパブリックを辞書で調べてみると、そこにはたいてい、「人民」とか「一般の人々」とかが最高の力をもつ
政体だなんていう、何だかよさげなこと、夢みたいな、志の高いことが書いてある。でもこれはリパブリック
そのまんまじゃなくて、リとパブリックの間に点々が割り込んでるけど……。
あ、メールのあれ？

返信についてくるやつ？

り、ころん、ぱぶりっく、りがーでぃんぐ
公なるもの？

ぱぶりっく。公なるものについて（の返信、と題された便り）。

プライベートではないもの、パーソナルではないもの。公共心、公益、公営住宅、公教育、

公衆浴場、エトセトラ。でもそんな、公なるものとそれ以外のもの、肝心のそこの線引きは、誰がどう決める？
パブリックがどんな者たちだなんて、誰がどう決める？
思い返したい（リ・メンバー）。混ぜ返したい。蒸し返したい。パブリックは、もともと混ぜこぜのもの、
雑多なものだったし、これからもそうあり続けるだろうということを。
「Re: Public」という言葉を実際に口にするたびに生じる、「リ」と「パブリック」の間の、一瞬の停止。
そこにおいてこそ、地獄が解き放たれ、古今東西のリパブリックの夢を思い描いてきた魑魅魍魎と私たちとが、
対峙／対話を迫られることになるかも知れない。あなたなら何をどう返信する？

“Re: Public”? So it’s the theme of CT2015?
Look up the word “republic” in a dictionary. It routinely goes like “a polity in which supreme power is held
by the people”. Well, that sort of thing surely sounds nice, dreamlike, and highly ambitious. Yet this “Re:
Public” doesn’t appear to be exactly the same. Maybe an email subject line?
ríː / kóʊlən / pˈʌblɪk... “reply regarding public”...Public, as we have been told, is about something that is
not private, personal, or intimate. We’ve heard of public morals, public interest, public housing, public
education, public bath, etc. But wait, who are they that draw and maintain the line between the public and its
others? Who are they that claim to know the publics very well? We re-member. We stir it up. We bring it up.
The publics have always been and will ever be both heterogeneous and all-inclusive.

4

Everytime we utter the word there is a pause, a rupture between “re” and “public”. If all hell breaks loose,
that tiny rupture could be a little gate, through which we encounter and chat with the dead and living souls of
past and present republics. What do you reply?

会 場 図 ／ Venue

Map

大 阪 人 権 博 物 館 （ リ バ テ ィ お お さ か ）
Osaka Human Rights Museum (Liberty Osaka)

関 西 学 院 大 学 大 阪 梅 田 キ ャ ン パ ス

2日目の受付は14階・1405教室（15時30分まで）。それ以降は10階・1001教室へお越しください。Reception of the
2nd day is located in the room 1405, on 14th floor (until 15:30) . After 15:30, please come to the room 1001 on 10th floor.
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Kwansei Gakuin University Osaka Umeda Campus

タ イ ム テ ー ブ ル ／ Time Table

6/13

SAT

|

土曜日

Open Symposium, Panel Session, and Research Presentation
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B o o t h P e r f o r m a n c e a n d G r o u p Wo r k

6/14

SUN

|

日曜日

Panel Session and Research Presentation
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B o o t h P e r f o r m a n c e a n d G r o u p Wo r k

公開シンポジウム
Open Symposium
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C u l t u r a l Ty p h o o n 2 0 1 5

6/13

SAT

|

土曜日

@リバティ / Liberty
ホール /

13:30-15:00

共同性、人口、大衆迎合主義

Hall

――西川長夫の思い出のために

"Popularity, Population, Populism: in Memory of Nagao Nishikawa"
Panelist 1: 渡辺公三 (WATANABE, Kozo)
Affiliation: 立命館大学 (Ritsumeikan University)

Panelist 2: 守中高明 (MORINAKA, Takaaki)
Affiliation: 早稲田大学 (Waseda University)

Panelist 3: 鈴木英生 (SUZUKI, Hideo)
Affiliation: 毎日新聞 (The Mainichi Newspapers)

Panelist 4: 田辺明生 (TANABE, Akio)
Affiliation: 京都大学 (Kyoto University)

Panelist 5: 酒井直樹 (SAKAI, Naoki)
Affiliation: コーネル大学 (Cornell University)

Chair: 磯前順一

(ISOMAE, Junichi)

Affiliation: 国際日本文化研究センター (International Center for Japanese Studies)
西川長夫立命館大学名誉教授は、フランス•マルクス主義、国民国家論、比較文学、そして植民地主義／地球化研究
の分野で先駆的な業績を打ち立てられたことで広く知られていますが、２０１３年に逝去されました。カルチュラル•
タイフーン２０１５では、西川長夫の学問的業績と政治活動に捧げられたグループ•パネルを企画しています。この企
画の主眼は西川長夫の学問の全体像を描き出すことにはありません。あるいは、この傑出した学者の作者としての意
図を再現することでもないのです。むしろ、本企画を通じて私たちが達成したいと考えているのは、西川教授の出版
された業績のなかに潜在的な形で存在している国民国家と植民地主義批判の思想にもう一度舞い戻り、その潜在的な
思想をさらに未来に向かって押し進め展開することなのです。
したがって、カルチュラル•タイフーン２０１５で催されるパネルが提示しようとするのは、いかにして未来の西川
長夫思想を想像するのか、いかにして西川先生の学問的業績を未来の目標に向かって利用するか、そしていかにして
西川長夫の知的•政治的努力の死後の生(afterlife)へ向かって西川個人を越えてゆくか、でしょう。このパネルは、西川
長夫をして国民国家の批判、植民地主義や地球化の批判に向かわせざるをえなかった、そのような彼の希望をさらに
て学会の守護神に祭り上げることではなく、むしろ知的な無為の共同体を作ることであり、国民•民族への一体感への
欲望を挫き、拒絶することのできるような人々との共同性（ポピュラーなもの）を模索することなのです。この文脈
で，本企画は、「ポピュラー」と学問知生産の接点を考察します。
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もう一度生きることにあるのです。まさにこの点で、私たちに関心があるのは、この偉大な学者を「死んだ父」とし

Open Symposium
アジア•太平洋戦争後の東アジアは，植民地主義支配から独立した国々が併存する国際社会の一角を形作ること
になります。日本の植民地であった国々は戦後解放され、やがて「独立」した国民国家の形態をとりますし，合州
国や連合王国、フランス，オランダなどの植民地であったフィリッピン，マレイシア，ビルマやインド，ヴィエト
ナム、インドネシアなどもやがて独立して，共和制の国民国家として生まれ変わります。このなかで例外は，タイ
王国とブータン，そして日本でしょう。（ネパールも王国でしたが，２００８年に共和制に移行しました）。もち
ろん，１９１１年の革命で帝政を廃止した中国は、台湾海峡の両側で共和国となっています。日本の場合は特殊で，
憲法で国民主権をうたっているのもかかわらず，天皇制は温存され，共和制へと完全に脱皮することに失敗したの
です。その結果、国家元首を再び天皇としようという反動的な動きが未だに絶えません。
近代の植民地主義の支配を打ち破り、人民あるいは国民が自分たちの主権を樹立する時にとられる国家形態を私
たちは「共和国」と考えています。Re-public は公共 (publica) の物 (res) のことを意味し，この政体は血統や身分
ではなく人民の選択にその正統性を仰ぐことになります。共和国は，その意味で、人民による独裁の表現形態です。
しかも，アテネやローマなどの古代都市国家の共和制とは違って，近代の共和制は国民国家という形態をとります。
しがって、人民は家系や財産によって選択されるのではなく、国民共同体をなす人口（ポピュレイション）という
形態をとり、共和制の国家主権は国民に正統性の根拠をもつことになります。このように二十世紀後半の東アジア
では，国民国家としての共和国は，植民地主義を脱した，「植民地主義の後に来る」，政治形態だと考えられてい
るのです。
二十世紀後半に東アジアを席巻したこの「国際世界の語り」に於いては，国民国家として「独立」することは同
時に植民地主義から脱皮することだと考えられてきました。大韓民国，中華民國，朝鮮民主主義人民共和国，ベト
ナム社会主義共和国，中華人民共和国，フィリッピン共和国，は全て「独立」を経て，植民地支配から解放された
共和制の国民国家とみなされていて，国際法を具現する団体「国際連合」の会員となっています。現行の国際法の
観点からいうならば，これらの国々を植民地と呼ぶことはできません。少なくとも，東アジアでは，植民地主義の
時代は終わったのであり，ポスト•コロニアルとは，植民地主義の後の時代を示しているはずなのです。
このような「国際世界の語り」を疑問視した歴史家の一人として，西川長夫を挙げなければならないでしょう。
国民主権を脱植民地化の基準として認めるかぎり，国民主権を正統性の根拠とする共和制国家が植民地支配の一形
態であると考えることはできないはずです。ところが，東アジアで現存する国民国家が植民地主義から解放されて
いると果たして言えるでしょうか。そこで，東アジアの独立した国民国家の典型的な例として日本を採り上げてみ
ましょう。
１９４５年の敗戦に到るまで日本は植民地帝国であり，朝鮮半島，台湾，南樺太，中国北部（満州を含む），青
島や旅順，上海などの租界を植民地支配していました。この他にも，いわゆる「南洋」に 、１９３９年以降軍事
占領した地域を支配していました。しかし，日本は連合国に無条件降伏し，その結果，それまで領有していた植民
地を放棄しただけでなく，日本本土、沖縄，そして日本の旧植民地は連合国によって占領されることになります。
この占領に於いて，日本国民は主権を奪われていましたし７年間という長期にわたって連合国を代表したアメリカ
合州国の軍•政府関係者によって統治されましたから，これは植民地体制の一種と考えてよいでしょう。やがて，
１９５１年に合州国の主導でサン•フランシスコ条約が締結され，サン•フランシスコ条約と米日安全保障条約を締
国の「集団保障体制」（collective security system)と「封じ込め政策」(containment policy)の下で、こうして日本は、
サン•フランシスコ条約が発効した１９５２年に「独立」することになるのです。
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結する前提のもとに日本国家は主権を回復することになります。サン•フランシスコ条約によって表明された合州

しかし、日本の「独立」は両義的なものであり，「独立」することによって，日本は一方で植民地帝国の体裁を
回復しつつ，他方で，パックス•アメリカーナの属国の立場を忠実に果たし続けることになります。つまり、古典
的な国際法の定義による国家主権を回復する代わりに、一方で合州国の植民地でありつつ、同時に他方では、合州
国の下請けとしての「帝国」の立場を享受することになるのです。このように日本の「独立」は「従属」の一形態
となってしまいますから、「一人前の普通の国」になろうという掛け声が世論の間から絶えず聞こえてくることに
なったのです。国内には米軍基地が永続的に存在し米軍基地では治外法権の原理が貫かれますから、これは植民地
にあった「租界」と変わりません。米軍基地の現実は本土ではできるかぎり日本国民の眼の見えない所へと隠蔽さ
れますが，沖縄のような日本の植民地ではこの「租界」の現実は顕在化することになります。他方、１９５０年代
から日本の資本は海外進出をいち早く許され、経済援助の名目で、日本帝国の旧占領地
ネシア、タイ、マレイシア、フィリッピン、など

—

—

台湾、韓国、インド

を経済的に支配し始めます。戦後の高度成長は、少なくと

も、経済的な指標に限ってみれば、植民地体制の特徴である先進国と後進国の間の格差を東アジアに作り出すこと
になります。その結果、１９６０年代になると、日本国内の生活水準と東アジアの人々の生活水準の間には、旧来
の帝国と植民地のあいだの構造が再現されることになるのです。いわば，戦前にあった日本の植民地帝国が，パッ
クス•アメリカーナの下で，再現することになるのです。しかし，この植民地帝国はアメリカ合州国の「下請け」
としてのみ可能でしたから，それは「下請けの帝国」と形容されるべきでした。「下請け」を引き受けられる条件
が日本が合州国の属国であるという事実にありましたから，「下請けの帝国」は同時に植民地でもあったわけです。
同時に植民地宗主国であり植民地でもあるというこの奇妙な二重構造を、しかし、日本だけに限られた特殊事情
と考える訳にはゆきません。なぜなら、集団保障体制が敷かれたヨーロッパでも同じような状況が起こっていたか
らです。つまり、第二次世界大戦後の世界では、植民地主義がその形態を大きく変えつつあったのです。それは、
日本の例に典型的にみられるように、主権概念の変更を伴っていたのです。
ところが、１９９０年代初頭に日本のバブル経済が破綻すると，このような二重構造のなかで「帝国」の体裁を
維持することが困難になってきます。香港やシンガポールの高度成長は，まず、日本だけが東アジアで桁違いに高
い生活水準を享受していた現実を相対化します。ついで，台湾と韓国の急速な近代化は，「帝国」を気取っていた
日本国民共同体の「アジアの唯一の近代国」の自信を浸食し始めます。そして，中国の急速な経済発展は，日本中
心のパックス•アメリカーナから，中国中心の東アジア秩序への以降を告知することになります。現在の私たちが
このような状況において直面しているのは，一方で地球化（グロバリゼイション）と呼ばれる新たな植民地体制の
台頭と，他方で，国民国家の空洞化であるといってよいでしょう。
地球化は，例えば，労働市場の再編成を推進します。例えば，現在，国際的な労働市場に参入できない若手労働
者は，国民労働市場においても優位な立場を取ることができません。したがって，国際労働市場を，お互いに自立
した国民労働市場の併存と考える古い労働観は急速にその有効性を失ってきています。ある国内労働市場で最高の
条件とされてきた国内で最高の大学を卒業することが，今や，国内労働市場においても必ずしも絶対的に有利な条
件とはみなされなくなってきているのです。そうではなく，国際労働市場に参入できる労働力，と国内労働市場で
しか通用しない労働力との間に格差が明らかになり，現在労働力の流動性を考えるうえで国民国家を単位とする労
働市場観は，その妥当性を根本的に疑われてきているのです。したがって，大学で教えられてきた人文科学は，こ
れまで国民的主体の制作という使命を引き受け，この使命の下で学問の営みとしての正統化を享受してきたわけで
すが，もはや，このような正統化のもくろみは無効になってしまいました。国民国家の指導者層を養成する機関と
して役割を維持してきた大学は、国際労働市場の指導者を養成する大学と国内労働市場の要員を養成する大学，さ
単位ではなくなってきているのです。

11

らに地方の限定された労働市場に奉仕する大学という風に，階層化され，国民国家は労働力の再生産のための基本

しかし，このような国民国家の空洞化が，他方で，強烈な国民主義と移民排除型人種主義を生み出していること
は無視できません。国民国家の空洞化は，国民主義の後退を意味するどころか，国民主義の強化•過激化を招来す
るのです。労働市場で不安（プリケリアス）な状況におかれた人々であればあるほど、彼らは国民主義に引きつけ
られてゆくといってよいでしょう。しかし，国民主義は資本主義が生み出す諸々の社会問題を解決する能力を失っ
ています。国民主義にできることは、人々の直面している社会的矛盾を空想化すること，このように空想化された
社会矛盾に空想的な解決を与えることしかできないのです。未だに，国民国家に現在私たちが直面している社会矛
盾の解決を期待する人々が，右翼にも左翼にもいますが，彼らの楽天的な発想を私たちが共有することができない
のはこのためなのです。
西川長夫が＜新＞植民地主義という主題の下に直面しようとしたこの現実において，私たちはどのように知識の
生産にかかわっていったらよいのでしょうか。地球化と人種主義の狭間にあって，これから人文科学はどのように
正統化され，どの方向に展開されるべきなのでしょうか。
人文科学の命運と＜新＞植民地主義とのかかわりを考えるために，私たちは「ポピュラー」という主題をめぐる
二つのパネルを提案します（実行委員会注：もうひとつのパネルはカルタイ内の部会「国民主義と国民国家」とし
て、この日の午前中に同場所で実施予定です）。共通の主題「ポピュラー」は三つの変奏する小主題として展開し
ます。それは、共同性管理の指針としての「ポピュラリティ」（共同性）、国民国家において最も基本的な共同性
管理の対象としての「ポピュレイション」（人口）、そして国民国家の共同性管理の効果（アフェクト）あるいは
情緒としての「ポピュリズム」（大衆迎合主義）です。国民主義は，これらの国民的共同性の指針，対象，そして
効果のあいだで醸し出されてくる国民共同体特有の権力形態と考えてよいでしょう。私たちがまさに追求しようと
しているのは，国民主義に把捉されることのない新たな「ポピュラー」のあり方です。

Panelist 1: 渡辺公三 (WATANABE, Kozo)
国民国家と農業—西川長夫の農民運動への関心
Panelist 2: 守中高明 (MORINAKA, Takaaki)
市民という形象—<national>, <racial>, <popular>のあいだで
Panelist 3: 鈴木英生 (SUZUKI, Hideo)
橋本市長の招いた「自由」
Panelist 4: 田辺明生 (TANABE, Akio)
ポピュラー•ポリティックスの可能性—現実の場から国民主義を内破する

ひきこもりの国民主義
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Panelist 5: 酒井直樹 (SAKAI, Naoki)

Panel Session
&
Research Presentation
C u l t u r a l Ty p h o o n 2 0 1 5
Re:Public

「復興ユートピア」の再構築
Reconstruction of "Utopia of Reconstruction"

Remembering―記憶/異種混交/キャラクター
Remembering: Memories/Hybridity/Characters

Re-orientation of the Popular: Media/Space/Material
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ポピュラーの行方―メディア／空間／マテリアル

Re:Public
いま、この瞬間に奪われていくものへの感性や想像力と
共に、オルタナティブな政治をはじめることは、誰と、ど

H

aving sensitive imagination towards politics, how could

we find an alternative path and with whom could we start it ?
These questions relate to the reason we select two symbolic
このような問いを投げかけるのは、カルチュラル・タイ places of Osaka city as venues for Cultural Typhoon 2015.

こから、どのようにして可能となるのでしょうか。

フーン2015が、現在の大阪を象徴する二つの会場で開催す
ることと無関係ではありません。ひとつは、ＪＲ大阪駅を
中心に再開発が進み、行きかう人びとで溢れる「うめきた」
エリアを眺める、大学のサテライト・キャンパス。もうひ
とつは、大阪駅から「環状線」で僅か数十分の移動可能な
ところにありながらも、人影がまばらであり、かつ「政治
改革」のかけ声のもとで「存続の危機」に晒されているリ
バティおおさか（大阪人権博物館）です。一見すると対照
的な両会場ですが、大阪のキタの中心＝梅田=Umedaに高
くそびえたつ高層ビルディングで耳をすませば聞こえて
くる人びとの声なき声と、キタの周縁＝芦原橋に保存され

One is the satellite campus of Kwansei Gakuin University.
From the campus of modern construction you can look down
upon a crowd of the people crossing busy streets at ‘Umekita’
area where a redevelopment project has carried on with the
northward of the Japanese Railway Osaka Station. The other is
Osaka Human Rights Museum called ‘ Liberty Osaka ’ . The
Museum, several tens of minutes from the central Osaka by the
loop line train, is literally left abandoned in a quiet area, and
now it faces a problem of shutdown. The voice of neoliberal
political reformation puts pressure on the Museum ’ s
management. At a glance, these places are nothing to do with
each other. However, if we carefully listen to the voices from
two different places , we would silently and strangely notice
resonance between them.

てきた歴史が物語る証言とは、時間と場所を超えて、いま、 It is not easy, however, to link between the ‘centre’ and the
奇妙なほど静かに共鳴し始めているのかもしれません… ‘ periphery ’ and find what happened in recent Osaka city.
…
Seriousness of poverty and stratified society divide between the
rich and the poor; violence towards homeless people occurs;
じっさい近年の大阪で起きている様々な状況に目を凝
‘Kamagasaki’ area where a lot of old-day labourers work and
らしてみても、こうした中心と周縁をつなぐことは、決し
live leaves behind; protection of human rights and
てたやすくはないように思えます。野宿者襲撃や釜ヶ崎構 multiculturalism in Japan are discriminated by the event of hate
speeches towards Koreans living in Japan; and the history of
想が問いかける貧困／格差社会の深まりとジェントリフ
social movement that Liberty Osaka exhibits teaches us the
ィケーションの兆し。鶴橋におけるヘイトスピーチ事件が predicament of public sphere. What?! There are too numerous
問いかける人権と多文化共生の行方。そしてリバティおお to mention……
さかが教えてくれる、社会運動に基づいた「公共」の窮状

On the other hand, hope is not gone. We can recall the new
…あげていけばキリがありません。しかし、記憶に新しい movement that has been emerged since 2013, and people try to
overcome these huge gaps and make new friendships by a
ように2013年から開催されている「仲良くしようぜ」パレ
parad called ‘ Nakayoku Shiyouze Parade ’
against
ードのように、こうした分断を超えた「仲間」を生み出そ
discriminations. What is important here is not to depend on the
うとするムーブメントが起きたことも、私たちは覚えてい logic of economic market and to assimilate ‘ the Other ’
ます。重要なのは、ただ市場に状況を委ねるだけでも、他 egocentrically, but looking for an alternative ‘public’. In this
者を自分たちにとって都合のいいように一元化するので session, we will call and wait for papers as ‘reply’ from those
もない、オルタナティブな“ Public”なるものの模索ではな of you who want to re-converse with the public.
いでしょうか。この公募では、分断の暴力とそれに対する
人びとの抵抗と繋がりの軌跡を呼び起こしながら、
の「返信」を、ぜひお待ちしております。
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“Public”なるものとの出会いなおしを希望する人びとから

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

@リバティ / Liberty
研修室2 / Room 2

10:30-12:00

"Against Regulation of Cultural Practices"
Panelist 1: Marie Thorsten and CJ Suzuki
English
& 日本語

Affiliation: Doshisha University and CUNY-Baruch

Panelist 2: 宮入恭平 (MIYAIRI, Kyohei)
Affiliation: 法政大学 (Housei University)

Chair: 小倉利丸 (OGURA, Toshimaru)

Panelist 1: Marie Thorsten and CJ Suzuki
"Perception and Publics: Graphic Novelists Speak to the World Après Charlie"
Virilio (1989: 20) wrote that the “battlefield has always been a field of perception,” and military leaders regard war as an
“instrument of representation, comparable to the painter's palette and brush. ” After the launch of Bush’s “war on terror,” art
critic Jonathan Jones (2006) lamented that artists have become image-averse in the early 21st century battlefield, and
representations to be remembered in posterity are likely to come from combatants themselves (the eye of the drone, perhaps)
rather than through the interpretive talents of artists. A notable exception to the reluctance of artists to represent conflict in the
21st century is graphic narratives. In addition to those that specifically address the war on terror, some of the world ’s most
prominent graphic novelists have made themselves known in the global public sphere for their comments on the cartoon
terrorist attacks of 2006 and 2015. We will ask questions such as: What is the significance of graphic novelists addressing a
global audience rather than an “otaku” audience? How do artists of long-form comic narratives differ from their colleagues
doing editorial cartoons? Are the graphic novelists “Charlie” or “not Charlie”—to use common parlance—and what are the
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implications of such bifurcation?

Re:Public

Panelist 2: 宮入恭平 (MIYAIRI, Kyohei)
リキッド・モダニティにおける文化実践

2014年12月6日付の新聞には「反戦歌うと「監視」対象のミュージシャンが警鐘」という見出しで、4日後に施行
を控えた特定秘密保護法に関連する記事が掲載された。03年12月に自衛隊のイラク派遣に反対するオリジナル曲を
歌った男性のところへ、報道機関から「自衛隊の内部資料にあなたの個人情報が記載されている」という連絡があ
ったのは4年後の07年だった。その資料は、自衛隊員の内部告発をもとに共産党が公表したものだった。
2009年2月に男性は、自衛隊の監視差し止めを求める裁判を起こし、12年3月には「自衛隊が男性の個人情報を収
集した文書をつくったのは違法」とする判決が下った。結果的に裁判は男性が勝訴したものの、なおも不安はつき
まとう。特定秘密保護法が施行された今となっては、このような情報は隠蔽されることになるだろう。さらに懸念
されるのは、わたしたちの日常的なポピュラー文化実践が、いつ、どこで、誰によって「監視」されているのか分
からないということだ。
大阪ミナミから始まったクラブの摘発、神奈川県の海水浴場での音楽禁止、さらに最近では、池袋駅前で演奏し
ていたミュージシャンが警察署へ連行されたり、新宿駅前でパフォーマンスをしていたアイドルグループが書類送
検されたりと、ポピュラー文化実践への規制が相次いでいる。この報告では、新しい形の「監視」が侵蝕しつつあ
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る、リキッド・モダニティにおけるポピュラー文化実践について考察する。

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

13:30-15:00

@リバティ / Liberty
研修室2 / Room 2

アートは社会を変えるか―抵抗と沈黙
"Do Arts Change Society? : Resistance and Silence"
Panelist 1: 狩野愛 (KARINO, Ai)
English

Affiliation: 東京藝術大学 (Tokyo University of the Arts)

& 日本語

Affiliation: お茶の水女子大学 (Ochanomizu University)

Panelist 2: 竹田恵子 (KEIKO, Takeda)
Panelist 3: ミナ ヴァルジャッカ (Minna VALJAKKA)
Affiliation: ヘルシンキ大学 (University of Helsinki)

Chair: 毛利嘉孝

(MOURI, Yoshitaka)

Affiliation: 東京藝術大学 (Tokyo University of the Arts)

近年、香港・台湾での社会運動や、日本での反レイシズム運動が盛り上がりを見せ、日本における政治的状況も
急速に変化しているが、そのただなかにも、芸術／文化的実践は確認できる。芸術／文化的実践は、社会から切り
離された「聖域」ではなく、常に社会／政治／経済的なコンテクストと相互作用しているのだ。
一方で、日本では芸術における表現の自由や倫理の問題が俎上に上がっている。芸術／文化的実践もまた、批判
され、検閲される対象となる。このような「アート」と「社会」の関わりによって、何が明らかとなるのであろう
か、そのインパクトはどのようものか、また何か変化するものはあるのだろうか。本パネルは、最近のアジアにお
ける政治的状況の変化と当該コンテクストにおける芸術／文化的実践の関与の仕方を明らかにするものである。
狩野愛（東京藝術大学

博士後期課程）は、芸術における性表現と倫理、公権力による検閲・介入に関する問題

を、ろくでなし子逮捕事件を中心に述べる。竹田恵子（お茶の水女子大学）は、いわゆる「アフェクティブ・ター
ン」以降のカルチュラル・スタディーズ、パフォーマンス研究、社会運動論における研究を総括し、アートと社会
の関わりにおいて情動／感情の果たす役割とその可能性を複数の事例を挙げて説明する。ミナ・ヴァルジャッカ（ヘ
ルシンキ大学）は、香港における雨傘革命において起こった芸術／文化的実践がどのように社会政治的、経済的、
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文化的コンテクストと関係しているのかについて述べる。

Re:Public

The panel examines agencies of artistic/ cultural practices through contextualized, site-specific analysis. Through the changing
socio-political, economic situation recently in Asia, do the arts or other cultural practices reorient the people? How do these
actions resonate with the specific socio-political, economic and cultural context? Moreover, the arts themselves are censored
and controlled by the exercise of public authority. How do these cases disclose and make us rethink the situation that we are
in? Ai Kano will present on the censorship of the arts with a focus on a case of a vagina artist Rokudenashiko ’s arrest and a few
other cases in Japan in 2014. Keiko Takeda will refer to the previous research following the “Affective turn” in the region of
Cultural studies, Performance studies, and theories of social movement, indicating the possibilities of affection on arts. Minna
Valjakka reveals the forms, agencies and motivations of creative and artistic practices that emerged to support the Occupy
Central with Love and Peace movement (known also as Umbrella Movement/ Umbrella Revolution) in Hong Kong in
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September 2014.

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

土曜日

|

15:30-17:00

@リバティ / Liberty
研修室2 / Room 2

建築、アート、デザインとソーシャルを再考する
"Rethinking Relationships
between Architecture, Art, Design and the Social"
Panelist 1: 成実弘至 (NARUMI, Hiroshi)
日本語

Affiliation: 京都女子大学 （Kyoto Women's University)

Panelist 2: 家成俊勝 (IENARI, Toshikatsu)
Affiliation: 建築家 (Architect)

Panelist 3: 山下里加 (YAMASHITA, Rika)
Affiliation: 京都造形芸術大学 (Kyoto University of Art and Design)

Chair & Discussant: 阿部潔 (ABE, Kiyoshi)
Affiliation: 関西学院大学 (Kwansei Gakuin University)

建築、アート、デザインの分野は現在「ソーシャル」「ローカル」の方向に向かっている。住民とともに建築を
考えたり、地方をアートイベントに巻きこんだり、社会的な課題を解決するためのデザインに注目が集まっている。
しかし、この場合の「ソーシャル」とは何なのか。何を目的にした社会参加型デザインなのか。その意味や方向が
曖昧であるがゆえに、どこに向かっているのか、戸惑いや疑問の声も上がっている。本パネルでは、建築、アート、
デザインの現場からの報告とともに、現在の「ソーシャル」の意味を問い直す。
While many people talk about the significance of ‘social’ or ‘local’ perspectives in the fields of architecture, art, and design
in tackling with the problems to solve, it is not necessarily clear what ‘the social’ actually means in those contexts. Why
should the architects do their jobs in collaborating with those who use their products? How does the artist try to incorporate the
local governments in their art events? For what purpose is the design aiming at the social participation requested among the
public? Facing the hype of ‘the social’ in various areas not a few people seem to be a little bit puzzled with what direction it is
heading and what future it bring to us.
In this session we would focus on the recent issue of ‘the social’ so that we can make it clear what it means in respective
problems of ‘the social’ will be clarified.
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fields of architecture, art, and design. Through the presentations and discussion, it is expected that both the potential and

Re:Public

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

10:30-12:00

10F

・1005

危機との付き合い方
"How to Deal with a Crisis?"
Panelist 1: キムウネ (KIM, Eunae)
Panelist 2: 波塚奈穂 (NAMIZUKA, Naho)
日本語

Panelist 3: チョソジン (CHO, So Jin)
Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

Discussant: 岩崎稔

(IWASAKI, Minoru)

Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

Chair: 高原太一

(TAKAHARA, Taichi)

Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

日々叫ばれるさまざまな危機。そして語られる〈危機を排除するための〉言葉。けれどもどんなに逃げようとも
がいても、あるいは力ずくで押さえ込もうとやっきになっても、危機はすでにそこにある。
本パネルでは、時間も、場所も、対峙していた危機も、それぞれにズレながら重なり合う「3つの運動」から〈危
機との付き合い方〉を再考したい。
チョは、日大全共闘の運動の見直しから、現在にも通じる大学の危機の実像を批判的に分析していく。
キムは、演劇集団「創造」の活動を通じて、米軍占領下の沖縄における新劇運動が持つ意義と限界を考察する。
波塚は、パナマの先住民族ノベ・ブクレ族を例に、鉱山開発やダム建設への抵抗の歴史を通じて、先住民のアイデ
ンティティと社会運動の関係について論じる。
〈文化と危機〉この古くて新しい問題を、もう一度このカルタイでRE:Publicなものにする。これが本パネルの目的
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とゴールです。

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

13:00-14:30

@関学梅田 / KGOUC

10F

・1005

ローカルな場所からコスモポリタンな想像力を考える

"Cosmopolitan Imagination from Local Places"
Panelist 1: 鈴木弥香子 (SUZUKI, Mikako)
Affiliation: 慶應義塾大学 (Keio University)

English
& 日本語

Panelist 2: ジョエル・マシューズ (Joel Matthews)
Affiliation: ニューヨーク大学 (New York University)

Panelist 3: 中西雄二 (NAKANISHI, Yuji)
Affiliation: 東海大学 (Tokai University)

Chair/Discussant: 栢木清吾 (KAYANOKI, Seigo)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

本報告では、ローカルな場所からいかにコスモポリタンな想像力を引き出すことができるかについて検討する。
コスモポリタンと言うと、近接性を超え地球市民としての倫理を優先させるべきという古典的な思想が連想される
かもしれない。しかし、1990年代以降再興隆しているコスモポリタニズムの議論では、コスモポリタンな関心や想
像力とローカルな愛着や帰属は両立し、高めあう関係であるとされることが多い。特定の場所への帰属意識とグロ
ーバルな帰属意識の両立の重視は、ともすると愛国的なグローバルエリートを称揚する危険性を孕んでいるが、コ
スモポリタニズムを「上から」の啓蒙の暴力としないためには、いかに「下から」コスモポリタンなものへの繋が
りを構想できるかについて目を向けることが必要である。
このような視座に基づき、本パネルでは専門を異とする3人が異なった視点から報告を行う。社会理論を専門とす
る鈴木は、本議論の前提となるvernacular cosmopolitanismやrooted cosmopolitanismといった概念に関する議論を整理
する。それを受けて歴史学を専門とするマシューズは、戦後旧植民地出身者が深い関わりを持っていた闇市という
空間から、地理学を専門とする中西は、ロシア革命を逃れた後、神戸にやってきた白系ロシア人の事例から検討を
についていくつかの手がかりを提供したい。
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行う。こうした具体的事例の検討を通して、ローカルなものからいかにコスモポリタンな想像力を引き出せるのか

Re:Public

This panel examines the possibility of drawing cosmopolitan imagination from local places. The word, “cosmopolitan” might
be associated with a philosophy which emphasizes on ethics of world citizens beyond a proximity. Though, in discussion of
cosmopolitanism after 1990s, the relationship between cosmopolitan concern and local belonging is often seen as compatible,
or rather mutually enhancing. In order not to reduce cosmopolitanism to a violence of enlightenment “from above,”
considering how to envisage cosmopolitan solidarity “from below” is needed.
In this panel, three presenters with different specialties discuss this theme from distinctive perspectives. At the beginning,
Mikako Suzuki, who specializes in social theory, presents an overview of discussions about concepts such as vernacular
cosmopolitanism, rooted cosmopolitanism, which would be the basis of this panel's discussion. Secondly, Joel Matthews,
whose specialty is history, investigates how ex-colonials were entangled with black markets After WWⅡ. Finally, Yuji
Nakanishi, who is a geographer, argues a case of White Russian who escaped from Russia under the Russian Revolution and
came to Kobe. By examining these two concrete cases, we aim to give some clues as to how to think about cosmopolitan
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imagination from local places.

Panel Session & Research Presentation
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14:45-16:15
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愛と憎しみとパブリックと―失われた多数性へと繋がる回路を求めて

" Meet Again with Love or Hate in the Public Realm?
:Reactivating a Missing Path towards a Space for Many "
Panelist 1: 山口隆子(YAMAGUCHI, Takako)
日本語

Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

Panelist 2: 金南咲季 (KINNAN, Saki)
Affiliation: 大阪大学 (Osaka University)

Panelist 3: 小路万紀子 (SHOUJI, Makiko)
Affiliation: 同志社大学 (Doshisha University)

Chair/Panelist 4: 前川真裕子 (MAEKAWA, Mayuko)
Affiliation: 三重大学 (Mie University)

エッセイストの中村うさぎは誰かを愛する行為には差別が内在していると言った。愛とは私があなたを他の人々
から区別し特別に思うことだからだ。この愛はまた、自集団への強い愛を生み、他集団への憎しみを駆り立てるこ
ともある。では我々の愛は必然的に差別を内包し、多数者へと繋がる回路（パブリック）を封鎖する悲しい欲動な
のだろうか？
山口は、草の根国際交流を謳う日本のホームステイ組織の内部で、一人の会員によって発せられた「どことの間
の子」という人種差別的発言に注目する。日本人と日本人以外の結婚という個人的な愛が、人びとの間（パブリッ
ク）でどのような議論を呼んだのか考察する。
金南は、ある外国人学校T校の校舎建設時に起きた一部地域住民による反対運動を取り上げ、「共生」社会の実
現に向けた一示唆を提示する。トゥアンの「場所への愛」とハージの「空間的権力」という概念を手がかりに地域
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住民らのT校に対する排除と包摂の生成動態を明らかにする。

Re:Public

小路は、嫌悪が暴力であると同時に熱情であるがゆえに主体を形成する強力な機構となる様子を考察する。法と
規制による解決が求められる傍ら、「在日特権を許さない市民の会」で活動する個人に焦点を当て、ヘイトスピー
チが実際にいかなる主体化の実践であるのかについて考察をする。
最後に前川は、豪州の反捕鯨活動に注目しつつ、人々がクジラをめぐり形成する「自分たちの理想とする自然環
境」への愛着を考察する。その愛に共感を覚えない人々が非難される様子を報告すると共に、人と人の間（パブリ
ック）を再び繋ぎ直す愛の可能性に思索をめぐらせたい。

A Japanese essayist, Usagi Nakamura, says that love is discrimination. When ‘I’ love ‘you’, ‘I’ give ‘you’ special care. This
exception unconsciously differentiates ‘you’ from other people. Does that mean we are always trapped in love as a sad truth of
human nature? In this panel, we reconsider ‘love’ and ‘hatred’ in order to search alternative love that opens up a space for
many.
The first report discusses on marriage (love) between a Japanese and non-Japanese. A racialised word expressed towards a
child who was born to the parent at a party of homestay society in Japan is focused. We analyse how love at individual level
brings a discussion to the members of the society.
The second report turns our attention to a suburban neighborhood in Japan. The report analyses opposition from the local
residents against the construction of a high school for non-Japanese called ‘T-school’. Having examined theoretical concepts
such as ‘topophilia’ and ‘spatial power’, the report shows how and why the practice of ‘exclusion’ and ‘inclusion’ on the
school occurred.
The third report starts to consider that hate is violence and passion for subject. The report attempts to reexamine
political/cultural meanings and effects of hate-speech in Japan through listening to the narratives of people who are involved in
a right wing group called ‘Zaitokukai’ which is prominent subject of hate primarily against zainichi Koreans.
The last report discusses on an attachment towards whales in Australia and its culture of loving environment. Giving
attention to negative campaign in the country which critiques hunting whales, the report suggests the possibility of love that
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gives us a space for negotiation.
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反乱地域としての多摩Ⅲ－妄想「共和国」は東西を旅し、やがて実現する

" Tama AS A Region of Revolt Ⅲ
:The Delusionary ‘Re:Public’ Travels around East-West, and Will Come"
English &
日本語

Chair / Panelist 1: 小笠原博毅(OGASAWARA, Hiroki)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

Panelist 2: 山本敦久 (YAMAMOTO, Atsuhisa)
Affiliation: 成城大学 (Seijo University)

Panelist 3: 高原太一(TAKAHARA, Taichi)
Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

「多摩スタ」第3回となる本パネルは、多摩に芽生え北海道に潰えたかに見える共和国（Re-Public）の思考におけ
る「上方（特に京）」の果たした役割をあぶりだし、＜現在＞と＜未来＞を貫く「共和国的妄想力」について考え
る、＜東と西を共に語る日本史＞の試みである。
共和国の思考。それは堅固な身分制の＜あいだ＞に生きざるを得なかった半農半武の人間たちが、多孔的に接触
可能になりつつあった西洋近代の力との折衝を経て紡ぎあげたものだったのではないか？その萌芽を八王子千人同
心による蝦夷地開拓、将軍上洛随行、長州征伐参戦、鳥羽伏見から函館にいたる移動過程に探り、小笠原はパネル
全体を地ならしする。
山本は新撰組の崩壊過程を読み直し、土方歳三が最後に到達した「蝦夷共和国」、そして多摩に残った新撰組の
後援者・佐藤彦五郎らの意思が流れ込む自由民権運動を、多摩のRe:Publicな運動の系譜として再考する。「道場」
仲間による同志感覚と「気組」という間-身体性は、多摩農兵隊を通じて西洋近代的身体との不器用な節合を果たし、
はからずも先取りしていくが、それゆえにパブリックな身体性を失い内部から瓦解していくことになる。
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原-パブリックな共同性を身につけていた。だが新撰組は幕末の京都での大躍進ゆえに、近代の官僚的な組織形態を

Re:Public

1950年代中頃、多摩ではTachikawa Air Base（立川米軍基地）の拡張に反対する「砂川闘争」が起きていた。この
闘争のデモに参加し、無抵抗な機動隊にまま警棒を振るわれ血を流した脚本家高田宏治は、その経験は原点にして、
のちに東映太秦撮影所で制作される柳生武芸帳シリーズ「片目の十兵衛」を書きあげた。高原は、砂川闘争から６
０年という＜いま＞、ある出来事がその「参加者」の表現を通じてRe-Publicなものとなる過程を検証したい。

Welcome to the 3rd volume of our Tama Studies. This time, it’s a trial of <a Japanese history from the viewpoints of both the
east and the west>. We are particularly concerned with ways in which in the transitional period around the Meiji Restoration
the ‘Republic thinking’ that was spawned in Tama and then apparently extinguished in Hokkaido saw its significant twist in
‘Kamigata (Kyoto in particular)’ and what we’d call the ‘Delusionary Power of Republic’ is realised in various styles at the
present as well as in the future.
Ogasawara prepares for the following discussions by introducing the ‘Republic thinking’ as something that was fabricated
through negotiation with modernity by, for example, Hachioujisennindoushin, those who had to live in-between as half-peasant
/ half-samurai class in Tama. In Yamamoto’s paper, a rereading of the activities of the Shinsengumi is reconsidered as a
genealogical trace of ‘Re:Public thinking’. Their proto-republic gesture from Tama to Ezo-chi by way of Kyoto where their
reputation was overwhelmingly appreciated in a bad way can be examined as a detour of its transformation that would result in
the ‘Jiyu-minken-movement’. Takahara investigates the linkage between memories of the ‘Sunagawa struggle’ against a US
base in the region and the cultural resonance in later period. Koji Takada’s experience as script writer of a Toei-produced
samurai film ‘Yagyu-bugei-cho, katame-no-Jube’, which was filmed in Uzumasa set in Kyoto, originated from his own
experience of being beaten up by police forces during his participation in a march
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against the base expansion.

「復興ユートピア」の再構築
Reconstruction of ‘Utopia of Reconstruction’
「復興都市」を歩くことを通じて、私たちはそこに何を
見出せるのでしょうか。たとえば大阪から神戸にかけた阪

W

hat can we find out by walking through “reconstructed

cities” after the great disasters? For example, if we walk in the
central area between Osaka and Kobe cities, which were
ントがあるとはいえ、ここにかつて6000人以上の人びとの collapsed by the Great Hanshin-Awaji Earthquake and deprived
生死とその後の人生を左右した、阪神・淡路大震災という over 6000 people’s lives in 1995, we could see some memorial
災害があった歴史的事実を見出すことは、いま限りなく困 monuments, however, it is quite difficult for us to dig out
people‘s footsteps as living historical facts.
難になっています。そして「復興（Reconstruction）」に伴
神地域の中心市街地を歩いてみましょう。一部にモニュメ

う空間開発では、他者の「異国情緒さ」を内外にアピール
する装いとは裏腹に、再開発に伴う社会・経済的問題に耐
え忍ぶことを（とくに被害を受けた）神戸市長田区のよう
なインナーシティの多様な背景を有する被災者に一方的
に強いてきました。
他方で、西宮市に現れたショッピング・モールのよう
な消費の諸相は、その足もとが実は他者にとっての社会問
題の現場と（文字通りの）「地続き」であることを思い起
こさせることすら困難にさせています。もちろんそれらに
部分的に重なるように、失われた存在が時にノスタルジア
として喚起されるのもまた確かですが、そうした「強者」
／「生者」を中心に立ち現れる「復興ユートピア」とも呼
べる空間の拡がりに対して、私たちはどのような「方法」
をもって批判的に介入することができるのでしょうか。
この公募では、阪神・淡路大震災に限らない、災禍の
後に立ち上がる「復興」のブループリントとその帰結を対
象とし、常にそこから差別／排除／忘却されていく人びと
の声や営み、そして共生の諸相に耳を傾けたいと思いま

Under the spatial development through the “reconstruction”
of the city, the various relationships connected with colonialism
of Asian Countries and discrimination against them within the
history of the city are concealed. Meanwhile, it attempts to
represent “foreign cultures” in a cosmetic sense. In addition to
this, the reconstructed space has forced survivors from the
earthquake, in particular, the heavily damaged inner-city area
to endure socio-economic burdens. On the other hand, the
newly emerged consuming landscapes such as the shopping
malls built after the earthquake prevents us from remembering
linkages between the places and ‘Others’ facing various social
problems. To be sure, we sometimes recall lost existences from
the monuments and ritual practices, however it often ends up
representing the nostalgia for strong and living people.
Against the expansion of this kind of the space called like
‘utopia of reconstruction’ after the disaster, how can we make
critical interventions? In this session, we are calling for papers
seeking the difficulties and possibilities of ‘ reconstructing ’
alternative images for the diversified utopia after the calamity
of the society, by listening to the voices, practices, and
conviviality of the people who are discriminated against,
excluded, and forgotten from the blueprints.

す。それを通じて、オルタナティブで多様なユートピア像
を再構築（"Reconstruction”）する上での困難と可能性につ
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いて考えることを目指します。

Panel Session & Research Presentation
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|

土曜日

@リバティ / Liberty

10:30-12:00

研修室3 / Room 3

「復興都市」を問いなおす―「阪神・淡路大震災」後の神戸長田を歩く

"Reconstruction of the ‘Reconstructed City’
: Walking around Kobe Nagata Area after the Great Earthquake in 1995"
Panelist 1: 稲津秀樹 (INAZU, Hideki)
Affiliation: 日本学術振興会 (JSPS Research Fellow)

日本語

Panelist 2: 本岡拓哉 (MOTOOKA, Takuya)
Affiliation: 同志社大学 (Doshisha University)

Panelist 3: 野上恵美 (NOGAMI, Emi)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

Chair/Discussant: 中西雄二 (NAKANISHI, Yuji)
Affiliation: 東海大学 (Tokai University)

本報告では、1995年の阪神・淡路大震災後の神戸長田における複数の現場を歩くことから、「復興都市」の内実
を問いなおすことを目的とする。同震災の大規模な火災により焼失したインナーシティ・エリアは、多様な移住者
が共生するハイブリッドな空間でもあった。しかし、「創造的復興」を掲げる行政を中心に整備された再開発建築
群をめぐる議論に象徴されるように、同地の「復興」は、都市政策上の成功か／失敗かという二元論に陥りがちで
ある。このため同地の多様性や人びとの生活といった文化的側面と、再建された「復興都市」の内実との連関を探
る議論が、この20年もの間、十分になされてきたとは言い難い。
この報告では復興空間において生起する問題群を、様々な移動者が行き交い共在する場所を歩くことから見えて
くる日常的実践の観点から問いなおしていく。まず、復興の都市政策やまちづくり策が、人びとの想像力から他者
と共にあるまちかどの営みやその記憶を奪う権力として空間的に展開している点を問題提起する（稲津）。次に、
新湊川の護岸工事を例にして、神戸の近代都市開発の小史を振り返りながら、長田で暮らす在日コリアンの生活の
不可視化と、都市の開発主義との密接な関係を明らかにする（本岡）。そして再び現代の靴工場へと舞台を移し、
難民出自のベトナム系労働者たちの営みが、長田の生活をまさに人びとの「足下」から支えている事実を明らかに
について、コメンテータ（中西）らと共に議論したい。
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する（野上）。このように「復興都市」を「歩く」ことから、その内実を「再構築」していく上での課題と可能性

Reconsturuction

The panel session aims to reconsider the “reconstructed city” from multi-sided researches in Kobe-Nagata area after
Hanshin-Great Earthquake in 1995. This area was massively burnt out was also known as hybrid and convivial space where
many immigrants came and lived. However, there has been shed light on the reconstruction buildings conducted by the city
government under the name of “creative reconstruction”. It was not about cultural side on migrant living, but the dualism
between success and failure of the policy of reconstruction since these 20 years. Therefore, we will reconsider this problem on
reconstructed space from walking around Nagata with the view of daily practices that have been constructed in the place where
different trajectories of people were crossed and co-presented. First, Inazu will propose that reconstruction and community
building policy has developed as spatial power that deprived imagination of being with other and people’s practices and
memories from the street-corners. Next, Motooka will remember the relationships between history of development policy in
modern Kobe city and invisible lives of residence Koreans. Finally, Nogami will tell the realities based on the research in the
shoes factories, and insist on their labor work has been under laid people lives in this area just from their feet. On these reports
above, we will discuss with commentator on the subjects and possibilities of “reconstruction” of reconstructed city from
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walking.

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

13:30-15:00

@リバティ / Liberty
研修室3 / Room 3

「建てる」ことと「住まう」ことの乖離を調停する試み
Chair/Panelist 1:松村淳 (MATSUMURA, Jun)
Affiliation: 関西学院大学 (Kwansei Gakuin University)

日本語

Panelist 2:村上愛樹 (MURAKAMI, Aiki)
Affiliation: 建築家

村上愛樹事務所 (Architect: OFFICE MURAKAMI AIKI)

Panelist 3:小畦雅史 (KOAZE, Masashi)
Affiliation: 建築家 小畦雅史建築設計事務所 (Architect:Masashi Koaze Architect’s
Office)

Panelist 4:田中悠太 (TANAKA, Yuta)
Affiliation: 大阪大学 (Osaka University)

Panelist 1・2: 松村淳 (MATSUMURA, Jun) ・村上愛樹 (MURAKAMI, Aiki)
「建てる」ことと「住まう」ことの乖離を調停する試み
震災後の再開発で出現した無機質で均質な空間は、近代以降の特徴でもある「住むこと」と「建てること」の絶
望的な乖離を象徴する。我々が望まない規模やデザインを有する建物に埋め尽くされた空間の中に粛々と住み続け
る事しか出来ない。
そのような中、「建てること」と「住むこと」の乖離を受け入れつつ、あえてその場所を住みこなすことも都市
に生きる我々が育んだ一つの技法であろう。とりわけ震災後に生まれ育った若い世代は、真っすぐに引かれた道路、
林立する高層マンション、清潔で快適なショッピングモールなど、再開発で生まれ変わった街こそが「ホーム」で
あり、そこに愛着を感じているのも事実である。しかし、その空間を提供している主体は企業や行政である。生活
の基盤である「住まい」が消費や政策の対象となっているのだ。我々の「住まい」は企業や行政によってコントロ
ールされている。本報告は「住むこと」の主体性を取り戻すために「建てること」に着目する。「建てること」を
企業と行政に丸投げしていては、理想の「住むこと」を手に入れることは出来ない。幸い日本には住宅産業システ
ムに包摂されないインディペンデントの「建築家」が多数存在する。彼らの手を借りる事で「建てること」を身近
なものへと引き寄せることが出来るのだ。
行いたい。
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本報告では、建築家による一つの建築作品を通じて、「建てること」と「住まうこと」を結び直す試みの呈示を

Reconsturuction

Panelist 3: 小畦雅史 (KOAZE, Masashi)
すまいづくりは楽しい！
最近注目を浴びているリノベーションという言葉。その流れの中で自主施工による空間造りも注目されている。
このことによって、理想の住まい（空間）を手に入れる、住宅取得の方法において、「1戸建新築、新築マンション
購入、新築建売購入」のみではなく、「古民家購入＋リノベーション」「中古マンション購入＋リノベーション」
という選択を、よりリーズナブルに行うなど、より選択肢が広がる。また、空き家の流通にも寄与するため、止ま
っているストックを新たな価値観で市場に戻すという、社会的意義も大きい。一方で、一般の方には、リノベーシ
ョンや自主施工に対して、コストや、建物の構造上の問題、時間的な問題等でプレッシャーを感じて躊躇している
姿が見受けられ、あるいは、相談先がわからず、悩んでいる方が多い。しかし、「すまいづくりは、本来楽しいイ
ベントである」と考え、楽しもうという発想で設計、施工プロセスを進めていくことで、より豊かで、幸せなくら
しと、その器として空間を創ることができ、また、躊躇している方に対して、背中を押すことができると考えてい
る。リノベーション内容について、デザイン性、コスト、構造、機能性を総合的に判断できる、という意味で、こ
のことを、一級建築士の仕事として行っていることにも意味があるだろう。これまで、そのようなプロセスで、楽
しみを共有できた経験を、いくつかの小さなプロジェクトの紹介によって報告する。

Panelist 4: 田中悠太 (TANAKA, Yuta)
開かれた住まいにおける歓待と新たな公性の可能性
“Possibility of Hospitality and Alter-Public at Open Housing”
本発表は、藤野郁哉氏の主催する「中津の家（仮称）」および発表者を含む3名の主催する「田田庵」という2つ
のシェア・ハウスを例として取り上げながら、従来型の堅固に閉じた住まいとは異なったものとしての「開かれた
住まい」の可能性の探究を目的としている。先に〈臨床哲学〉誌に投稿した「開かれた住まいの可能性と住まいの
安全性」においては、住まいの外部において不安定性に晒され続けるプレカリアートたちにとっては、安定した「閉
じた住まい」を維持するための労力や費用を負担するよりも、「開かれた住まい」において不安定性に身を任せる
ことのほうが希望でありうるとし、「開かれた住まい」を肯定的に論じた。しかし、上述の2つのシェア・ハウスに
おける実践をさらに進めていくうちに、住まいが開かれていることの負の側面が明らかになってきたため、それぞ
れの実践において、「住まいをどこまで開かれたものとすることが適当なのか」という点を問い直す必要に迫られ
ている。本発表ではまず、ルネ・シェレールなどを参照しつつ、「開かれた住まい」における歓待のかたちとその
限界を記述・考察する。ついで、そこで明らかにされるであろう主/客の転倒を踏まえながら、とくに「田田庵」に
おいて問題となりつつある公的領域と私的領域の区分について、イマニュエル・カントの私と公の定義などを参照
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しつつ、再検討を加えていく。

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

15:30-17:00

@リバティ / Liberty
研修室3 / Room 3

「ユートピア」を抱え込むこと―原爆ドーム・焼跡・戦後開拓

“Embracing ‘Utopia’
: Atomic Bomb Dome, Ruins, Postwar Reclamation"
Panelist 1: 番匠健一 (BANSHO, Kenichi)
Affiliation: 立命館大学 (Ritsumeikan University)

Panelist 2: 福岡弘杉 (FUKUOKA, Hiroaki)
日本語

Affiliation: 同志社大学 (Doshisha University)

Panelist 3: 西川和樹 (NISHIKAWA, Kazuki)
Affiliation: 同志社大学 (Doshisha University)

Chair: 杉浦清文 (SUGIURA, Kiyofumi)
Affiliation: 中京大学 (Chukyo University)

空から降ってきたような「復興」の青写真が動き出す時、その直前の瞬間における希望はいかにして抱え込まれ
るのだろうか。「戦後」という時間が駆動するときに峻別、忘却される「個」の希求から議論をはじめたい。戦後
空間が「復興」に始まる国民的ナラティブだとするならば、「個」のナラティブにおいて担保されるユートピア性
は国民の語りによる包摂と鎮圧の力学と重なりつつも、そこからの離脱の契機を常にはらんでいる。
本パネルでは、美学、文学、映像の三つの視点からこの問題系にアプローチする。第一報告（西川）では、原子
爆弾に焼かれた広島県産業奨励館が「原爆ドーム」として描かれていくプロセスのなかで、表現不可能な出来事の
リアリティを表現するという矛盾に満ちた行為を俎上に載せる。「平和」という国民的語りのなかで呼び出される
二度と「被害」を繰り返さないという痛切な希求は、ドームという「モノ」がもつ物質性において再考される。第
二報告（福岡）は、空襲によって現出した「焼跡」という空間から始まる。炎と衝撃によって都市空間としての意
味づけをはぎ取られた場所が持つ想像力と未発の可能性を文学から検討する。第三報告（番匠）は、新たな体制の
時間のなかで提示される「戦後開拓」という国家の青写真が、帝国の時間を引きずりながらも異なる生き方へと向
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かう「個」の希求を呑み込みつつ破綻していくプロセスを映像から検討する。

Reconsturuction

How do we embrace hopes when the blueprint of “Reconstruction” starts to work? This panel starts a discussion by personal
narrative. First presentation by Nhisikawa reconsiders a process by aesthetics that Hiroshima Promotion of Industry Building
changed to call “Atomic Bomb Doom”. Second presentation by Fukuoka focus on vacant ruins after firebombing of Tokyo and
considers “utopia” in the vacancy by literature. Third Presentation by Banjo focus on Postwar Reclamation and reconsider a
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process by film studies that personal hopes are subsumed by “reconstruction” as a national narrative.

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

10:30-12:00

10F

・1004

“Media, Museam,Memory”
Panelist 1: 逢坂裕紀子 (OSAKA, Yukiko)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)

English＆
日本語

Panelist 2: 潘夢斐 (PAN, Mengfei)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)

Panelist 3: 佐々木加奈子 (SASAKI, Kanako)
Affiliation: 東北大学 (Tohoku University)

Chair: 辛島理人 (KARASHIMA, Masato)
Affiliation: 関西学院大学 (Kwansei Gakuin University)

Panelist 1: 逢坂裕紀子 (OSAKA, Yukiko)
上野公園における関東大震災復興と博物館
発表者は、2013 年度に東京国立博物館における館史資料を調査した。その結果、同館に関東大震災直後の上野公
園における復興支援事業関連書類‐緊急避難用バラックの設置や救護所の開設に関する文書等‐が残されていること
がわかった。東京国立博物館は、同館が帝室博物館として開館した明治期から昭和初期にかけて、公園管理者とし
て公園地利用の許諾に関する業務を担っていた。それらの公園管理に関する文書は館史資料として保存されている
が、いわゆる美術作品ではないため、博物館業務においての優先度が低く、これまで十分には注目されてこなかっ
た資料といえる。
上野公園における関東大震災の被害については多くのイメージが残されている。尋ね人の張り紙で全身を埋め尽
くされた西郷隆盛像や、地震によって頭部の落ちた上野大仏像のイメージはメディアによって広く伝えられた。し
かし、復興支援の観点から、上野公園においてどのような被災者支援活動が展開され、そこに博物館や各組織がど
のように関与したかについては十分に検討されてきていない。本発表では、上野公園での震災復興活動、とりわけ
博物館が公園管理者としてどのように関与したかを分析することで、震災復興において上野公園が公共空間として
野という地域において震災復興にいかなる役割を果たしたのかを明らかにする。
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いかなる機能を果たしたのか、また帝室博物館が、モノを収集・保存・展示するという博物館の使命を越えて、上

Reconsturuction

Panelist 2: 潘夢斐 (PAN, Mengfei)
Between the Front and Backstage: Deconstructing Museum Representations in Media
「晴れ舞台」と「舞台裏」の間―メデイアにおけるミュージアム像に関する研究
Responding to and reflecting the changing milieu and rapid development of technology, museums around the world have been
undergoing transformations in multiple ways including architecture, legislation, administration, academic research, people’s
perception, and ideology. This research selects the lens of media representation to discern the image of museum in mass media.
Its main theoretical perspective relies on media studies and connects between the second wave of New Museum Theories and
Post-New Museology. Since 2000, a new trend of museum theories advocates applying theoretical discussions over museum’s
social roles to all sectors of museum activities including those previously hidden, or the “backstage” (Phillips 2005). The new
theories establish a model of more transparent and democratic museums. Oberhardt further argues for a
Post-New-Museological frame to scrutinize “how the museum itself is represented and talked about in contemporary society”
(2001). This research focuses on the mechanisms of media gaze towards the backstage of museums and the meanings of
“fiction”, “imagination”, and “every day (ke)” that seem to oppose to the core of traditional museums: integrity, authenticity,
and grandeur (hare). Through a few case studies of movies and publications, it aims to shed light on the complex and dynamic
relationship between museums and mass media.

Panelist 3: 佐々木加奈子 (SASAKI, Kanako)
記憶継承法の再検討に関する研究—協働の場よるGenerativityの可能性を探る−
震災を記録し後世に継承する為にデジタルアーカイブ活動が被災自治体で行われている。しかし利活用としての
機能が果たされていない為、収集された声が次世代に継承されにくい現状にあり、震災４年目に迎える被災地は益々
忘却にさらされる恐れがある
本研究は,「生成継承性」（Generativity）の概念を用い、震災を含む、地域の記憶継承法（震災アーカイブ）の
再検討として、福島県浪江町からの避難者達を対象に、より語ってもらう為の生きた対話の場の確保として、「協
働の場」を設定しインタビュー調査を行った。本調査から、ステージとギャラリー席を設けたこの協働の場では、
ストーリー領域の表出が、語り手聞き手のみのインタビューよりも、多くなり、活発になることがわかった。語り
出すGenerativityが「協働の場所」において、どのようなライフストーリーの表出を可能にし、それらはなぜ語られ
たのか？協働の場所におけるメカニズムを考える。そして、そこから見えてくる記憶継承における語りの望ましい
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あり方を提案する。またその結果を反映した新たなメディア環境の実践について示す。

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

13:00-14:30

10F

・1004

“Condition and Conflict of Contemporary
Taiwanese Culture”
Panelist 1: Ti Wei
Affiliation: National Chiao Tung University, Taiwan
Taiwanese,
Chinese ＆
English

Panelist 2: Chen Wan-Shin
Affiliation: National Chengchi University, Taiwan

Panelist 3: 蕭旭智(Hsiao, Hsu Chih)
Affiliation: 台灣世新大學 (Shih Hsin University, Taiwan)

Panelist 4: Chiung-wen Hsu
Affiliation: National Cheng Chi University

Chair: 林怡蓉 (LIN, Ijung)
Affiliation: 大阪経済大学 (Osaka University of Economics)

Panelist 1: Ti Wei
Rethinking the Private and the Public
by Assessing the Experience of Taiwan’s Media Reform Movements
The media news performance in Taiwan has been criticized as ‘gossipy, superficial, trivial and sensationalist’ for more than
twenty years. The phenomena became increasingly evident since the late 1980s, after the lift of martial law and the state
control on the media, and were only more serious in recent years. The problem of Taiwan media has also attracted critics
overseas often. For example, in 2014, an veteran journalist Chris Fuchs, wrote an essay published in Foreign Policy, saying
that these ‘brain-dead’ news are sensationalist and mundane. The issue not only generated media reform movements but also a
debate. Some critics stress that the central problem in Taiwanese news is that most content in major news media, particularly
the 24-hour cable news channels, have been too ‘private’ and lacks of ‘publicness’. But there are also people to point out that
the above viewpoint relies too much on a conservative and rigid framework dividing ‘private’ and the ‘public’, and who argue
that ‘trivial and gossipy’ content has its own ‘publicness’ and the potential to challenge the established value formation. The
article aims to go beyond the binary thinking and attempts to re-examine the meaning and the significance of ‘publicness’ in

Taiwan.

36

Taiwan’s media in particular and in Taiwan society in general by reassessing the experience of media reform movements in

Reconsturuction

Panelist 2: Chen Wan-Shin
Exploring the Change of the Constructions of Taiwan National Identity from the
Representations of Languages in Taiwan Films: 1895, Seediq Bale, Twa-Tiu-Tiann and KANO
The languages-using in the media texts always have strong impact on constructing the national identity. In the past, the
languages-using in Taiwan films has been controlled by the government, for example, the films dubbed in Japanese during the
Japanese colonial period and those dubbed in Chinese by the policy of promoting Chinese language by ROC government.
Because of the political policies, Taiwanese,

the local dialect language, was vanished in the Taiwan films. Till the period of

Taiwan New Cinema, Taiwanese became a powerful symbol of Taiwan national identity and another dominant language in
films. In recent years, a new trend of the representation of language appeared in Taiwan films, the directors started to take the
unfamiliar languages to the contemporary Taiwanese as the main pronunciation in the whole films, such as, the aboriginal
language, Hakka language or Japanese. According to the phenomenon, this article aims to focus on the representations of
languages in four Taiwan films, 1895, Seediq Bale, Twa-Tiu-Tiann and KANO as texts to analyze whether the using of
languages in Taiwan films started to become more multiple and try to figure out how the constructions of Taiwan national
identity changed through the ethnic minority languages.

Panelist 3: 蕭旭智 (Hsiao, Hsu Chih)
俗聖異域龍山寺：癡恨嫖賭愛之邦
Sacred/Secular Longshan Temple: Republic of Politics, Love, Hatred, Prostitution and Gangster
龍山寺歷史長達270年，是第一次到台北的觀光客必去的聖地，與故宮，中正紀念堂並列三大景點。但是當我們思考
超乎國家與個人之外（或之間）的公共性時，唯一具有顛覆意義的是龍山寺。後兩者代表的是道統、獨裁紀念碑，對
抗只是持續生產過度簡化的對抗關係。如今，台灣的社會運動多半集中在總統府前的凱達格蘭大道週邊，遊行抗議結
束後，街道淨空，警察繼續維持秩序。這種政治真空狀態的進出，只是突顯出某種去政治的政治以及不在場的人民。
然而，龍山寺在空間上是神聖與世俗的內外交會，既是政治、社會、性別、階層雙重性複合之處。要進入聖域，就要
遭遇被現代性排拒的老人、遊民、惡臭、妓女、黑道，並與之相遇。政治的構成，不應該是超驗的安排，而應是一種
遭遇。公共性不該是如此？本文將從民俗、文學、音樂、影像、電影中尋找像根莖的異質共和國。並討論在說故事的
世界中，倫理的矛盾如何成為我們思考公共性的重要啟發。
In Taiwan, Taipei Manka Longshan Temple (台北艋舺龍山寺) is not only famous for tourist, but also for its notorious gangsters,
homelss, prostitution, roadside vendors and underground economy. Actually, it is also the most important ‘populist’ political
space in last 150 years. Temple, as a religious institution in everyday life, usually play the role of ‘public’ between government
and individuals since late-Qing dynasty. Even before the 1990s, Longshan Temple always was the gathering site for protesting,
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parade, demagogic speech and political conflicts.

Panel Session & Research Presentation

Like many areas in East Asia, Buddhism converged multiple layers of social orders and social interests which cannot be united
in a governmental single panoptic dominance. More than the notion of faith or belief, Temple is a place to offset the social
disputes, content the discontent, make oath, pledge and deals in-between. The ‘republic’ or ‘democratic’ wouldn’t be the
transcendental logic of public, it’s a process of negotiation, bargain and conflicts, like a marketplace. In this perspective, politics
and religion melt into an ambivalent constellation of social practices, cannot be clearly separated. During the process of
modernity, Longshan Temple, a hetero-site, ought to be treated as a commonwealth or ‘republic’ both in space and time,
culturally and emotionally.
Through the folklore, lyrics, literature, images and cinema around the title of Longshan Temple, there were more than one
narrative. Various differential culturally heteronomous rhizome rooted in documents and memories. This article would like to
point out the potentialities of different ethical paradoxes in storytelling. Therefore, we could think about the hospitality of the
hetero-republic.

Panelist 4: Chiung-wen Hsu
The Invisible Conflicts among Affected Residents in the Recovery after the 2014
Kaohsiung Blast
In July 31st, 2014, there were unprecedented massive underground blasts in Kaohsiung City, the second large city of Taiwan.
The local government tries its level best to get back the city on track. A number of NGOs and companies also help to rebuild
the communities. However, most of the recovery work is for infrastructures. The different needs among residents and
communities have been neglected, which causes conflicts among residents and stakeholders. The media also cover the
residents’ conflicts less and represent the affected residents and communities as positive and resilient survivors mostly. The
conflicts become invisible. This study tends to find out what are left behind by the government and the media while
reconstructing the city. By means of interviewing the borough wardens and residents, the analysis allows us to understand what
kind of conflicts are less concerned by the government and media, and the missing linkages between residents’ and the
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government’s “utopia of reconstruction.”

Remembering―記憶／異種混交／キャラクター
Remembering: Memories/Hybridity/Characters
この公募では、「虚構」あるいは「想像的なもの」を積
極的に評価し、「虚構」や「想像的なもの」が、普段の生

I

t is now necessary to appreciate things fictional or

imaginative in our daily life; the fictional or imaginative are
活の中にある日常的でふつうのものであり、かつ、場合に indeed things quite ordinary, and even things so troubling that
よっては様々な衝突や摩擦をうみだすような厄介なもの they lead to various conflicts or frictions. The Congress
organisers welcome proposals for panels in which applicants
であることを、記憶・異種混交・キャラクターをキーワー will remember the meanings and values of the fictional or
imaginative, putting emphasis on memories, hybridity or
ドにしながら、あらためて「思い出す」ことを（リメンバ
characters, as keywords.
ー）していきたいと思います。
To cite some examples of remembering such workings of the
たとえば、わたしたちは普段の生活で、シーンに合わせ
fictional or imaginative: we have some or several contradictory
て自己の「キャラクター」を使い分けています。時には自 characters in ourselves, rounded and obstinate, cheerful and
cheerless, extroverted and introverted, thereby surviving or
己の中のそれぞれの「キャラクター」が矛盾し対立するこ
managing to live our too complex everyday life; it is quite
difficult to regard those characters as nonfictional or
ともあります。
non-imaginative.
あるいは、一個の文字テクストが成立するプロセスを考
えてみてもよいでしょう。語られるテクストは語り手が
「記憶」したり「想像」したりしたことの集積です。その
「記憶」の集積の中で、語り手の主観を通した「キャラク
ター」が躍動し、時には語り手自身が「記憶」の中に飛び
込み、一人の「キャラクター」となることもあります。そ
して、ミハイル・バフチンが言うように「キャラクター」
それぞれの内言・外言による対話が混交し、一つの作品と
なります。これは、「虚構」の持つ大きな要素です。

We can remember those workings in literary texts, with the
meanings of the word “literary” extended as wide as possible.
Narrated texts cannot be analyzed without shedding light onto
narrators’ memories and imaginations, which help to describe
characters and their lively actions;. sometimes narrators
themselves dive into their own memories and become one of
characters. As Mikhail Bakhtin mentions, dialogues composed
of characters’ outer and inner speech mingled one another.
This is a process in which literary works are described, and an
essential element which fiction has.

わたしたちは、一個の人間の中に様々な「キャラクター」

We have various characters in each individual, and with
を内包させ、そして「異種混交」させ、なおかつ、なんと those characters we are managing to compromise with and
hybridize.. This is nothing but the fictional process, and a
か折り合いをつけながら生きています。これは「虚構」と process that cannot be realized without imaginative things.
いう体裁そのものですし、想像的なもの抜きには成り立た
With this assumption, it follows that a community as well
ないプロセスです。
can be something fictional or imaginative, in which various
この前提に立つと、さらに、一個の共同体もまた、あら fictional and imaginative things are actively organized in a very
complex way. That is a practice Raymond Williams describes
ゆる「虚構」や「想像的なもの」が混交して成立している by connecting things apparently distinct, as in Culture and
メタレベルでの「虚構」や「想像物」と言えます。レイモ Society. We look forward to argue about those practices,
remembering how necessary the fictional or imaginative are in
ンド・ウィリアムズは一見「異種」なもの同士を“ and”で our various lives and fields.
つなげて、生活実践を分析していきました。このパネルは、
文学的な響きを伴う「虚構」というものが、あらゆる生活・
メンバー）していきたいと思います。
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領域に必然的なものであることを改めて想起する場に（リ

Panel Session & Research Presentation
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|

土曜日

10:30-12:00

@リバティ / Liberty
研修室1 / Room 1

不穏なテキストとしての集合的記憶―中国・ロシア・日本の地域を読む

“Collective Memories as Disquiet Texts
:China, Russia and Japan"
Panelist 1: ズウ・イ(Zou Yi)
Panelist 2: ホウ・ホウカイ (Bao Baohai)
日本語

Panelist 3: 石丸敦子 (ISHIMARU, Atsuko)
Panelist 4: リー・ヤン (Li Yang)
Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

Discussant: 千葉雄

(CHIBA, Yu)

Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

Chair: 岩崎稔 (IWASAKI, Minoru)
Affiliation: 東京外国語大学 (Tokyo University of Foreign Studies)

集合的記憶の「かたち」として、歴史教科書、英雄表象、ノスタルジー現象、植民地文学をとりあげながら、そ
れらを多面的に検討する。これらはいずれも、記憶と想起という営みを掘り起こすことによって、ナショナルな歴
史叙述を解体しようとする実践である。空間と時間は多岐にわたるが、報告者たちは、いずれも近代の概念と感受
性と対決する姿勢を共通して取り組んでいる。ズウ・イは、集合的記憶を構築するための強力な媒体として日本の
高校歴史教科書を取り上げ、その中の日中戦争の記述の分析を通して現代の若者の歴史認識を把握する。ホウ・ホ
ウカイは、漢人の入植に抵抗した英雄ガーダー・メイレンが、記憶の構想や忘却を孕みながら内モンゴルにおいて
どのように集合的記憶として造形されているかを考察する。石丸敦子は、90年代以降に見られるロシア人のソ連時
代に向けたノスタルジー現象を分析するために、あまり顧みられてこなかったブレジネフ期を掘り起こすところか
ら考察を始める。リー・ヤンは、戦後から現代に至る植民地都市大連の記憶の生成とその表象の変遷を、日本人作
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家の植民地文学を通して明らかにする。異種混淆であるからこそ出てくる意想外の効果に期待してほしい。

Remembering

This panel reveals the mechanisms of collective memory - its memorizing and recollecting process. By reviewing the existing
forms of collective memories (history textbooks and representation of heroes; phenomenon of nostalgia and literatures of
colony as well), this panel is expecting to supply a panorama that how the national historical narration went to disintegration in
modernization. Presenter Zou Yi applies the theory of collective memories to investigate both narrations and interpretations of
Sino-Japanese Wars in Japanese high school history textbooks, aims to understand historical cognitions of current Japanese
young generations. Presenter Bao baohai chose Chinese national hero Gada Meilin as the case study, he extracted different
forms of collective memories of Gada Meilin in Inner Mongolia of China and revealed how the collective memories of Gada
Meilin had changed in modernization China. Presenter Ishimaru Atsuko examines the age of Brezhnev to reveal the meaning of
nostalgia toward Soviet Union that has been experienced in Russia after the collapse of USSR. Presenter Li Yang will give the
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presentation regarding the transformation of memories in colonized Dalian from Japanese colonized literatures.

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

13:30-15:00

@リバティ / Liberty
研修室1 / Room 1

人種の表象と記憶─カリブの混血、西部戦線のファースト・ネーション

“The Representation and Memory of Race: the Hybrids in
the Caribbean and the First Nations on the Western Front”
Panelist 1: 舞さつき (MAI, Satsuki)
Affiliation: 大阪大学 (Osaka University)

Panelist 2: 霜鳥慶邦 (SHIMOTORI, Yoshikuni)
Affiliation: 大阪大学 (Osaka University)

日本語
Discussant: 大山友佳 (OYAMA, Yuka)
Affiliation: University College London

Chair: 安保夏絵 (AMBO, Natsue)
Affiliation: 大阪大学 (Osaka University)

本パネルは、グローバリゼーションの進展・拡大に伴い発展する今日の学術的見地から、約100年前の世界を、特
に人種表象に焦点を当てて見つめ直すことを目的とする。
第1報告は、Lafcadio Hearn (1850-1904)の作品における人種表象について考察する。没後110年にあたる2014年に
Hearnの生誕地であるギリシア西部のレフカダ島にLafcadio Hearn Historical Centerがオープンし、国際シンポジウム
‘The Open Mind of Lafcadio Hearn: His Spirit from the West to the East ’が開催されるなど、今日的視座からのHearnの再
考・再評価が本格化している。報告では、近年のHearn研究の動向を踏まえた上で、従来の研究では十分な光が当て
られてこなかった、西インド諸島滞在時（1887-1889年）とそれに続く時期に執筆された作品を主な考察対象とし、
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これらのテクストにおける人種（特に混血人種）表象について分析する。

Remembering

第2報告は、現代文学における第一次大戦文学の記憶の問題を取り上げる。現在 100周年に当たる第一次大戦の研
究は、従来のヨーロッパ中心の歴史認識を乗り越え、世界の諸地域と人種的多様性を重視するグローバルな枠組み
へと発展しつつある。この学問的動向と並行して、現代文学の分野でも、従来の大戦文学からは周縁化されてきた
人種のテーマに焦点を当てた作品が現れつつある。本報告は、その中から、北米クリー族の大戦体験を描いたJoseph
Boyden, Three Day Road (2005)を主な考察対象とし、現代の大戦文学の新たな展開／転回の特徴を明らかにすること
を試みる。
上記の2つの報告に対してコメンテータによるコメントを加えることで、議論をさらに多角的に発展させ、全体で
の議論へつなげたい。

This panel reconsiders the world of about a century ago from today’s globalised/globalising perspective with a special focus on
the representation of race.
The first paper deals with Lafcadio Hearn (1850-1904). As Lafcadio Hearn Historical Center opened in Lefkada, his
birthplace, in 2014 and the international conference was held to commemorate the 110th anniversary of his death, there is a
growing tendency to reconsider and reevaluate Hearn and his works from today’s viewpoint. Focusing on his writings during
his Martinique years (1887-1889), which have not received enough critical attention, this paper explores the features of his
representation of the so-called ‘half-breed’ race in the French West Indies.
The second paper deals with the memory of the First World War in contemporary literature. One of the major challenges for
WWI studies is to transcend the dominant Eurocentric view of the war toward a more global reconsideration of it. In parallel
with this critical tendency, novels which shed light on the issue of race, which has been marginalised in/by most conventional
WWI literary works, have been appearing recently. This paper analyses Joseph Boyden’s Three Day Road (2005), the story of
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two young Cree men who volunteer for service in WWI, and explore the characteristics of contemporary literature of WWI.

Panel Session & Research Presentation

6/13

SAT

|

土曜日

15:30-17:00

@リバティ / Liberty
研修室1 / Room 1

“Memory as Activism
: Re-trieving the Past to Counter the Present"
Panelist 1: 黄柏瀧 (Po-lung Huang)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

English

Panelist 2: 傅鈺雯 (Yu-wen Fu)
Affiliation: 国立高雄大学 (National University of Kaohsiung, Taiwan)

Chair/Discussant: 小笠原博毅 (OGASAWARA, Hiroki)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

This panel discusses how art forms, such as film and literature from or dealing with the past, produce political effects in the
context of present Taiwan, where civil activism rock against a hegemonic resurgence of Sinocization.
The panel consists of two paper presentations at the moment but welcomes more relevant papers to join.

Po-lung Huang’s

paper “K’uei Yang’s ‘The Water Buffalo’: Post/colonial Taiwan Literature and the Ongoing Resistance” explores how a
re-reading of resistance writing from the Japanese colonial era—namely Kuei Yang’s literary and political writing—serves in
the 2014 Sunflower Student Movement, particularly in the movement’s articulation of Taiwanese cultural and economic
independence.

In a similar vein, Yu-wen Fu’s “History, Indigeneity, and New Ethnicities: Revisit the 1930 Wushe Incident

through Seediq Bale” takes Te-sheng Wei’s 2011 epic film Seediq Bale as an entry point to discuss the possibility of re-writing
Taiwan’s history and framing it’s political future with the indigenous people as active agents in the process.
The panel is honoured to have Professor Hiroki Ogasawara as our commentator and we welcome papers on memory and its
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relevance to current activism to join our panel.

Remembering

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

14F

10:30-12:00

・1404

“Narrative/Visual/ Power for Minorities”
Panelist 1: 李承京 (LEE, Seung Kyung)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)

日本語

Panelist 2: 高橋侑里 (TAKAHASHI, Yuri)
Affiliation: 同志社大学 (Doshisha University)

Discussant: 杉本裕代

(SUGIMOTO, Hiroyo)

Affiliation: 東京都市大学 (Tokyo City University)

Chair: 大貫隆史

(ONUKI, Takashi)

Affiliation: 関西学院大学 (Kwansei Gakuin University)

Panelist 1: 李承京

(LEE, Seung Kyung)

「近代言説としての悲劇と女性」―有島武郎の『或る女』と殖民朝鮮の女性雑誌の連載小説の関係について
Modern Tragedy and Woman's life story in modern literature and women's magazine in 1910's and 1920's
本研究報告は、近代日本を代表する作家で知識人の有島武郎の『或る女(1919)』のテキストと同時代殖民朝鮮の
女性雑誌における婦人小説を中心に、反抗的キャラクターを持つ女性主人公の悲劇的人生物語が一つの力を持つ虚
構として実際の女性再現に関わる有様を確認する。近代女性雑誌や婦人雑誌は19世紀末から急激な読者層の拡大を
見せるが、それには文学作家や知識人たちが積極的に女性談論を広げ、自分が想像した女性を描く文学テキストを
活発に女性雑誌に発表していた時代的背景が存在する。近代の数多くの作家たちは「女性」というテーマを上げ、
幾つの典型的物語を成立させるが、その中でも反抗的女性主人公の波乱満場な人生物語は、婦人雑誌の定番的な物
語構成の一つである。本研究報告はこのような典型的物語構成の代表的な形として有島武郎の『或る女(1919)』を
提示し、当時の殖民朝鮮でも知識人たちを中心に良心的知識人として人気を集めた有島武郎の文学的影響の中で悲
劇的女性の人生物語という虚構を再生産した1920年代殖民朝鮮の女性雑誌における連載小説の項目を考察する。そ
して性差に基づいた文化的構成物としての女性的特質(feminity)が、近代的女性主体の生産に関わった近代小説言説
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の中で、どのように構成されてきたのかを確認する。

Panel Session & Research Presentation

This study focused on the text of

Arishima Takeo's 『A certain Woman』(1919) and the text of colonial Choson's novelists.

The tragic life story of woman with a rebellious character as fictional characters with real women to reproduce one force and to
determine the aspect that contributes to. Thus, the story of modern feminine traits typical configurations based on gender as a
cultural construct in the modern novel is mainly engaged in the production of women and how did consider the configuration.

Panelist 2: 高橋侑里 (TAKAHASHI, Yuri)
ドキュメンタリー『ミリキタニの猫』から日系アメリカ人研究の枠組みを再考する
Rethinking the study of Japanese American through the documentary film The cats of Mirikitani
NYの路上でひたすら絵を描き生活していたジミー・ミリキタニが、後にドキュメンタリー『ミリキタニの猫』の
監督となるリンダとの出合いによって、だんだんと人間関係を構築し、最終的にはドキュメンタリーとなり広がっ
ていった運動、コミュニティをどう理解することができるであろうか。ツールレイク強制収容所に収容され、忠誠
登録にNOと答え、市民権を破棄したことによって、市民権を失い、日系コミュニティの外部に追いやられたが、リ
ンダとの出会いによって日系コミュニティに受け入れられる存在へと変わっていったと、いうような単線的な理解
ではない、可能性をどのように記述することができるのであろうか。ジミーを考える際に、常につきまとう、日系
人研究、強制収容所、市民権放棄、原爆、9.11といった解釈の秩序がある。そして、通常これらの大きな歴史的な
出来事や転換点とよばれるものが前提として話が始められるのだが、そこからジミーを語り、考えるのではなく、
ジミーからそれらを考え直したい。絵を描くことによってジミー自身が社会を再構成していく起点になった。ジミ
ーとリンダが出会ったことによって、ドキュメンタリーになり、作品が上映されるなかで発生した運動を浮かび上
がらせたい。彼の記憶と映像との関わり方を探るなかで、どう平和を創造できるのかということである。映像と社
会性に関わって浮かび上がる可能性から、日系アメリカ人研究の枠組みを問い直す。

This research explores the life experience of Jimmy Tsutomu Mirikitani, who had kept drawing pictures about war and cats on
the street in New York, and what Jimmy and Linda Hattendorf, who later became the filmmaker of this documentary, met on
the street provided the documentary The Cats of Mirikitani. In the process of creating and the display of the documentary, the
documentary got many people involved, so it created the sociality and alternative community. Whenever trying to explain
about Jimmy’s experience, there is the interpretation of the order, the framework of the study of Japanese American and the
words such as the concentration camp, citizenship renunciation and atomic bomb.

The important thing is, by drawing

pictures, he changed the sociality around him and created the alternative community by himself. What I try to do is to describe
the social movement; what Jimmy and Linda met provided the documentary and display movement occurred. How do we
create and think of the peace when following his experience and exploring the way of examining the images. I rethink the
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study of the Japanese American through the possibility emerged from the images and the social movement.

Remembering

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

10F

14:45-16:15

・1002

“Field of Remembrances”
―阪急西宮球場からはじまる記憶のキャッチボール
：Catch of Memories Starting from Hankyu-Nishinomiya Stadium
Panelist: 杉立真那 (SUGITATSU, Mana)
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University)

Discussant 1: 上村崇 (UEMURA, Takashi)
Affiliation: 福山平成大学

日本語

(Fukuyama Heisei University)

Discussant 2: 溝渕久美子 (MIZOBUCHI, Kumiko)
Affiliation: 同朋大学 (Doho University)

Chair/Discussant3: 川端浩平 (KAWABATA, Kohei)
Affiliation: 福島大学 (Fukushima University)

本パネルでは、野球をめぐる場所＝野球場から思い出される人々の関係性の変容について考える。これを、日本
のプロ野球と地域社会とのかかわり、国境を越えた野球経験といった複数の事例から議論することで、野球をめぐ
る人々の営みや野球場という場所を想起することを通じた、いわば「記憶のキャッチボール」を試みたい。
そのプレイボールは、兵庫県西宮市にかつて存在した阪急西宮球場からはじまる。杉立は、阪急西宮球場にま
つわる記憶を人々がどのように想起するかを分析し、野球に関する特定の空間の想起のされ方が、その消滅によっ
ていかに変化してきたかを考察する。1937年、西宮北口駅南東に阪急ブレーブスのホームグラウンドとして誕生し
た阪急西宮球場は、山手の「クール」なイメージと結びついた阪急ブレーブス、商店街や飲食店で賑わう駅前と閑
静な住宅街が併存する周辺地域と、相互に依存しながら歴史を紡いできた。この球場は、阪急ブレーブスの選手、
スタッフ、ファンや周辺で暮らしを営む人々の思いが蓄積されてきた場所であったが、1988年のオリックスへの球
団譲渡と1990年のオリックスの神戸への本拠地移設を経て2004年に取り壊され、ショッピングモールへと姿を変え
た。これは、阪急ブレーブスのファンやスタッフ、周辺住民への阪急西宮球場にまつわる記憶の聞き取り調査を素
受け止められ、何を喪失させ、何を突出させたのかを明らかにすることで、野球の相対的地位が低下しているとい
われる現在、その舞台としての野球場の社会的意義を問う試みである。
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材として、深く絡み合ってきた球場と球団の乖離と、球場自体の消滅、異なる建物への変貌が、彼らにどのように

Panel Session & Research Presentation
阪急西宮球場から投じられたボールは広島市民球場でキャッチされる。上村は旧広島市民球場、また現広島市民
球場・マツダスタジアムについて、「復興」、都市開発の問題と絡めながら考察する。溝渕は漫画に描かれたカー
プ、広島市民球場の分析を通じて、広島の人々とカープ、市民球場の関係性を問う。
さらにボールは広島からアメリカへと海を渡る。川端によるカリフォルニア、ミシガン、福島での自身の野球経
験を交えた問題提起を受け、時空間を越境する「記憶のキャッチボール」を行って議論を深めたい。
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Our panel explores changes in relations between places and people concerning baseball, taking up examples such as Japanese
professional baseball and baseball experiences in the US. Through remembering life and places in connection with baseball,
we aims to play “catch of memories”.
It starts from Hankyu-Nishinomiya Stadium. By analyzing how people remember about Hankyu-Nishinomiya Stadium,
Sugitatsu examines how the disappearance of that influences their ways of remembrance. In 1937, Hankyu constructed
Hankyu-Nishinomiya Stadium on the southeast side of Nishinomiya-Kitaguchi Station, as a home ground of a professional
baseball team, Hankyu-Braves. The stadium, the team connected to the uptown “cool” image and the area around it where
there were busy shopping streets and quiet residential neighborhoods had had a mutual influence on each other. This place had
become full of people’s thoughts including the team members, the staff, the fans, and the local residents. However, Hankyu
transferred the team to Orix in 1988 and it relocated the home ground to Kobe in 1990. Then, the stadium was torn down in
2004, and now, there is a big shopping center in that place. Through oral surveys about memories related to the stadium whose
subjects are the team’s fans and staff and the local residents, this seeks to illustrate how they interpret the separation of the
stadium and the team, the disappearance, and the transfiguration to a new building and what they lose and inflate because of
those. It attempts to consider the social value of baseball grounds, which are the stages of baseball that has been still popular
though it has been overwhelmed by the current of the times.
The ball from Hankyu-Nishinomiya Stadium is caught in Hiroshima-Shimin Stadium. Uemura introduces stories of the
former Hiroshima-Shimin Stadium and the present one, referring to “rehabilitation” and urban development. Mizobuchi
explores relations between people in Hiroshima, Hiroshima-Toyo-Carp and Hiroshima-Shimin Stadium by analyzing them in
comics.
The ball crosses the sea from Hiroshima to the US. Kawabata proposes his baseball experiences in California, Michigan and
Fukushima and we play “catch of memories” going beyond time and space.

ポピュラーの行方―メディア／空間／マテリアル
Re-Orientation of the Popular: Media/Space/Material

現在の社会における「ポピュラー」とはいかなるもので
しょうか。「クールジャパン」というスローガンのもとに
推進される諸政策を見れば明らかなように、今日の「ポピ

U

nder what sort of conditions do we encounter ‘the popular’

today? As a recent slogan of ‘ Cool Japan ’ launched by

Japanese government typically shows ‘the popular’ has been
closely interwoven with the governmental policies and the
人々の「文化」のなかに広まっています。ですが、それは marketing strategies of cultural industries. As a result of those
「上から」の戦略のみで進められるものではなく、 SNS co-operations between politics and economy we now encounter
‘the popular’ in a variety of occasions in our everyday life.
(social networking service) に代表される人々のネット利用
However, it is not merely enforced ‘from above’ by the state
などを通して「下から／内から」後押しされていることは
or multinational corporations but encouraged ‘ from below ’
言うまでもありません。近年のこうした動きは、従来から
through such people’s mundane practice as using SNS. Those
の「ポピュラーカルチャー」をめぐる評価や意味付け、例
phenomena concerning ‘the popular’ urge us to fundamentally
えば「何がポピュラーカルチャーであるのか」、「何を基
reconsider the conditions of popular culture. It raises questions
準にポピュラーと看做されるのか」といった「文化」をめ like ‘ what sort of characteristic does the present popular
ぐる問いそれ自体を、具体的な事例や現象を通して見つめ culture have?’ or ‘how and on what ground do people regard it
ュラー」は国家戦略や企業利益と密接に絡み合いながら

直す契機ともなっています。

as “popular”?’

いま現在、「ポピュラーなもの」はどこへと向かってい

It might be interesting to investigate what directions ‘the
るでしょうか。その軌跡に、どのような多様性のせめぎ合 popular’ is heading to in the present cultural situation. What
い=「抗争」を見出すことができるのでしょうか。さまざ sort of diversity and contestation can we see in changing
まな位相において、多種多様なアクターを巻き込みなが trajectory of the popular culture these days? It seems that ‘the
ら、両義性を含みつつ進行する「ポピュラー」の再方向づ popular ’ has been re-oriented through the socio-cultural
encounters among a variety of actors who are concerned with
け（re-orientation）。それは、ネットから発せられた「声」
popular cultures on the multiple fields. Those re-orientations
が、より多くの人々を巻き込んだストリートでの「ムーブ are enacted in distinctive place and time where the concrete
メント」へと発展していく最近の現象のように、特定の場 issues are disputed. The recent phenomena where the ‘voices’
raised in the Net become louder enough so that it mobilizes a
所=「空間」において具体的な題材 =「マテリアル」を介
sort of social movement might be an example of those
して生起するものです。私たちは、どのようにそのプロセ re-orientations. How are we involved in the re-orientation of
スに巻き込まれ、なにを／どう経験しているのでしょう ‘the popular’? What sort of experiences do we have in that
process?
か。デジタルメディアの進展のもとでの「ポピュラー」の
いきます。

Coordinators would like the applicants to discuss the
above-mentioned topics in the session titled ‘Re-orientation of
the popular: media/space/material’.
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行方、ならびにそれをめぐる課題と可能性について考えて

Re-Orientation of the Popular

6/13

SAT

|

土曜日

10:30-12:00

@リバティ / Liberty
ホール /

Hall

国民主義と国民国家
"Nationalism and the Nation-State"
Panelist 1: 沈煕爍 (Shim, Hee-chan)
Affiliation: 立命館大学 (Ritsumeikan University)

English

Panelist 2: 川村覚文 (KAWAMURA, Satofumi)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)

& 日本語

Panelist 3: ジョン・ソロモン (Jon Solomon)
Affiliation: リヨン大学 (University of Lyon)

Panelist 4: 呉佩珍 (Wu, Pei-chen)
Affiliation: 国立政治大学 (National Chengchi University)

Chair/Panelist 5: 鐘以江 (Yijiang, Zhong)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)
本パネルは、西川長夫立命館大学名誉教授の知的・政治的業績をいかにして未来の目標に向かって利用するかと
いう問題意識を念頭に置きながら、地球化(グローバリゼーション)の文脈の中で日本と東アジアの国民主義と国民
国家の形態と変容を考察して新たな「ポピュラー」を考える。沈煕燦（シムヒチャン）の発表は、戦後日本の政治
や最近の朴槿恵政権の政策をポピュリズムの観点から捉えながらも、それを民主主義そのもののアポリアとして捉
え返し、西川の理論を発展的に読むことでその克服の可能性を恥という視点と関連づけて打診する。川村覚文は、
地球化が進む中で国民国家の空洞化の反映ともいうべき日本のネットナショナリズムに焦点をあてて三十年代のフ
ァシズムと比較しながら分析する。Jon Solomonの英語発表は、パックス・アメリカーナが弱めるとともに生まれて
くる資本主義の新しい形態を、「エリア（area）」という主体形成と知識・社会分類をつなげる近代の典型的な装
置を通して考察する。呉佩珍は、台湾の原住民が、いかにして日本という近代「国民国家」に編入されていったの
か、そして今日に至ってどのように「残存」しているのかについて、日本内部の「部落民」問題と絡み合わせなが
ら、江見水蔭のシェクスピアー翻案劇「オセロ」をはじめ、明治初期の文学テクストを分析対象として、考察する。
を日本の大学の国際化のコンテキストで「日本研究」にフォーカスして討論する。
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最後に、鍾以江は、地球化とともに進んでいるトランスナショナルな人文学の知的生産の形態が持つ限界と可能性

Panel Session & Research Presentation

This panel investigates nationalism and the nation-states in Japan and East Asia under the condition of globalization in search
for possible ways of imagining “the popular” beyond nationalism, while bearing in mind the question of how to build on the
intellectual and political achievements of Professor Nishikawa Nagao for pursuing goals of the future. Shim Hee-chan’s
presentation looks at politics of postwar Japan and of president Park Geun-hye in terms of populism in order to recapture it as
the aporia of democracy itself. Kawamura Satofumi examines online nationalism in present-day Japan and draws a parallel
between socio-political conditions of Japan of the 1930s and today’s Japan. Jon Solomon develops an analysis of “area” as the
quintessential modern apparatus of subjective formation and knowledge and social ordering for grasping emerging forms of
capitalism in the wake of the weakening of Pax Americana. Wu Pei-chen investigates into Meiji-period literary texts such as
Emi Suiin’s adapted Othello, in retrieving the discourses that worked to incorporate the indigenous people of Taiwan into the
Japanese “nation-state.” The last presentation by Yijiang Zhong explores the limits and potentials of transnational humanities
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by focusing on changes of “Japanese studies” in the context of the internationalization of Japanese universities.

Re-Orientation of the Popular

6/13

SAT

|

土曜日

13:30-15:00

@リバティ / Liberty
ホール /

Hall

共同性、人口、大衆迎合主義―西川長夫の思い出のために
"Popularity, Population, Populism: in Memory of Nagao Nishikawa"
Panelist 1: 渡辺公三 (WATANABE, Kozo)
一般公開シンポ
/ Open
Symposium

Affiliation: 立命館大学 (Ritsumeikan University)

Panelist 2: 守中高明 (MORINAKA, Takaaki)
Affiliation: 早稲田大学 (Waseda University)

Panelist 3: 鈴木英生 (SUZUKI, Hideo)
Affiliation: 毎日新聞 (The Mainichi Newspapers)

Panelist 4: 田辺明生 (TANABE, Akio)

English

Panelist 5: 酒井直樹 (SAKAI, Naoki)
Affiliation: コーネル大学 (Cornell University)

Chair: 磯前順一 (ISOMAE, Junichi)
Affiliation: 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー (International Center for Japanese
Studies)

詳細は、公開シンポジウム（Open Symposium）を参照
In detail, please refer to pp. 9-12.
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日本語＆

Affiliation: 京都大学 (Kyoto University)

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

10:30-12:00

@関学梅田 / KGOUC

10F

・1003

“Globalizing ‘OTAKU’ Culture?”
Panelist 1: GRAJDIAN, Maria Mihaela
Affiliation: Nagasaki University

Panelist 2: 程遥 (Cheng Yao)
日本語＆
English

Affiliation: 京都工芸繊維大学 (Kyoto Institute of Technology)

Panelist 3: トウニ・クリストフ (Thouny Christophe)
Affiliation: 東京大学 (University of Tokyo)

Chair: 清水知子 (SHIMIZU, Tomoko)
Affiliation: 筑波大学 (Tsukuba University)

Panelist 1: GRAJDIAN, Maria Mihaela
Will Kindness Save the World?
: The Power of Love and the Dynamics of Japanese Cultural Imperialism in Bay Max
This presentation’s goal is to analyze the ideological-aesthetic dimensions of significance transfer in terms of Soft
Power-related elements, visible in Big Hero 6 (released in Japan as Bay Max, produced by Walt Disney Pictures, 2014) as a
cultural product combining Western (US-American) animation styles and Eastern (Japanese) symbolical contents. A
translucent and optimist echo of the 1982 neo-noir dystopian science-fiction movie Blade Runner (dir.: Ridley Scott), the
animation movie Big Hero 6 provides an unexpected insight into the workings of late-modern cultural imperialism by means of
the animated medium, appointed to carry messages of a futuristic, though strangely-familiar looking world in which love and
kindness become valuable foundations of human behaviors and interactions. After exploring the emotional intricacies of
sisterhood in Frozen (Walt Disney Pictures, 2013, released in Japan as Anna and the Snow Kingdom), the same animation
studio entrusts the directors Don Hall and Chris Williams with tackling the problematic of brotherhood in the absence of a
functional family as promoted by classical standards, thus re-defining family and family relationships as a site of gradual
self-discovery. Moreover, love is reconstructed as a complex emotion comprising compassion, respect, gratitude, loyalty and
caring, in a practical attempt to replace the prevailing understanding of love as “romantic love” with the neo-humanist vision
of love as authentic “self-love”, as famously stated by Erich Fromm decades ago. Kindness appears, simultaneously, as a

Victorian atmospheres and home-interior designs
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newly discovered driving force on the background of typically Japanese metropolitan landscapes, combined with slightly

Re-Orientation of the Popular

Panelist 2: 程遥 (Cheng, Yao)
拡散するアニメとネットワーク化するオタク―中国の日本アニメ字幕組を例に
Anime with No Border: A Research on the network of funsub-groups in China
アニメ・マンガなどのコンテンツをめぐる社会環境は大きく変わっている。「クールジャパン」で知られている
ように、今は日本の代表的なポピュラーカルチャーとなり、世界中の受容者によって高速的に拡散されている。そ
の背景には、かつてアニメオタクと称された人々をめぐる情報環境の著しい変化であり、それに伴う受容者の「あ
り方」であると考えている。本報告では、中国における日本アニメの「オタク」による自発的な翻訳加工集団―字
幕組（ファンサブ）に注目する。字幕組は有志で結成し、無償で日本アニメ映像に中国語字幕を付けてインターネ
ットを通じて共有しているアニメオタクのグループである。本研究ではオンライン・エスノグラフィのアプローチ
を用いて彼らの生態を考察している。字幕組の存在により、日本アニメの受容は従来の「トップダウン型」と比べ
ると、速度・種目・受け手とのインタラクションなどさまざまな面において大きな進展を遂げている。また、中国
における日本アニメ「文化」の形成に大きな影響を与えている。字幕組のようなオタクの「ネットワーク化」する
ことによって、海外コンテンツの受容プロセスは縦に短縮する一方で、1つのプロセスにおいて選択可能で多様な活
動が体験できるようになっている。人々はより多様化したプロセスを経験している。ここでは字幕組をめぐる中国
のアニメオタクのネットワークの現状及び多様性について報告する。

With the development of informatics technologies and increasing global connectivity, the anime is becoming popular worldwide.
There are countless oversea fans considered to be played important roles in this process. In this paper, I concerned on the anime
fansub-groups in China. Through an online ethnographic approach, I argue that, unlike limited official broadcasting,
fansub-groups in China introduced anime in varieties of categories, formats and also interactive with other audience (or fans) in
totally different ways through internet. More important, they built strong networks among the youth, which serves their
preferences better when they receiving new(foreign) cultures nowadays, in consequence, the diversity of fan communities is
strengthened, they differ from behavior, attitude and so on.

Panelist 3: トウニ・クリストフ (Thouny Christophe)
Scanner City: Risk, Security and Bodies in Psycho-Pass
The abduction and murder of two Japanese nationals by the Islamic State is part of a global media war in which recent tweet
memes circulating on internet have played an unexpected part. Starting from a discussion of photoshopped images of the IS video
by animation fans, this presentation will examine the role of images of urban space in popular culture in mediating national
anxieties and global threats. I will in particular discuss the trope of the Scanner City in the recent TV animation series
Psycho-Pass in relation to other images of the fortress city in Japanese contemporary popular culture. Psycho-Pass is a detective
story in the film noir genre where security, peace and order are guaranteed by a central computer system. In this world anybody
is a potential criminal and crimes are prevented before they happen by a continuous surveillance of individuals’ stress levels. The
world of Psycho-pass is thus concerned with boundaries and the containment of risk as the criminal is already lurking inside the
very biological body of urban dwellers. In conclusion I argue that the Scanner City exemplifies the role of popular culture in
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questioning the role of biopolitical screens in our societies.

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

14F

10:30-12:00

・1406

“Walter Benjamin in Taipei
: an Interactive Multimedia DVD Presentation”
Chair / Panelist 1: Ru-Shou Robert CHEN
Affiliation: National Chengchi University, Taiwan

English

Panelist 2: Wai-In MA
Panelist 3: Nai-JIa WANG
Panelist 4: Wan-Shin CHEN
Panelist 5: Tzu-Ho HUANG
Panelist 6: Chun-Han KUO
Panelist 7: Chia-Ting CHENG
All Panelists’ Affiliation: National Chengchi University, Taiwan

This group project results from a graduate course on Walter Benjamin’s writings and theories, especially his “Paris, the Capital
of the Nineteenth Century.” In this seminal article, Benjamin analyzed the urbanization and modernization process of Paris by

1.

Fourier or the Arcades

2.

Daguerre or the Dioramas

3.

Grandville or the World Exhibitions

4.

Louis-Philippe or the Interior

5.

Baudelaire or the Streets of Paris

6.

Haussmann or the Barricades
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pairing historical figures with social topics in six sections. They are:

Re-Orientation of the Popular

This piece is a prime example of the “dialectic images” in Benjamin’s words. It is his studies and analysis of Paris as a
metropolitan world in miniature. It can also be seen as a road map to investigate all sorts of social phenomena in Paris in the
19th century.

By the following the same vein, our study group would like to “invite” Benjamin to visit Taipei in the 21st century. The
research question can be summarized as: what will Benjamin see if he is in Taipei today?
We therefore complete six multimedia works, with images, sound, music, and words. By mingling different texts, we hope to
present our dialectic images of Taipei as Benjamin might envision them. There are also six sections in our finished work. They
are:

1.

Display House or the Panoramas

2.

Underground Market or the Arcade

3.

Taipei Streets or the Barricades

4.

Taipei Coffee Shop Saloon Culture or the Interiors

5.

Dun-Hua Road or the Boulevard

6.

Simple Life Festival or the World Exhibitions

By applying HTML5, CSS, and JavaScript, these six works are compiled in a DVD. An old Taipei city map is used as a main
Web page, from which six works are embedded and played as they represent different areas of Taipei.

56

We would like to take up this opportunity to present and display our DVD to those who study and love Benjamin’s works.

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

13:00-14:30

@関学梅田 / KGOUC

10F

・1003

性の政治のポピュラリティ―ポスト・フェミニズムとホモノーマティヴィティ

"On the Popularity of Sexual Politics
: Post-feminism and Homonormativity "
Panelist 1: 泉谷瞬 (IZUTANI, Shun)
Affiliation: 立命館大学 (Ritsumeikan University)

日本語

Panelist 2: 菊地夏野 (KIKUCHI, Natsuno)
Affiliation: 名古屋市立大学 (Nagoya City University)

Chair / Panelist 3: 黒岩裕市 (KUROIWA, Yuichi)
Affiliation: フェリス女学院大学 (Ferris University)

新自由主義体制下の社会においていかなるジェンダーやセクシュアリティのあり方が可視化され、「ポピュラー
なもの」を構成しているだろうか。一方、そこで見えなくされ、排除されていくのは何か。本パネルでは、ポスト・
フェミニズムやホモノーマティヴィティの議論を参照しつつ具体的な素材から、現代の日本のポピュラー・カルチ
ャーにおける性の政治のせめぎ合いを検討する。「ポピュラーなもの」がどこに向かいつつあるのか、それはどの
ように批判的に読解／再読解できるのか明らかにしたい。
泉谷報告では、2010年に出版された林真理子の人気作『下流の宴』の分析を行う。翌年にはNHKによるドラマ化
もされる程に大衆性を持ったこの作品を、世代間ギャップの物語として解釈するのではなく、新自由主義の論理が
一貫する構成から、欲望の肯定・自己実現への努力とジェンダーが絡み合う様相を考察する。菊地報告では、近年
日本で流通している「女子」という流行語を手がかりに、ジェンダー秩序の再編について検討する。アンケート調
査結果から新自由主義はジェンダー・セクシュアリティの領域でどのように立ち上がっているか考察する。黒岩報
告は、近年のさまざまなメディアでしばしば見かけられる「女性とゲイ男性の親友」という表象に注目し、そこか
ら新自由主義のもとでの性の政治を再検討するものである。ライフスタイル情報誌に掲載された川上弘美のいくつ
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かの短編を題材に考察する。

Re-Orientation of the Popular

Within neoliberal society, under what circumstances do gender and sexuality become visible, constituting “the
popular”? Conversely, when do gender and sexuality become invisible and excluded? In light of ongoing
discussions of post-feminism and homonormativity, this panel examines the conflicts surrounding sexual
politics in contemporary Japanese popular culture in order to re-orient “the popular”.
Izutani will analyze Hayashi Mariko's "Karyū no Utage", a novel that gained enough popularity upon its
publication in 2010 that NHK adapted it into a drama series the following year. Rather than approach this text
from the perspective of a story about a generation gap, he considers how the structural logic of neoliberalism
produces entanglements between gender, the affirmation of desire and the attempt to express oneself. Using
the term “joshi”—a fashionable phrase in recent years—as a jumping off point, Kikuchi examines the
reorganization of gender norms. She sheds light on the rise of neoliberalism in the realms of gender and
sexuality through her analysis of questionnaire research. Kuroiwa focuses on the representation of “a woman
and her gay male friend” that is often encountered in a range of contemporary media to rethink neoliberal
sexual politics. He will take up several short stories by Kawakami Hiromi that were originally published in a
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lifestyle magazine.

Panel Session & Research Presentation

6/14

SUN

|

日曜日

13:00-14:30

@関学梅田 / KGOUC

10F

・1002

“Reorientations in Popular Japanese Cinema of the 1960s
: Genre, History, Politics”
Panelist 1: Phil Kaffen
Affiliation: New York University

English

Panelist 2: Mark Roberts
Affiliation: University of Tokyo

Panelist 3: Max Ward
Affiliation: Middlebury Colledge

Chair: MIZOBUCHI, Kumiko
Affiliation: Doho University

Cinema was once the preeminent art of mass-culture, and thus served as an important site to consider popular politics. This
panel explores the reorientations that took place in popular Japanese cinema during the decline of the studio system in the late
1960s. We will pursue the question of the popular at two levels: contextually, through the systemic crisis in popular Japanese
cinema, as the studio-system attempted to reorient itself to declining popular viewership, and; interpretively, the changing
image of the “popular” in the films themselves and the kind of politics that this change evinced. The individual papers will
pursue these overlapping reorientations of the popular through analyses of two genres central to postwar Japanese cinema:
jidaigeki and yakuza films. And while these genres are not only important for understanding the history of postwar Japanese
cinema, they also invoke history in their respective generic forms, informing a range of politics from nostalgic longing,
sacrifice and redemptive violence. Although our papers are centered on the transformations of the 1960s, our hope is that the

59

panel will generate a discussion of the political and/or critical possibilities in the contemporary moment.

Re-Orientation of the Popular

6/14

SUN

|

日曜日

@関学梅田 / KGOUC

14:45-16:15

10F

・1003

“Body / Space / Sexuality”
Panelist 1: LEE, Sujin
Affiliation: Cornell University

Panelist 2: YUEN, Shu Min
English

Affiliation: University of Melbourne

Panelist 3: CHOI, Yisook
Affiliation: Dong-A University of Korea

Panelist 4: Jamie J. ZHAO
Affiliation: Chinese University of Hong Kong

Chair: ARIMOTO, Takeshi
Affiliation: International Christian University

Panelist 1: LEE, Sujin
Population as Bodily Matters
: How Eugenics Constituted Japanese in Bodily Form
In this paper, I will discuss both natural and social scientific ideas on “overpopulation problems” in Japan during the interwar
years, as a critical site for viewing how population became problematized and constantly reconstituted in bodily forms. In
interwar Japan, there were largely two groups who advocated birth control as a scientific and ideal solution for overpopulation:
a liberal, neo-Malthusian-based group in Tokyo, and a socialist, labor movement-based one in Kansai area. Both pro-birth
control intellectuals, however, were hardly different from each other in terms of their reliance on eugenics. In relation to the
concept of eugenics, I will attempt to use this term in a rather broad sense in order to highlight how its ideas contributed not
only to categorizing population but also constituting and reinforcing the very form of population as a realm of politics. The
public discourses and movements of eugenics in the interwar Japan reflected social contradictions undercurrent in the
overpopulation problem, and at the same time, they reconstituted such differences and stratification in racial and sexual forms.
In view of this, while eugenic is specific in respect of its theoretical vocabulary such as heredity and social Darwinism, it is
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fundamentally linked to governmental technology in terms of the trans/formation of population as a bodily subject.

Panelist 2: YUEN, Shu Min
“A Light of Salvation”?: Human Rights, Sexual Diversity
and the ‘Exceptional Treatment Law’ in Early Twenty-First Century Japan.
Sex reassignment surgery was legally recognized in Japan in 1996 as an appropriate ‘treatment’ for people diagnosed with
Gender Identity Disorder, but post-operative transpeople were not allowed to change their legal gender until 2004 when
lawyers, medical practitioners, and politicians came together with trans activists and individuals to lobby the Japanese
government for legal recognition and social inclusion of post-operative transpeople. While this eventually brought about the
promulgation of the ‘Exceptional Treatment Law for People with Gender Identity Disorder’ in 2004, I argue that instead of a
‘real’ recognition of differences, the rhetoric of human rights that is often found in the discourses surrounding the law can end
up controlling and suppressing gender and sexual diversity. Using the case of the Exceptional Treatment Law, this paper aims
to present a critique of the Japanese government’s tokenistic and cosmetic stance in the legal recognition and social inclusion
of (post-operative) transpeople, and at the same time, opening up a space for discussion on how we can move beyond a politics
of recognition towards an affirmation of differences.

Panelist 3: CHOI, Yisook
Space for New Women, Gendered Colonial Modernity
: Emergence of women’s pages of Korean newspapers and their meanings in 1920s
Women’s pages came to colonial Korea in the 1920s with the reemergence of private newspapers. This means that there was a
birth of a space for educated “new women” to speak to women about enlightenment and modernization in the most masculine
media—newspapers. The analysis of women’s pages in the private papers (Dong-A ilbo & Chosun ilbo) suggests that with the
insistence on the elimination of obsolete Confucian customs, “modern girls” claimed to improve of the status of women as well
as the reform of the traditional family into an intimate community based on free love. In the women’s space, images of modern
women and the meanings of femininities were complexly composed under the condition that diverse “-isms” were contested in
1920s Korea. Moreover, the logic of gendered modernity based on traditional binaries was supported, challenged, and
reconstructed under the colonial situation.

Panelist 4: Jamie J. ZHAO
Re-Orienting Western Popular Cultures in Online Chinese Fandom
: A Democratic Space for Chinese Feminist and Queer Resistance?
This research explores the feminist and queer potentials and paradoxes of the online cross-cultural Chinese fandom, the Garden
of Eden (GE). GE was one of the first Chinese fan translation groups distributing queer-themed Western media online with
Chinese subtitles. GE’s sub-forum for Chinese fans’ queer readings of Western popular cultures was originally built in early
2005 and now has been transformed into one of the most extensive Chinese queer fandoms of female celebrities and media
characters. Western feminist and queer-related information together with grassroots conversations regarding gender and sexual
minorities have also been allowed and are frequently seen in the forum’s discussions. Challenging the conceptualization of Asian
transcultural consumption as fantasy-focused practices of “worlding” (Martin 2008) and “pop cosmopolitanism” (Jenkins 2006),
I examine the reality-concerned, transformative power of GE fandom. In so doing, I uncover GE fans’ non-normative,
anti-censorship promises during their appropriating foreign media information for gender and queer articulations. Yet, rather

repression, I also unveil a much more complicated picture in which GE functions as a hybrid cultural space fraught with
real-world gender- and queer-related frustrations and contradictions.
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than simply putting forth this media fandom as a democratic, empowering force against gender and sexual discrimination and
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|

本の販売とミニトークイベント

1F ホワイエ／Foyer

／ 小林えみ（堀之内出版）

弊社の出版物の販売と、ミニトークショーの開催。関連トークイベントの開催時刻・場所は以下の通り。

（１）
『ブラックバイト』刊行記念―学生ユニオンのリアルな実態報告
by 関西学生ユニオントーク ・・・・・・・・・・・6/13(sat)

15:30－17:00

＠ホワイエ

（２）チョゴリを着ること
by 趙成珠（そんいチョゴリ）＋きゃわチョゴリモデルたち＋金明秀（関西学院大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・

6/14(sun) 10:30-12:00

＠関学梅田 14F・1402

（３）絵本『ウラオモテヤマネコ』刊行記念―『猫を描く。猫を読む。
』
by 井上奈奈×清水知子 ・・・・6/14

Pub-lyrique，greffage

／

（sun）13:00-14:30

＠関学梅田 14F・1405

金谷紗奈（京都造形芸術大学）

ジュエリーを専攻している学生が身のまわりに普通にあるモノを用いて、
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ジュエリーの21世紀あるいは次の時代への問いかける行為として制作物の展示と販売をおこなう。

13:30-15:00
〈ポピュラー〉の境界―メディア文化とそのエシクス
倉橋耕平 (KURAHASHI,Kohei) 福永健一 (FUKUNAGA,Kenichi)
岡田正樹 (OKADA,Masaki) 山森宙史 (YAMAMORI,Hiroshi)
Affiliation: 関西大学 (Kansai University),

関西大学 (Kansai University),

大阪市立大学 (Osaka City University), 関西学院大学 (Kwansei Gakuin University)

現在、多種多様なメディアコンテンツが「ポピュラー文化」として括られ、それらに関わる人々の営みが「能
動性」や「実践」として肯定される傾向が見られる。だが、同時にそれら肯定的評価を可能足らしめている条
件でありながらその存在が不可視化されている多様な次元の問題群は不問とされやすい。そのような問題のひ
とつに’ethics’、つまり様々な次元における〈倫理〉の問題が挙げられる。例えば、近年の動画共有サイト等の
ネット文化をめぐっては、ユーザー側のポピュラリティが可視化される点も含め、「UGC」という新たな可
能性が度々話題にあがる一方で、それらと同構造のメディア技術、形式を共有する形で差別表現や、個人の肖
像権・プライバシーを侵害するような倫理的に問題含みのコンテンツも同一空間に「ポピュラー」なものとし
て併存している。
本グループワークでは、こうした近年のメディア文化、ポピュラー文化が抱える倫理的諸問題に対し、その
善悪の基準を明確化することを目的とするのではなく、むしろ不明瞭になりがちなそれらメディアコンテンツ
の倫理の〈境界〉がどこにあるのか、また、その不安定な均衡がいかに維持・安定されているのかを今一度問
い直していく。具体的に、岡田・福永は音楽系UGCから、山森は出版メディア規制から、そして倉橋はユー
ザー型動画配信サービスから各事例と要点を紹介しつつ、フロアの意見も交えながら議論を深めていく。

1Fギャラリー／Gallery

『５』アナログ電子書籍版のデモ展示：
「マテリアルの逆襲――『読む』ことを支えるメディア・ブリコラージュ」
M-ACS研究会 ×『５：Designing Media Ecology』
毛原大樹（ラジオアーティスト） 宮田雅子（愛知淑徳大学）
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村田麻里子（関西大学） 谷川竜一（京都大学）

都市や空間について考えるM-ACS研究会と，批判的かつ実践的なメディア論と知のあり方を模索するため
に2014年6月に創刊した雑誌『５：Designing Media Ecology』がコラボレーションして，メディアのマテリアリ
ティ（物質性）を再考する作品展示をおこないます。
毛原大樹（ラジオアーティスト）が中心となって企画・制作するインタラクティブ作品「『５』アナログ電
子書籍版」は，紙の書籍／電子書籍という２項対立で語られてしまいがちな昨今の書籍や読書の形態をめぐる
議論に対して問いを投げかけます。本作品が提案する「アナログ電子書籍」とは，通常の電子書籍でもなく，
紙媒体そのものでもない，アナログな手触りを感じられる読書のためのシステムです。時代や用途の異なる
様々なガジェットをブリコラージュして全く新しいメディア（体験）をつくり出す毛原作品の手法と，紙の雑
誌の造作や新しい形を模索しながら，あえて送り手が受け手に手渡しで販売することや，知のコミュニティの
あり方にこだわる『５』が協同し，「読む」というコミュニケーションを再考します。ブース内では，『５：
Designing Media Ecology』の最新号も販売します。

タイフーン・カフェ

Typhoon Caf é

中西雄祐 銭超凡（センチョウハン） 小山ナットコリー
キロプル・エブドクシア

丹羽秋子

Affiliation: 京都造形芸術大学 (Kyoto University of Art Design)
Language: 日本語，English, ελληνικά , 中文, 조선말・한국어

カルチュラル•スタディーズやカルチュラル・タイフーン2015について気軽に交流できる空間をつくる。運
営スタッフは日本、オーストラリア、中国、ギリシャから京都造形芸術大学大学院に集まったメンバーで、各
国からの留学生として日本にきており、専門もファッション、舞台表現、ペインティング、映画、掛け軸など
多岐にわたっている。このような様々な国籍や専門性が混ざり合っている環境のなかで、メンバーが感じる日
本の文化や政治、経済、芸術などさまざまなテーマを来場者との会話の中から自由に設定し、留学生から見た
日本など「外国からの視線」を取り入れながら交流を図れる空間とする。
使用言語は日本語を予定しているが、状況に応じて伝わりやすい言語を使用し、対話を深めていく。また、
海外からの来場者が言語的な問題を感じた場合などの対応などにも利用できるような空間とする。ブース内は
映像作品や絵画などスタッフの作品を展示する予定である

15:00-17:00
共有空間の獲得～小山田徹さんによるレクチャー

／ 植松青児（労働者）
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アーチスト／京都市立芸大教員の小山田徹さん（こやまだ とおる・元ダムタイプ）によるレクチャー。

1F 中庭／Courtyard & 中庭前ロビー / Lobby
12:30-13:00, 15:00-15:30
きゃわチョゴリ・ファッションショー

／

趙成珠（そんいチョゴリ）

2014年11月。東京・新宿での「東京大行進 TOKYO NO HATE」を華やかに彩ったかわいい現代風の
チョゴリたち。今回は総勢30名超のモデルたちによる、きゃわチョゴリを着てのファッションショーを開催
します。リバティおおさかの中庭にて、昼休み（12時30分～13時）と中休み（15時～15時30分）の二回開催！

被災地の主体性とは
～防災ゲーム「クロスロード：大洗編」を通じて

／ 李旉昕（京都大学）

「クロスロード：大洗編」は、「クロスロード」（分かれ道）と呼ばれるゲーム形式の防災学習教材を使っ
て、東日本大震災の被災地茨城県大洗町の住民が、自身の被災体験・復興体験に基づいて作成したカードゲ
ームです。すべての設問カードは、それぞれの体験をした本人が作成し、あわせて大洗町をテーマにするイ
ラスト／言葉を描いてもらっています。また、いくつかの設問については、体験者本人が「設問を作成した
背景と反省」について語った解説動画も付いています。設問は、地震・津波が発生した直後から復旧・復興
期に至るまで多岐にわたっています。具体的な例は、下記のようです。
Q:あなたは被災地の物産売店業者。観光客を呼び込むために、イベントを企画し、マスメディアでも報道し
てほしいと思っている。しかし、興味をもってくれた取材記者は、このイベントを風評被害の視点から報道
したいと言っている。あなたは取材を受ける？YES：取材を受ける、NO：取材を受けない
また、その答えには、「正解がない」です。このようなゲームを通じて、さまざまな立場の人々が、被災
地の問題に対し、多様な対話、意見交流することができます。本ブースでは、住民が自ら作成したカード、
解決動画を展示し、さらに、興味がある方とゲームをプレーすることができればと考えています。

「ご当地アイドル」による地域振興 ／ 田島悠来（同志社大学）
近年、日本では、地域に根ざして活動を行う「ご当地アイドル」が数多く出現し、それぞれの活動拠点での
イベントへの参画や全国の物産展等でのPRを通じて地域振興への貢献を果たしている。AKB48のメディアで
の活躍やテレビドラマ『あまちゃん』（2013年）での表象によって、これらの「ご当地アイドル」は可視化さ
れるようになり、全国規模で脚光を浴び始めている。
本ブースでは、近年の「ご当地アイドル」についてポスターを作成し展示することで整理しながら、特に『あ
まちゃん』のロケ地である岩手県久慈市の「ご当地アイドル」であるあまくらぶの実際の活動状況に関して、
現地でのフィールド調査によって得た情報を、写真や動画を交えて紹介する。
以上によって、「ご当地アイドル」と地域、そして、「ご当地アイドル」のファンとの関係性について捉え
ていき、現代社会のなかでポピュラー・カルチャーが地域コミュニティの活性化に向けていかなる機能を持ち
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うるのかを共に考察していく空間を作り上げる。

Booth Performance & Group Work

6/14

@関学梅田 / KGOUC
SUN

|

日曜日

10F

・1001

10:30-14:30
街に耳を傾ける― ／ 神戸大学＋国際基督教大学の学部生有志＋有元健
都市に存在する様々な風景や声に私たちはどのように向き合うことができるのだろうか。「都市の内部には
目に見えない沈黙した街がまだ数多く存在する」（レス・バック）。昨年のカルチュラル・タイフーンで来日
したイギリスの社会学者レス・バック氏のこの一文を手掛かりに、学生たちが沈黙する「街」の声に耳を傾け
ようとした。
神戸大学と国際基督教大学の学部生たちが「街」をめぐる自分たちのフィールドワークを発表し、カルチュ
ラル・スタディーズとはどのような学問的・社会的営みでありうるのかを討論する。

＜神戸大学＞
橘紗代

／神戸ローカルとグローバリゼーションの裂け目に耳を傾ける
ー建築、ファッション、都市の風景

落合花梨

／「モトコー（元町高架下）」に耳を傾ける
ー神戸にはなぜグラフィティ・カルチャーが育たないのか

森孝郎

／『ハラル』に耳を傾けるー信仰、生活、ハラル神戸ビーフ

＜国際基督教大学＞
石井樹理・熊本彩理紗・葉室莉歩

鶴見―多文化の街(?)―に耳を傾ける

Rana Daye・鄭優希・瑞秀照葉
栗栖由喜・村瀬萌

／

／ モスクに耳を傾けるー代々木上原から

移民問題を考える――品川、牛久から

**カルチュラル・スタディーズに関わりのある／関心のある
関西の学部学生をはじめ、当日の「飛び入り」も歓迎！！
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上口優花・深澤冠 ／

／ 新宿―モザイクの街―に耳を傾ける

14F

・1401

10:30-12:00
En-Zine（Zineの輪）: 反時代的対話醸成装置
西川麦子（甲南大学）

タテイシナオフミ（Football Activist制作人）

諫山三武（『未知の駅』編集人） 小笠原博毅（神戸大学）
SNS隆盛のこの時代に、一人もしくは少人数で紙媒体の活字によってコミュニケーションを作り出す
Zine。ネットやSNSとも連動しつつはあれ、古式ゆかしい情報発信ツールであり続けているZine。なぜい
まZine なのか？その理由を「対話醸成装置」をキーワードに探りあう、公開座談会を企画する。参加者
は以下のとおりである。

西川麦子：Grassroots Media Zineライター、
アメリカのコミュニティラジオ局WRFUの日本語番組Harukana Show主宰。
タテイシナオフミ：Zine Football Activists制作人、Harukana-Showパーソナリティ。
諫山三武：Zine『未知の駅』編集人、雑誌『SINRA』（新潮社）編集部。
小笠原博毅：グループワークコーディネーター
1970年代のポピュラー音楽シーンから生まれたZineカルチャーは、いまやネットやラジオなど他のメデ
ィアとの連動によって、インディペンデントな媒体としてはより先鋭的に、活字メディアとしては発生当
初とは異なる役割を担っている。特定のファンダムや社会・政治時評からオルタナティヴなライフスタイ
ルの模索に至るまで、Zineは「同人誌」文化が前提としかつ依拠していた内輪の解釈共同体をむしろ打ち
破り、まだ見ぬ外部との対話を作り出す契機となりうるのではないか？それぞれの編集経験やその哲学、
Zine文化との出会いも含め、具体的に語り合える場を作り出す。

14F

・1402

10:30-12:00
きゃわチョゴリ・トークイベント「チョゴリを着ること」
趙成珠（そんいチョゴリ）＋きゃわチョゴリモデルたち＋金明秀（関西学院大学）
2014年11月。東京・新宿での「東京大行進 TOKYO NO HATE」を華やかに彩ったかわいい現代風の
ゴリを着ること」について話し合います。
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チョゴリたち。リバティおおさかでの、「きゃわチョゴリ・ファッションショー」を受けつつ、いま「チョ

14F

・1403

10:30-12:00
ローカルな嗜好とグローバルな志向
司会：谷紗耶加（TANI, Sayaka）
伊藤瑠美（ITOU, Rumi）＋
Affiliation: 神戸大学 (Kobe University),
神戸大学 (Kobe University),

西葉菜好（NISHI, Hanako）

コメント：安藤丈将（ANDO, Takemasa）
神戸大学 (Kobe University),
武蔵大学 (Musashi University),

グローバル化の進展と人の移動の増大が複雑化させる社会状況のなかで、「食べる」あるいは特定の食物
を「作る」という行為が持つ文化的意味は、どのように変容しているのだろうか。そのとき「ローカルなも
の」と「グローバルなもの」の関係はどのように再編されるのだろうか。このグループワークは、２つの食
材に焦点を当てたケース・スタディーズを通して、こうした問題を議論する機会を提供したい。
西の報告が対象とするのは、イタリア最大のオリーブ・オイルの産地として知られるプーリア州の事例で
ある。世界中の料理人や美食家に愛好される高級食材としての地位を獲得している同地域のオリーブ・オイ
ルは、有機性や純粋性、ローカル性の強調を通してブランド価値が付与されている。しかし歴史的に考える
ならば、オリーブ・オイルやそれを用いた料理の調理法の形成は、様々な民族や文化の往来と混淆によって
形成される雑種的な地中海世界の存在なしには語りえない。また現在でも、同地域のオリーブ農園ではルー
マニアや、北アフリカ圏から到来する無数の「不法移民」が使役されている現状もある。本報告は、このよ
うなオイル生産の現状を紹介しながら、そのラベルに隠された矛盾を浮き彫りにしていく。
一方、伊藤の報告は、神戸の街で「ドイツ・パン」を製造・販売している複数のパン屋を対象に行った調
査の成果である。製パン職人や販売員、常連客などへのインタビュー調査から、彼らが「ドイツ的」なパン
を求める理由や、そこに込められた意味を明らかにする。また、そこから、パン自体が,感情や文化的アイ
デンティティに作用する働きが見ていく。そして、このような食べ物の記号化によって、特定の食物を見る
こと、その匂いを嗅ぐこと、実際に味わうことが、「ここ」ではない別の場所を想起する触媒として機能す
る可能性を考察したい。

14F

・1405

13:00-14:30
トークイベント 絵本『ウラオモテヤマネコ』刊行記念―『猫を描く。猫を読む。』
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井上奈奈（画家・アーティスト） × 清水知子（筑波大学）
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http://cultural-typhoon.com/2015/kansai/

