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カルチュラル・タイフーン 2014 ＠ ICU  開会にむけて 

CONVIVIAL!  - 共に愉しく生きる社会へ！ -

　今年で 11 回目を迎えるカルチュラル・タイフーン。今回は「コンビビアル！」をテーマに掲げて、こ

こ国際基督教大学で開催されます。私たちの周りでは、「多文化主義」や「共生社会」などの耳触りの良

いスローガンが連呼される一方で、他者に対する容赦のない罵声が日増しに大きくなっています。今年の

テーマ選択は、そんな社会に対する危機意識の現れです。

　原発事故の行く末が全く見えないにも関わらず、東京オリンピックの開催が決まりました。その決定は、

グローバル資本、オリンピック委員会、そして諸国家が利害を共有していることをあらためて証明するも

のでした。その利害とは、まずもって〈現状維持〉であり、そこにおいては核（原水爆＆原発）に頼る政

治や経済のシステムをそのまま残すことが最重要課題となります。つまり委員たちにとって、日本の原発

災害のことなど当初から問題ではなかったのです。委員たちは安部首相の嘘に騙されたのではなく、もと

もと彼らも嘘（安全神話）を共有していたと考えた方が、あの日の茶番を理解しやすくなるでしょう。メ

ディアが首相発言の誤りを多少なりとも追求し始めたのは、自ら祝祭ムードを煽った後でした。メディア

もまた茶番劇の主要なアクターだったのです。

　さらに暗いニュースがあります。オリンピック騒ぎの陰で―と言うか、それに乗じてと言うべきか―

「特定秘密保護法案」が、昨年秋の臨時国会で可決されました。公務員の守秘義務や報道機関の権利云々

が取り沙汰されてはいますが、政府の本音はおそらく一般市民に声を上げ難くさせる社会を作り上げるこ

とにあります。当面の狙いはやはり、原発事故や国家防衛に関わる情報の隠蔽でしょう。国家が任意に「機

密事項」と定義した事柄について、市民が情報を集めたり、意義を唱えたりすることが難しくなる全体主

義社会の到来です。私たちの誰もが「NO」というだけで他者化され、排除の対象となってしまうわけです。

　なんとも息苦しい社会の到来です。でも、こういうときこそ危機感を共有する仲間を増やし、情報を交

換しつつ、付かず離れず（ここが大事）、共に歩んでいく方策を探るべきでしょう。他者を排除して成り

立つ「多文化」や「共生」ではなく、言葉本来の意味で「共に生きる道」を探りたい…。今年のカルチュ

ラル・タイフーンは、そんな願いを込めて開催されます。

　　　　　　　　カルチュラル・タイフーン 2014 ＠ ICU 実行委員長　田仲康博
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Cultural Typhoon 2014 - Opening -

CONVIVIAL! 
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カルチュラル・タイフーンとは？

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。　（カルタイHPから抜粋）

What is Cultural Typhoon?

Cultural Typhoon is a cultural event that involves presentations and interactions based 
on an equal relationship among individuals of various positions. Unrestricted by the 
existent form of academic conferences and symposiums, this event aims to facilitate 
a space for free and vigorous exchange of opinions as well as intellectual discussion 
between scholars within the academia as well as amongst social activists and artists 
who express themselves through myriad types of media.

The name “Cultural Typhoon” rose from an invasion of an actual typhoon during 
the preparatory meeting for the first event in 2003. A typhoon moves forward while 
sucking in everything in its vicinity, then spitting out energy while moving away in 
an unpredictable direction. A trail is left in its wake, and sometimes, an unexpected 
meeting of heart and mind will have occurred. It is precisely this image of the ‘typhoon’ 
that we envisage as we engage in the work of ‘cultural typhoon’.
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会場マップ - Map -

  バスロータリー  Bus Rotary・・・・・・・①
  アラムナイハウス  Alumni House・・・・・・・②

  ICU グラウンド  ICU Ground・・・・・・・③
  本館  University Hall・・・・・・・④

  D 館 西棟  Diffendorfer Memorial Hall West Wing ・・・・・・・⑤
  D 館 東棟  Diffendorfer Memorial Hall East Wing・・・・・・・⑥

  学生食堂  Dining Hall・・・・・・・⑦
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D 館 D-Hall West Wing

・・・・・・ ブース
Booth

・・・・・・ パネル
Panel

ATM

多目的ホール
Multi-Purpose Hall

ラウンジ
Lounge
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1F
2F

本館 Honkan

159

152

151

172

116

115

170

168

167

102

107

108

155

157

キッズルーム

パネリスト
控え室

受付

104

106

160

252

251 265

215

213

212

260

262

201

202

203

204

205

253

Cafe
Convivial

公開講座
Open Lecture

映像ルーム
Film Room

ラウンジ

214
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パネル・タイムテーブル    
Timetable for Panels

本館 157 本館 159 本館 167 本館 168 本館 172 本館 202
10:30

12:00

After 
Fukushima
After3.11

他者をいかにして理
解するのか : 歴史学・
翻訳 / 通訳・作曲の

現場からー 17 世紀イ
ングランド・ボラ ン

ティア翻訳・ドゥルー
ズの議論をそれぞれ

手掛かりに

How do we 
interpret others? 
From the Fields 

of History, 
Translation/

Interpretation, 
and Musical 
Composition

DIY ×移住
ドキュメンタ

リー映画
「BOOK STORE

移住編」
上映 & トーク

Screening and 
Talk of the 

documentary 
film ”BOOK 

STORE part1”

日本との遭遇 :
カッコイイの

か、
アツイのか ? 

Encountering 
Japan: 

Cool or Hot? 

Living with 
Differences: 
Sexual and 

Gender 
Minorities 
in Hong 

Kong and 
Malaysia

排外主義と
その批判を
めぐる困難
―渡りゆく
小舟として

の言葉―

LUNCH

13:00

15:00

豚・パイン・
高良倉吉

ー沖縄研究
で論じられ
てきたこと

前略
道の上から

On the 
Street  

知識人の
社会的実践
の位相—

1950 年代を
切り口とし

て

移動と翻訳
Travel and 
Translation  

都市から
遠く離れて

Far From 
City

D 館 東棟
オーディトリアム  
D-Hall East Wing 

Auditorium
15:30

17:00

「人種主義の廃墟のた
だ中にある多文化的
コンビビアリティ」

“Multicultural 
conviviality in  the 
midst of racism's 

ruins”

 
ICU グラウンド  

ICU Ground

17:20

18:20

Convivial 
Football!

- 差異と共に
プレーする能力 !-

Everyone is welcomed -
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[SAT] 28th 

本館 203
　

本館204 本館205 本館 215 本館 252 本館 253 本館 262

他なる国
の日本人
/ 日系人  

Japanese/
Nikkeijin 

in Outside 
Japan

「住むこと」の再
編成―戦後日本に
おける国家、産業、
市場による規範化
と規格化をめぐっ

て

The 
Reorganization 

of Life: 
Normalization/
Standardization 
by the Nation-
State, Industry, 
and the Market

公開講座

11:00-12:00
「カルチュ

ラルスタ
ディーズと
スポーツ」

有元 健

13:00-14:00
「カルチュ

ラルスタ
ディーズと

音楽」
毛利 嘉孝

14:15-15:15
「カルチュ

ラルスタ
ディーズと

ジェンダー」
田中  東子

私たちの
政治
Our 

Politics

闘う百姓、逃げ
る一揆、追われ
る ( 半 ) 武士 ~
叛乱地域として

の多摩 II
Radical 

Peasants, Run-
away up-risers 

and Persecuted 
half-samurais: 

Tama as an riot 
region II

沈黙を強いる
空気と、それ
に抗する表現

の可能性

～福島県立相
馬高校生の演
劇と映像作品

に触れる～

Being 
Convivial: 
Resilience 

and the 
Difference 

of the 
Woman’s 

Body

逸脱した身体
からみる

’convivial’ の
( 不 ) 可能性

−可動性 / 可視
性 / 日常性

(Im)possibility 
of ‘convivial’ 
through the 

deviant body 
- Mobility, 

Visibility, and 
Normality

雑誌『ラスバ
ルカス』―「世
界」と「沖縄」

を横断する
アートと批評
The Las Barcas 
Journal: Arts 

and Criticisms 
across the 
World and 
Okinawa

18:00-20:00 懇親会 Party
＠アラムナイハウス 2F   Alumni House 2F 

※詳しい場所は会場マップ (7 ページ ) をご参照ください。 Please  see the map (page 7) for directions.

会費：3,000 円（※ 学生は 1,000 円） Fee: ¥3,000 (Student: ¥1,000)
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パネル・タイムテーブル    
Timetable for Panels

本館 157 本館 159 本館 167 本館 168 本館 172 本館 202
10:30

12:00

他者性の
接合ある
いは内な
る他者性  

Articulation 
of Alterity 
or Internal 

Others

スポーツ、
メディア、

ナショナリズ
ム ? 

 Sports, 
Media and 

Nationalism?

カルチュラル・
スタディーズ
を食い改める

Let’s get food 
stuff out on 

the table 
of Cultural 

Studies

多文化共生
と「交錯」

概念の可能
性 

境界をぼかす
Blurring 

Boundaries

右傾化する
日本と

文化政治 
The Rise 
of Right 

Wing and 
Cultural 
Politics

 
LUNCH  

13:00

15:00

  都市、
  歴史、

愛 
City, 

History,
Love

Beyond 
Regulation: 

ingenuity on 
the margins 

of visibility in 
Asian urban 

space

メディア表象
の文化政治 

Cultural 

Politics 

in Media 

presentation

 移民、故郷、
市民権

Migration, 
Home, 

Citizenship 

演劇的 /
共生的 !

Theatrical/
Convivial!   

〈文化 = 政
治〉再考

Rethinking 
the New 
Cultural-
Political 

Movements 
in Japan

15:30

17:30

1961 年
スタディーズ

―文学と
〈アクチュアリ

ティ〉―
1961 Studies!: 
Literature and 
the Concept of 

“Actuality”

The Cultural 

Production of 

"Localness" in 

Contemporary 

Hong Kong

国境を
越えられる

技術 

Inbound 
ideas: 

flexible 
customs and 

the art of 
inflow

Mediated
(un)

conviviality: 
Racialized 
politics of 

mixed blood/
haafu in East 

Asia

 18:00~   閉会式＠アラムナイハウス 2F  Closing Ceremony @ Alumni House 2F
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[SUN] 29th 

本館 203 本館 205 本館 215 本館 252 本館 253 本館 262
 

ポストコロニア
ル・コンビビア
リティの政治的

物理学

Political Physics 
of Postcolonial 

Conviviality

文化を
揺さぶる 

- 同化、解体、
衝突

Shaking up 
the Culture: 
Assimilate, 

Deconstruct 
and Collide

「他者」の
映像記録を
物語化する
ことはいか
にして可能

か？

Tokyo, 
Urban Space 

and the 
Production of 
Information

公開講座

11:00-12:00
「カルチュラル

スタディーズ
とメディア」

田仲 康博

13:00-14:00
「カルチュラル

スタディーズ
と他者」
河合 優子

14:15-15:15
「カルチュラル

スタディーズ
とは何か」
吉見 俊哉

 

近・現代沖縄に
おける帝国主義的
統治と「人種」お
よびモノの諸編成

Imperial 
governmentality 
and formations 

of the “race” 
and things in 

the modern and 
contemporary 

Okinawa

クリス・マルケル
の世界—記憶・歴
史・表象について

の考察

The world of 
Chris Marker 
: Reflections 
on Memory, 
History, and 

Representation
 

コミュニティ
を横断する

Cross 
communities

ジェンダー、
身体、

メディア  
Gender,

Body,
Media

「新しい」
出版文化の

話
On a “New” 

Trend in 
Publication

占領の裂け目 
Convivial!?

 天✖制 /
マッ✖ーサー /

キ✖スト教
A Rift in 

Occupation: 
Convivial!?- 

Imperial 
Regime/

MacArthur/
Christianity

 
東アジアの

共生と
テント演劇

「野戦之月・
海筆子」

—魯迅を糸口
として—

コンビビアル
エコロジー /
環境的な信念

Convivial 
Ecologies/

Environmental 
Convictions
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特別企画 - SPECIAL TOPICS -
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レス・バック教授

ロンドン大学ゴールドスミス校社会学部教授。都市論、人種論、エスノグラフィーの視点からロンド
ンの若者文化における多文化状況を鋭く分析してきた。代表的な著作として Art of Listening（2007
年 Berg、邦訳『耳を傾ける技術』はせりか書房より近刊）、Out of Whiteness: Color, Politics, and 
Culture（2002 年 University of Chicago Press、Vron Ware と の 共 著 ）、New Ethnicities and 
Urban Culture: Racisms and multiculture in young lives（1996 年 UCL Press、後 Routledge より
再版）など。また 2009 年 Cultural Studies 誌上でスチュアート・ホールと対談を行っている。

About Prof. Les Back

Prof. Les Back teaches Sociology and Urban Studies at Goldsmiths College, University of London. 
He has been critically analyzing multicultural state of youth culture in London from the perspective 
of race studies, urban studies and ethnography. Among his works are Art of Listening (2007, Berg), 
Out of Whiteness: Color, Politics, and Culture (with Vron Ware, 2002, University of Chicago Press), 
and New Ethnicities and Urban Culture: Racisms and multiculture in young lives (1996, UCL Press, 
later reprinted from Routledge). He also had a conversation with Stuart Hall in Cultural Studies 
Vol.23, No.4, in 2009.

レス・バック教授 基調講演：

「人種主義の廃墟のただ中にある
   多文化的コンビビアリティ」

Keynote Speech by Prof.Les Back: 

“Multicultural conviviality in  
 the midst of racism's ruins”

D 館 東棟オーディトリアム  D-Hall East Wing Auditorium@

English
日本語

同時通訳あり

[Sat] 28th  15:30-17:00  
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公開講座：

「カルチュラル
  スタディーズって何？」

「カルチュラル・スタディーズ」って何だろう？訳してしまえば「文化研究」だけど、いろいろな国々に
いろいろな文化があって．．．といった学問ではなさそうです。私たちが生きているこの社会にいったい
何が起きているのかを、「文化」をキーワードに深く読み解いていく学問なんです。今回の公開講座では、
そんなカルチュラル・スタディーズの幅広さと奥深さを皆さんに体感してもらおうと思っています。総勢
6 人の講師陣が、それぞれの研究分野からカルチュラル・スタディーズとはどのような学問を具体的にひ
も解いていきます。是非カルチュラル・スタディーズの楽しさに触れてください！

6 月28日（土）：

11:00 - 12:00
「カルチュラル・スタディーズとスポーツ」　講師：有元 健（国際基督教大学）

13:00 - 14:00
「カルチュラル・スタディーズと音楽」　講師：毛利 嘉孝（東京藝術大学）

14:15 - 15:15
「カルチュラル・スタディーズとジェンダー」　講師：田中 東子（十文字学園女子大学）

6 月29日（日）：

11:00 - 12:00
「カルチュラル・スタディーズとメディア」　講師：田仲康博（国際基督教大学）

13:00 - 14:00
「カルチュラル・スタディーズと他者」　講師：河合 優子（立教大学）

14:15 - 15:15
「カルチュラル・スタディーズとは何か」　講師：吉見 俊哉（東京大学）

@
[Sat] 28th  / [SUN] 29th  

本館 262  University Hall 262

日本語
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ICU グラウンド  ICU Ground@
[Sat] 28th  17:20-18:20  

Convivial Football!
- 差異と共に、プレーする能力！ - Everyone is welcomed -

頭で考えることはとても大事。でもそればっかりじゃつまらない。たまには身体でカルスタしましょうよ。
地球の裏側ブラジルではたまたまナショナル／グローバルなサッカーの祭典。では私たちもサッカーで対
抗しようではありませんか。でもただサッカーをやっても面白くない（結構面白いけど）。狙いは二つ。サッ
カーというポピュラー文化のポピュラリティを利用して私たちのコンビビアルな空間を作り出すこと。も
う一つ。私たちのコンビビアルな身体実践を通じて、ナショナルで、マスキュリンで、アスリート特権的
なこの身体文化を解体すること。いろんな人がいろんなやり方で関わっていける社会が作りたいなら、そ
の練習として、いろんな人がいろんなやり方で関わっていける、そしてどんな人でもその存在が否定され
ないサッカー空間を作ってみようじゃありませんか！おそらくスチュアート・ホールもこう言うはずです。

「差異と共にプレーする能力」こそが 21 世紀のサッカーの問題なのだ、と！もちろんシューズもユニフォー
ムもいりません。誰でも大歓迎！ ICU の人工芝が皆さんを待っています！

It is surely a good thing to think with your brain, but always doing so you’ll get bored, won’t you? 
Sometimes you need to practice cultural studies using your bodies. Coincidently, one of the biggest 
national/global sports spectacles, FIFA World Cup, will be held in the opposite of the globe. So let 
us make a counter-performance through football, that is, “Convivial Football”! Two aims: to make our 
convivial space through appropriating the popularity of football as a popular culture; to disarticulate 
this national, masculine, and athlete-specific body culture through our convivial physical practices. 
Let’s make a football space where different people can commit and enjoy in different ways and 
nobody will be denied his/her presence, since this is an exercise to make such a society. As Stuart 
Hall might say, “the capacity to play with difference is the coming question of the football in twenty-
first century.” You need no football shoes and no uniform. Anybody can come to play. The new 
artificial pitch of International Christian University is just waiting for you.

※詳しい場所は会場マップ (7 ページ ) をご参照ください。
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パネル - Panels -
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English

This panel discusses the gender, sexual and national politics in Hong Kong and Malaysia. How to 
live with differences and how to live with the other are questions now facing people in the two places 
while both are undergoing major social and political transformations. Both papers draw from local 
evidences to explore how marginal groups are struggling against forces of social conformity and 
political prosecutions in the name of national or public interests.
Lucetta Kam’s paper “Return, Come Out: National Identity and LGBT Politics in Hong Kong” 
juxtaposes the discussion/ debates of national identity and LGBT politics in Hong Kong so as to 
problematize, 1) the official discourse of national identity, as a “natural” (and proud) identity after the 
“return” of the territory to China; and 2) the celebration of “coming out” (as a proud LGBT subject) 
in the local LGBT movement. It is argued that both discourses fall into a binary understanding of 
identity (local vs. national and gay vs. straight) and would lead to an effect of strengthening rather 
than eliminating the boundary of “we” and “them”. 
Habiba-Mao Ueda’s paper “Thinking about ‘Female’ Solidarities in Malaysia: Muslim Women’s 
Rights Activism and Muslim Women-Who-Love-Women” attempts to understand the intersections 
of the religious, social, historical and cultural factors of Malaysia, as well as the situations of why 
Muslim women including Muslim Women-Who-Love-Women (WWLW) and other sexual and gender-
marginalized communities have faced increased obstacles while trying to gain acceptance in 
society. All those social issues have continued to be complicated through the politicization and 
implementation of Islamic morals and laws. 

Living with Differences:
Sexual and Gender Minorities 
in Hong Kong and Malaysia

Lucetta Kam (Department of Humanities and Creative Writing, Hong Kong Baptist 
University)

Habiba-Mao Ueda (Public Policy and Social Research Program, Graduate School of 
Arts and Sciences, International Christian University)

Saori Kamano (Department of Population Dynamics, National Institute of Population 
and Social Security Research)

Panellist 1: 

Panellist 2:

Commentator: 
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日本との遭遇 : カッコイイのか、アツイのか ?
Encountering Japan: Cool or Hot?

日本語
English

潘 夢斐（東京大学大学院学際情報学府 · アジア情報社会　修士課程吉見俊哉研究室）

Pan Mengfei (Information, Technology and Society in Asia, Graduate School of 
Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo)

齋藤聖美 ( ボーリング・グリーン州立大学 ドイツ・ロシア・東アジア言語学部 )

Satomi Saito (Department of German, Russian, and East Asian Languages, Bowling 
Green State University)

張 瑋容 ( お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科ジェンダー学際研究専攻 )

Chang, Wei-Jung (Graduate School of Humanities and Sciences, The Division of 
Interdisciplinary Gender Studies, Ochanomizu University)

岩渕 功一 ( モナッシュ大学 )

Koichi Iwabuchi (Monash University)

Panellist 1: 潘　夢斐 (Pan Mengfei)

Encountering and Incorporating Popular Cultures:
 Towards A Reconceptualization of the Museum as Media

This research investigates the growing merger of museums and popular cultures with a focus on 
the Japanese context from the 1990s. The past two or three decades witnessed one museum 
transformation, a growing incorporation of popular cultures, as exhibits, commodities, and marketing 
strategies, by museums around the world. Mounting exhibitions on pop cultures such as movies, 
fashion, animation, and comic books in museums has become prevalent. These exhibitions on one 
hand attract huge crowds and play a huge part in boosting the host institutions’ attendance; on the 
other attract criticisms and lamentations that museums are selling their souls to capitalism.
This research attempts to identify the forces that promote this merger, their motivations and the 
merits and aftermaths for the museum. It assesses in which ways the social environment, the 
governments, the business sector (esp. media companies), art movements (e.g. Dadaism, Pop Art 

Panellist 1: 

Panellist 2:

Panellist 3: 

Commentator: 
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and Superflat), the academia (esp. the rising New Museum Theories), and the museums themselves 
play a part. The thesis employs theories including Stuart Hall’s encoding/decoding model, Tony 
Bennett’s exhibitionary apparatus of museums, James Clifford’s museums as contact zone, 
Jennifer Barrett’s museums as public sphere, and critiques from the Frankfurt School. It synthesizes 
these theories with case studies and the particular context of Japan where popular cultures are 
incorporated in the national framework of cultural diplomacy and economy.
By adopting theoretical and empirical approaches, it endeavors to elucidate the myths surrounding 
around the idea of “museum” and re-conceptualize it as media. It is a mediating place where 
democratization and commercialization converge. It is embedded with a range of codes: physically 
in architectural and exhibition space; bodily from the interactions among the visitors and between 
them and the space; fictionally projected by media products; and literally in the institutional policy 
papers. The gaps between these four layers of codes result in asymmetrical communication between 
the “producers” and “receivers” of messages.

 

Panellist 2: 齋藤聖美

オンライン小説と日本の大衆メディアにおける物語構造と物語消費の変化

2002 年からインターネットに連載された川原礫の『ソード・アート・オンライン』は 2009 年に
電撃文庫から書籍として出版されるや、ライトノベルを原作とした『涼宮ハルヒの憂鬱』に比肩する
KADOKAWA メディアミックス戦略の中核的な作品となった。『ソード・アート・オンライン』の成功は、
原作発表媒体の多様化と、映像時代のメディア消費において小説媒体の持つ重要性を再認識させる上で重
要な役割を果たした。
この発表の目的はアニメのメディアミックスにおける原作媒体の変化と、オンライン小説投稿サイトの役
割を分析することである。文化人類学者のイアン・コンドリーは日本アニメの海外における成功の要因を
作品自体の価値にではなく、作り手と受け手が作るコミュニティーに働く創造的活動力＝「ソウル」に見
いだす。コンドリーの分析は、海外におけるアニメの受容を様々な文化背景のユーザーが自由に参加し得
る「共生」の観点から論ずる点において、安易な文化本質主義的なアニメ研究の代替えとなる注目すべき
業績である。
この発表ではコンドリーの議論をふまえつつアニメの原作、特にここ数年増えつつある「共生」の場とし
てのオンライン小説と小説投稿サイトが物語の構造と世界観の構成にもたらした変化を論じる。世界観の
構成についてはメディア学者のヘンリー・ジェンキンスの議論を参照する。ジェンキンスは『マトリック
ス』等のメディアミックス作品における世界観を、十分な一貫性を持ちながら複数の物語を同時生成し得
る一定の強度を持つ仮想世界と定義した。ジェンキンスの世界構成の議論は、ユーザー参加型の小説投稿
サイトにおける物語の生成・消費とメディアを横断する物語展開 (transmedia storytelling) の関係を考
察する一助となるであろう。
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Panellist 2: Satomi Saito

Web fiction and Changing Narrative Production and 
       Consumption in Japanese Popular Media

The success of Kawahara Reki’s web serial Sword Art Online (2002- ) shed light on Internet sites 
as a viable venue for amateur creators to publish novels outside of top-down corporate controlled 
media distribution. Many web fictions are now published from major publishers and provide us with 
a different kind of narrative and world-making from conventional novels or even from once popular 
cell phone novels.
In my presentation, I will examine the changing trend of anime franchise models and online 
communities’ role in this transformation. I will follow cultural anthropologist Ian Condry’s concept of 
the “soul” of anime as “the social energy that arises from our collective engagements through media” 
(The Soul of Anime, 2013). Participatory culture of web serials provides a convivial space where 
registered users can classify the published stories according to a variety of attributes, including plot 
structure, genre, character, and setting. The blog-like tag function creates multiple sets of hierarchal 
and non-hierarchal listings of published stories, thereby providing reading experiences not restricted 
to a single story.
I argue that narrative consumption in these sites is gradually transforming conventional narrative 
formats and character constitutions in Japan’s consumer-generated media content. By employing 
media scholar Henry Jenkins’s discussion of world-making (Convergence Culture, 2006), I will show 
how characters and narrative worlds with distinctive multilayer attributes generate successful media 
experience for consumers with diverse interests and cognitive skills.

Panellist 3: 張 瑋容

台湾の「哈
ハー

日
リー

」文化にみるセクシュアリティ
            ―台湾「哈

ハー

日
リー

族」腐女子の「妄想」を事例に―

台湾では、1990 年代末から 2000 年代初頭までの間に、テレビドラマを始めとする日本の文化商品への
好意的受容、及びそれに伴う「日本」の記号化とローカリゼーションを指す「哈日ブーム」が巻き起こさ
れた。その影響は現在にも残っており、台湾ローカルな文脈に定着している。こうした動きの中で、「日本」
と関係する商品を積極的に消費し、日本のポップカルチャーに触れようとしている人々は『哈日族』と呼
ばれ、彼／彼女らには自国文化よりも日本文化を好む傾向すら見られる。その中に、「哈日族」を自称す
る人もいれば、このレッテルを嫌悪する人もいる。しかし少なくとも、彼／彼女らは日常生活の中で積極
的に「日本」のものと関わろうとする点で共通している。つまり、「日本」の意味付けや「日本」との関
係性をいかに彼／彼女の独自の関心や哈日のパターンに位置づけて分析するかということは、哈日文化を
研究するにあたり重要な問題となるだろう。そこで本研究は、哈日族の中の「腐女子」という集団に着目し、
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哈日族のカテゴリに包摂されながらも時にそれと対峙する彼女らが、どのように日本から発祥した腐女子
文化を実践し、快楽を味わうかを分析する。腐女子論によると、BL・やおいといった男同士の恋愛物語
を好む腐女子には、妄想を自由に構築する空間を保つ妄想対象との距離が不可欠であると指摘されている。
哈日族でありながら、常に「日本」を遠くから想像する台湾人腐女子の場合、「日本」との距離は「日本」
を想像するために重要な要素である一方、その距離故に「日本」そのものが妄想の一部となっているのだ。
台湾哈日族腐女子の事例分析を通じて、ジェンダー・国家・文化実践が交差した結果いかに快感を創出す
るかというセクシュアリティの意義を示唆し、さらに哈日文化の周縁から見出した多様性と共通点を通じ
て「哈日」を再定義することも試みたい。

Panellist 3: Chang, Wei-Jung

Analyzing Sexuality in  Japanophilia Culture in Taiwan:
 A case Study of Taiwanese Japanophile Fujoshi’s Fantasy

Japanophilia in Taiwan, which arose during the late 1990s to early 2000s, refers to a fever for 
Japanese culture products, and leaves its influence in terms of the symbolization and localization 
of Japaneseness. People who positively practice Japanophilia by consuming products with 
“Japaneseness” or getting involved with Japanese popular culture are called Japanophiles. 
Although the collective image of Japanophiles is highly diversified, they share commonality of 
relating themselves to Japaneseness in everyday life. As a result, when analyzing the Japanophilia 
culture, it is important to situate the meanings of Japaneseness within the dynamic process of how a 
Japanophile subject practices the Japanophilia activities. 
I focus on one group within Japanophiles which is known as “Fujoshi”, to see how they are 
subsumed under the category of Japanophile while also confronting it, yet still experience pleasure 
through practicing the Fujoshi culture which originated in Japan. Fujoshi refers to girls who read 
male homoerotic texts such as BL or Yaoi. Previous researches point out that Fujoshi experience 
a form of pleasure called “Moe” by constructing fantasies about male homoerotic relationships. 
The distance between Fujoshi and the object plays a crucial role in the practice of constructing 
fantasy, for it ensures the space to freely construct fantasy. For a Taiwanese Fujoshi who is also a 
Japanophile, she constantly constructs imaginations of Japaneseness from afar. As a result, in such 
cases, the distance from Japaneseness is an important element for imagining and at the same time 
the Japaneseness itself also becomes part of this kind of fantasy. 
Through this case study of Taiwanese Japanophile Fujoshi, I suggest how gender, nation, and 
cultural practice intersect with each other, resulting in the creation of pleasure as the meaning of 
sexuality. Furthermore, I try to redefine Japanophilia by clarifying diversity and commonality from the 
margins of Japanophilia culture.
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日本語

ドキュメンタリー映画『BOOKSTORE ～移住編～』の上映を行います。上映後、監督と、DIY、移住な
どのテーマでお話しをする予定です。

＜ものがたり＞
　関東から鳥取へ移住してきたモリテツヤさん。彼の夢は自給自足の生活をしながら、ZINE や自主流通
の CD や T シャツを扱う本屋を営むことだ。しかし、借りた店舗は柱が腐っていたり、トイレがない。お
まけに改修費を稼ぐためのバイトで、作業する時間が作れない始末。仮住まいのゲストハウスの人々、町
の人々の助けを借りて、果たして本屋は完成するのか！ DIY 密着ドキュメンタリーの第一章。

＜映画詳細＞
2013/ デジタル /77 分
出演　モリテツヤ（FOREST BOOKS）
監督　中森圭二郎
 

DIY ×移住 ドキュメンタリー映画
「BOOKSTORE 移住編」上映＆トーク

Screening and Talk of 
the Documentary Film 
”BOOKSTORE part 1”

中森圭二郎 ( 映像レーベル・地球 B)

Keijiro Nakamori (Label Earth B)

安藤丈将 ( 武蔵大学 )

Takemasa Ando (Musashi University)

Panellist 1: 

Panellist 2:
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日本語

Panellist 1: 玉利智子 (Tomoko Tamari)

After Fukushima:The question of co-existence in contemporary 
architectural tendencies in Japan

　As a result of the Fukushima catastrophe, over 80,000 residents were compelled to evacuate 
and stay in temporary shelters, due to the risks of spreading radioactive contamination. The official 
casualty record on 10th October 2013 shows 18,535 deaths and 398,898 houses and buildings 
destroyed. The catastrophe has led to important practical and conceptual shifts in contemporary 
Japanese architecture and the role of architects. The paper initially addresses the influential 1960s 
Japanese modern architecture movement, Metabolism. The Metabolists believed that the city could 
be regarded as a supra-individual organism which could generate its own autopoetic momentum/
force. While the concept, metabolism, then, is profoundly associated with ideas of natural processes 
and organismic development, their optimistic notion of technology was also a fundamental faith. 
The Metabolists had the ambition to create a new Japanese society through techno-utopian city 
planning. A self-defined ‘social architects’, they took seriously their projects to change society. The 
new generation of Japanese architects, after the Fukushima event, no longer seek evolutionally 
social change, rather the disaster made them re-consider what architecture is and what architects 
can do for people who had everything snatched from them by technology (nuclear power station) 
and nature (earthquake and tsunami). Drawing on the architectural projects of Tange Kenzo and 

3.11/ 反核
After Fukushima: After 3.11

玉利智子 ( ロンドン大学ゴールドスミス校 )

Tomoko Tamari (Goldsmiths, University of London)

ルイーズ・ヘインズ ( 名古屋市立大学 )

Louise Haynes (Nagoya City University)

Noriko Manabe (Princeton University)

田仲康博 （国際基督教大学）

Yasuhiro Tanaka (International Christian University)

Panellist 1: 

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:
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Metabolists in the 1960s and the Ito Toyo’s ‘Home-for-All project’ in 2011, the paper explores this 
major paradigm shift in Japanese architectural theory and practices and it attempts to illustrate how 
a new urgent concern about conviviality - how we can better integrate human imperatives with those 
of nature without destroying our fragile ecological system – has been became a key question.

Panellist 2: ルイーズ・ヘインズ (Louise Haynes)

Art-healing and the 3.11 Disaster

　March 11, 2011 changed daily life for many people in Japan, perhaps irreversibly. The aftermath 
of the 3.11 triple disaster of quake and tsunami in Tohoku and the melt-throughs at the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power plant (FD1) created deep-seated shifts in the mindsets of many everyday 
citizens. In order to cope with this change, those affected have had to find ways to deal with the 
ongoing crisis. Some began to demonstrate against the restarts of the nuclear power plants. 
Others simply went about their lives. Fears around questions of the safety of food, water, and air 
quality gave rise to new groups of solidarity as well as new divisions between friends and family 
members. Corporate media have provided sporadic information that many believe is inaccurate and 
incomplete.
   The effects of the nuclear disaster at Fukushima are not limited to Japan’s territorial boundaries as 
radiation does not obey the orders of companies or governments to remain behind signs saying “Do 
Not Enter.” Radioactivity is carried by gentle breezes and soft rain as well as hurricanes, by truck 
tires along highways as well as on the shoes of children walking to and from school. It has been 
released on a daily basis into the waters off the Fukushima shoreline, and no one really knows what 
the consequences will be for living creatures in the ocean and, ultimately, for humans.
   How are we to deal with this ongoing disaster? What is the role of the media in informing not 
only the Japanese public but the world at large? What role can art play in this dissemination of 
information? In order to live together responsibly in the world today, we must have viable avenues of 
information in a timely manner. Art can be one pathway to share news and to show the real impacts 
of events on those who suffer most: animals, nature, and human beings. To take this further, what 
role does sticker bombing, graffiti bombing, and other forms of street art have in affecting public 
opinion? Consider the icons of Tokyo artist 281antinuke. He found his own release and created a 
response to the mishandling of the FD1 disaster, and his artwork is now being recognized throughout 
Japan and, increasingly, abroad. The voice that speaks in opposition to the establishment 
loudspeaker of corporate media is normally silenced. Therefore, art fills the gap by giving voice to 
the silenced minority that is attempting to draw attention to issues such as the disaster at FD1, the 
problems with NPP, and other current social issues in Japan and elsewhere.
   In this presentation, I will show and discuss some of the artwork I have produced in response to 
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this crisis. Originally, I used art as a creative outlet in order to deal with my anger and frustration 
regarding the nuclear lie that has been sold to populations in many countries. This artwork, in the 
form of art journaling, “found” art pieces, collage, mixed media on canvas and other materials, 
includes news items from corporate and independent news sources. Often, the news from such 
sources comes about as a result of independent research by scientists here in Japan and abroad. 
Although the information is available, many people are unaware of it or of the overall, long-term 
implications of individual events. By utilizing “the news”, i.e. print news and/or web clippings, I am 
trying to mesh the surreal world of art with the real world of the moment, the events that are occurring 
in our time. Rather than working within the traditional scope of much of current art journaling and 
mixed media currently being produced (at least in the U.S.), I reside on the outside, literally and 
figuratively, of the homogenous society that artists in this medium feel comfortable in. 
   I will also give some examples of 3.11-response art found in venues such as the protests in 
Nagoya and on websites.
   Because one of the basic principles of living with the other is understanding the other, 
communication of one’s beliefs, values, and knowledge of one’s experience is essential. Artwork 
has the potential of conveying this critical information at a time when such information is too often 
suppressed.

Panellist 3: Noriko Manabe

Nuclear Childhoods:
  Children’s Culture in the Antinuclear Movement

　Japan’s postwar history is littered with atomic-powered characters, which at first reflected fear of 
the nuclear (e.g., Gojira 1954) but later domesticated it in kiddie-friendly media products (e.g., later 
Godzilla films, Tetsuwan Atomu, Doraemon)—coincident with rhetoric on nuclear power at the time. 
Later, the nuclear industry relied on characters for public relations, with Pluto-kun claiming plutonium 
was safe and Denko-chan saying that nuclear power was economic. The current ambivalence vis-
à-vis the nuclear is reflected in Monju-kun—an unofficial yuru-kyara (“loose character”) personifying 
the accident-prone Monju fast-breeder reactor. Begun as a Twitter account by a pseudonymous 
author, Monju-kun delivers bite-sized information on radiation and nuclear power in a humorous 
manner. He boasts over 100,000 followers, four books, regular columns in Asahi Digital, and 
live appearances in stuffed costume at large music festivals and demonstrations. While begun 
spontaneously, he is very much in keeping with the character tradition, with a well-developed 
personality that resembles Nobita-kun (Doraemon), an origin story that references Tetsuwan Atomu, 
and an appearance that draws from both the Monju reactor and its sacred namesake. Like many 
characters, he has songs that summarize his premise and teach children manners. His integration 
of character culture afford him a cultural familiarity that makes him particularly popular with mothers 
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with small children, who are most in need of the information he delivers. Based on interviews with 
the author and analyses of his texts and reception, this paper considers children’s atomic culture, 
the cultural references embedded in the Monju character, their contribution to the reception of the 
character, and the contribution of Monju-kun to the antinuclear movement. 
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 排外主義とその批判をめぐる困難
              ―渡りゆく小舟としての言葉―

日本語

小路万紀子 ( 同志社大学院グローバル・スタディーズ研究科、現代アジアクラスター )

Makiko Shoji (Doshisha University)

大畑 凛 ( 立命館大学国際関係学部 )

Rin Ohata (Ritsumeikan University)

Panellist 1: 

Panellist 2:

　本発表は、日本において蔓延する排外主義とそれへの批判をめぐる困難に着目し、研究および運動の視
点からそれらを見つめ直そうとする試みである。「在日特権を許さない市民の会」（以下、在特会）に体現
される排外主義、あるいは人種主義に対するアカデミアや運動による批判と介入は、植民地主義の系譜を
暴くことにより対象を否定する方法においてなされてきた。しかし他方で、サブカルチャーと結びついて
展開する現行の排外主義が、明確に反知識人性を帯びて登場していることの意味は、問題化されることな
く放置されている。また彼／女らに対抗する運動は、現実的かつ効果的と思われる方途を模索するなかで、
あり得たかもしれない関係や可能性を予め忘却せざるを得なかった。
　既存の言葉や批評を超え進展する「現実」を前に、批判的思考は新たな言葉を生み出す構えとともにな
されるべきだろう。今言葉は、誰かに寄り添うものとしてあるだろうか？わたしたちが獲得し保持したと
思い込んでいる概念や用語は、この「現実」を「うまく」言い当て、評価する道具と化してはいないだろ
うか？そしてまた、「実践」の豊かさとは何かと直接対峙することにのみ見出されるものではないはずで
ある。直接行動を実践の唯一のかたちとすれば、その営為の豊かさは切り縮められる結果を招く。時に実
践とは、この「現実」とそこに生を歩む「わたし」を知り――それは道徳的批判や安易な解決を主張する
知のあり方を問うことである――、知り得たことを言葉にする過程の共有から始まるのではないだろうか。
またそれは、政治にかかわる公私の区分を問題化することでもある。今ある「現実」と、研究や運動との
間に流動する距離を渡りゆくものとして、個々の経験と欲望、感情 - 想いを掴み直す言葉を見つける／生
むとは如何なることか。在特会と排外主義批判をめぐり、また立命館大学での民族差別・ヘイトスピーチ
事件から話を始めたい。
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Panellist 1: 新倉 貴仁 (Takahito Niikura)
「戦前と戦後の「人口問題」― 規範から規格へ」

Panellist 2: 河 炅珍 (Kyung Jin Ha)
「電気と共に暮らす―東京電力の PR 誌から浮かび上がる戦後社会の電化」

Panellist 3: 辻 泰岳 (Yasutaka Tsuji)
「住宅展示場とモデルハウスについて」
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 「住むこと」の再編成
―戦後日本における国家、産業、市場に
よる規範化と規格化をめぐって
The Reorganization of Life:
Normalization/Standardization 
by the Nation-State, Industry, 
and the Market

日本語

新倉 貴仁 ( 聖学院大学 )

Takahito Niikura (Seigakuin University)

河 炅珍 ( 東京大学 大学総合教育研究センター )

Kyung Jin Ha (Project Researcher, Center for Research and Development of Higher 
Education, The University of Tokyo)

辻 泰岳 ( 東京大学 / 日本学術振興会特別研究員 )

Yasutaka Tsuji (Japan Society for the Promotion of Science)

Panellist 1: 

Panellist 2:

Panellist 3:
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産業化や都市化を含んだ近代化、さらには地震や戦争といった災害を通じて、人びとは、巨大な社会変容
を経験し、自分たちが生きる場所を探しつづけてきた。それは共同体に付着する、あるいはそこから剥落
しながら、都市という場に生きる経験でもある。本パネルでは、近代日本における「住むこと」の経験に
ついて、社会学、メディア論、建築史・美術史などの複数の視点から、立体的に考察していきたい。
  とりわけ「住むこと」は、住宅政策という国家の関心の対象であり、住宅市場の形成にともなう商品と
して資本の関心の対象であり、さらには、住宅での生活のライフラインを提供する企業の関心の対象とな
る。すなわち「住むこと」は市場、産業、国家といった諸力が交錯する場であり、それらの諸力の対象と
して構造化されている。ここには、どのように住むかという規範をめぐる問題、どのような家に住むか、
そしてどのような家を供給するかという規格をめぐる問題がある。
  第一に、戦前から戦後にかけて連続する「人口問題」を手がかりとして、国土の開発や国民の生活といっ
た問題が、権力の関心の対象として浮上するさまを追跡する。
  第二に、生活のインフラストラクチャーを担う巨大企業としての東京電力のＰＲ誌の展開を通じて、家
庭電化という夢の変遷を追跡していく。
  第三に、住宅展示場という住宅が商品として展示される場において、さまざまな住宅像が記号とともに
提示され、消費されていくさまを追跡していく。
  以上のような、国家 - 権力、企業 - 産業、市場による住むことの再編成の問題を通じて、住む人びとの身体、
夢、想像力といった水準での変容に迫っていく。

In the context of contemporary globalization and the aftermath of 3.11, it is urgent to re-
conceptualize the relationship among the public, the private and the common. This panel undertakes 
this task through the examination of lived experience in Japanese society after the Second World 
War, which is characterized by huge social transformation: urbanization, industrialization, and the 
advent of consumer society. This social transformation entailed a huge movement of population from 
rural villages to urban cities, which deracinated people from their communities. Ambivalent feelings 
thus arose. People were anxious about where they would live. At the same time, they experienced 
completely different lifestyles, supported by modern infrastructures: water, gas, and electricity. 
These new unsettled lives were objects of administrative policy and industrial capital.
People’s lives were rapidly reorganized and relativized by the complex powers of nation-state, 
market, and industry during the 1930s to 1950s. This problem reveals the normalization and 
standardization of living with the emergence of some questions; what kind of way of life is required 
and what kind of house/home will be supplied. This panel looks into these questions through the 
perspectives of sociology, media study, and history of art and architecture. The first presentation 
analyzes the discourse on the “population problem” before and after the Second World War to 
illustrate how national development and national welfare became targets of state power. The second 
presentation analyzes the PR campaign of the energy industry, discussing the phase of domestic 
electrification in the dissemination of new lifestyles. The third presentation argues that modern 
houses were consumed as symbolic products by presenting the values of housing exhibitions of 
department stores and museums. As a whole, the panel claims that the transformation of peoples’ 
bodies, dreams, and imaginations frames/framed the reorganization of daily life.
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6/28
[SAT]

10:30
      -12:00 @ H-205

他なる国の日本人 / 日系人 
Japanese/Nikkeijin in Outside 
Japan

日本語

秦 かおり ( 大阪大学大学院言語文化研究科 )

Kaori Hata (Graduate School of Language and Culture, Osaka University)

山崎 哲 ( 東京大学大学院学際情報学府 )

Satoru Yamazaki (Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The 
University of Tokyo)

高橋 侑里 ( 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 現代アジアクラスター )

Takahashi Yuri (Contemporary Asia cluster, Graduate School of Global Studies, 
Doshisha University)

 
岩崎 稔 （東京外国語大学 総合国際学研究院）

Minoru Iwasaki (Institute of Global Studies, Tokyo University of Foreign Studies)

Panellist 1: 

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

Panellist 1: 秦 かおり (Kaori Hata)

在英邦人のナラティブにみる異文化共生の可能性

本研究は在英邦人女性に半構造化インタビューを行い、日本で育った日本人が英国という異文化の中でど
のように生き抜き、いかにその社会の中で共生しているかを語用論的に、またマルチモーダルの観点から
分析したものである。2010 年から行われている本調査では、婚姻により英国ロンドンで暮らしている日
本人女性を対象とし（初年度 29 名、次年度からは追跡調査）、出産・育児体験、遠く離れた地で震災を
伝え聞いた経験などを聞き、そこに表出した、１）日本人調査者とのインタビューの場における日本人性
の再確立と日本語使用にみる日本文化の形跡、２）英国への適応と共生、３）日本社会への批判と日本に
おける異文化共生への懐疑を取り上げる。
　まず１）に関しては、Bamberg (1997) らの positioning 理論を援用し、語られる内容に表出する自
己と他者の立ち位置、それを語りの場としてのインタビュー空間における参与者間の相互作用、そしてそ
れらに現れるアイデンティティをみる。具体的には、日本と海外という地理的な境界線と心理的な境界線
の融合と乖離のプロセスを分析し、遠隔地にいながらも日本人性を保とうとする様子を浮かび上がらせた。
２）については、英国文化への違和感や否定的見解を新たな評価付け（evaluation）を行うことによって
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肯定的な見方に変換するプロセスを探り、今、所属する社会で適応し共生していくための、無意識的なあ
るいは意識的なストラテジーを示す。３）に関しては、（それが事実であれ「思い込み」であれ）彼女達
の言説の中で明確に示された、育児における日本の男女の社会規範及び規範意識と、それによって共生を
閉ざされたと感じた彼女達の言説を取り上げる。
　発表では、これらの点を実際のビデオデータを分析しながら提議したい。

Panellist 2: 山崎 哲 (Satoru Yamazaki)

誰が「中国残留日本人」を語るのか
     —社会・言語的マイノリティへのまなざしが交差する場所—

本報告は、なぜ「中国残留日本人」とは何者かがこれまで問われつづけてきたのかを明らかにすることで、
ホスト社会と社会・言語的マイノリティとの「共生」についての示唆を得ることを目的とする。
　「中国残留日本人」はそのニューズバリューの大きさからマスメディアによって存在が伝えられ、広く
認知されてきた。ほかにも、政府・国民・研究者らによって語られてきたが、その多くが「中国残留日本人」
とは何者かを問うものであった。それは「中国残留日本人」が自らを語る公の場所と言葉を持つことが困
難であったことが原因として大きい。自らを語ることの困難な「中国残留日本人」は、他者による存在の
代理表象を必要としたのである。その際に大きな論争となったのが、「中国残留日本人」とは日本人なのか、
中国人なのかという点だ。日本人として満州へ渡ったが、戦後、中国に「残留」した期間に生じた歴史的・
文化的な蓄積が日本人からの差異を多層的に発生させ、その結果帰国後、法的な日本国民でありながらも
日本社会に日本人として包摂されることが困難であったからだ。
　このような背景のもと、「中国残留日本人」がまなざされてきた場の力学とゆらぎを描き出すために、
主に新聞上に現れる言説の分析を行った。その結果、「中国残留日本人」が始め、日本人同胞であるため
に日本へ受け入れられながらも時間の経過に伴って “ 普通の日本人 ” ではない「日本人」として他者化さ
れていった変遷過程が浮かび上がってきた。また、多くの論者によって行われた「中国残留日本人」の存
在同定作業の試みも見て取れた。
　結果として、日本語という自らを語る言語資本を持たない、語られるマイノリティとしての「中国残留
日本人」は、彼ら / 彼女らを語る者らの多極的な視点と言語的権力によって議論の基盤が構築されずにそ
れぞれにまなざされ続け、「中国残留日本人」概念が拡散し続けたという関係のうねりの機制が確認された。

Panellist 3: 高橋 侑里

日系アメリカ人とは何者なのか？
     - アジア系アメリカ人シネマから問い始める -

この研究は、アジア系アメリカ人シネマをとおして、特に西海岸の日系アメリカ人を対象にし、 映画制作・
鑑賞する行為、コミュニティ活動、映画において想起された経験、そして歴史、経験の共有、場の共有の
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場としての映画祭に着目し、映画自身がもつ運動体的な側面から考察する。アジア系アメリカ人シネマは、
60 年代後半、イエローパワー・ムーヴメントの活動の一環として始まった。映画は、彼らによって、彼
ら自身の為に制作されているのである。映画制作、あるいは鑑賞する行為によって、彼ら自身の真正の姿
を目にし、 彼ら自身の経験を吟味し、自分たちが何者であるのか理解を深めたのである。
この研究の背景には、これまでの日系研究において、特に世代論にみられるような体系化された蓄積への
批判がある。特に 60 年代の公民権運動に触発されアジア系アメリカ人ムーヴメントを経験した三世は、
多文化主義の文脈のなかで “ 日系アメリカ人 ” として表象されることが前提とされるようになった。しか
しながら、ここで考えなければならないことは、この経験によって事態は収まってはいないことである。
加えて、酒井直樹氏が「日系人リドレス運動、平等の獲得が同化へのモーメントを持ってしまう側面があ
る。」と、指摘している。日系人であるということは、公民権や憲法の権利獲得がすぐさまこれまでの抑
圧された状態から全てにおいて解放された状態をもたらすことではない。
この研究において、映画を制作、上映、鑑賞する行為や、それに関わるコミュニティの活動をとおし
て、日系アメリカ人であるということ、すなわち国籍はアメリカであるが、内でも外でもないアンビヴァ
レントな位置から、別の可能性を見出だしたい。それは、アメリカ合衆国一員である、日系アメリカ人
であるという前提からの離脱の可能性を希求することを意味する。具体的には、映画監督、四世、Tad 
Nakamura が日系の経験を想起した作品において、モデル・マイノリティ言説の外側にある、本当の姿
を描き出したことなどが挙げられる。

Panellist 3: Yuri Takahashi

What is the Japanese Americans? ： 
      To begin with Asian American cinema

Through an Asian-American cinema, focusing on Japanese-Americans living in the West Coast in 
particular, this research examine the act of making and watching the films, community activism, 
the meaning of the remembered experience in the films, and I regard this as an interesting social 
phenomenon where the audience and the staff share in the history, the experience, and even the 
venue.
Influenced by social justice movements such as the Civil Rights movement and anti-Vietnam war 
movement in the United States, Asian American cinema was actively emerged in 1970’s. They, 
intending for them, produced the films by them. 
This research criticizes the previous studies on Japanese Americans that have examined by 
characterizing and generalizing the experience of the each generation.　
It also has defined Sansei (third-generation) those who got inspired by the Civil Rights movement, 
stood up for their right so-called Yellow Power movement as Japanese-Americans in the narrative of 
multiculturalism. Though civil rights and constitutional rights are protected, it doesn’t mean that the 
oppressed situation was completely improved. 
In this research, through the filmmaking, the act of sharing the experience on the screening and the 
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community activism, I explore the meaning of being Japanese Americans; though their nationality 
was the U.S.A, they become perfect Americans without hyphen. Their existent is still ambivalent. I 
will explore and describe the another possibility that they have. It means that it desires the possibility 
of the secession from a premise to be the Japanese-American who is United States of America 
member. For example, Los Angeles based filmmaker, forth-generation, Tad Nakamura expresses 
and portraits the very real experience of Japanese Americans and himself, which is outside of the 
model minority myth, in his documentary films. 

6/28
[SAT]

10:30
      -12:00 @ H-159

他者をいかにして理解するのか : 歴史学・翻訳 / 通訳・
作曲の現場からー 17 世紀イングランド・ボラ ンティア
翻訳・ドゥルーズの議論をそれぞれ手掛かりに
How do we interpret others? From the Fields of 
History, Translation/Interpretation, and Musical 
Composition; Thoughts from 17th Century 
England, Volunteer Translation, and Works by 
Deleuze

日本語

槙野 翔 ( 東京大学大学院人文社会学研究科 )

Sho Makino (The Institute of Humanities and Sociology, The University of Tokyo)

田中 心一郎 ( チェン・ヨシムラ法律事務所 )

Shinichiro Tanaka (Chen Yoshimura LLP)

今村 俊博 ( 東京芸術大学大学院美術研究科 )

Toshihiro Imamura (Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts)

Panellist 1: 

Panellist 2:

Panellist 3:

私たちの生きる世界とはひとつであろうか。日々、目にするメディアでの表象はわた したちの世界を矮
小化し、単一化させていっている。社会の多様性が叫ばれる一方、 「自己」を強烈に意識し「他者」への
不寛容をあからさまに現す状況も同時に進んで いるという、ある種矛盾した状況にあると言えよう。し
かし「自己」が存在しないと ころには「他者」は存在しえない。今回の発表では、自か他という閉塞的
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な二元論で はなく複数性を持った世界を考えるために、他者に対する認識のあり方を過去・現 在・未来
への実践を通して探っていく。具体的には、歴史学・翻訳・作曲の各現場で の他者への目線のありよう
を手掛かりに考えていきたい。
まず、歴史学からは 17 世紀イングランドにおける他者の認識の仕方という精神世界 について、アイル
ランド人を例にとり考察していく。表象は認識のあり方を規定する。 また表象はただ他者を記述してい
るわけではなく、実際的な暴力へと形を変える。こ の問題を出版物での表象を素材に考えていきたい。
次に、翻訳の場面では、機械翻訳や翻訳支援ソフトが普及する中、翻訳の現場は大きく変化している。イ
ンターネットを通して誰もが翻訳できる中、ボランティアとして翻訳する人のモチベーションは何だろう
か。言語や文化の異なる「他者」との交流が欠かせない今、その最前線に立つ翻訳者への理解は不可欠で
ある。最後に、作曲という観点からは、「他者を意識しない創作はあり得るのだろうか」という問いを提
示したい。「藝術」は他者を必要とする。時間の共有体験こそが音楽の本質であるならば、聴取者の意識
をどのように誘発するのだろうか。そのための方法論を過去の実践から参照し、さらに新たな可能性を考
察する。
　以上の多様なアプローチから、単一的な世界認識を相対化していきたい。

Is the world we live in singular? The daily representation of the world by the media is trivializing and 
flattening our perception of the world. While diversity is cherished in society, we are experiencing a 
paradox in which a strong consciousness of the “self” is also leading to intolerance toward “others.” 
However, if the “self” is inexistent, the “other” cannot exist. In this presentation, we would like to 
discuss the past, present and future of how we recognize others in a diverse world in an open 
manner going beyond a dualistic world of “self” and “other.” Specifically, we would like to discuss 
how people in history, translation and composition view others.
First, from history, we would discuss the mental world of how Irish people in 17th century England 
perceived others. Representation determines the way things are
perceived. And representation is not merely writing about others, but can translate into brutality. We 
would like to discuss this issue using representations found in publications. Second, we would like 
to look into the world of translation which has been transforming lately due to the spread of machine 
translation and computer assisted translation. In a world where anyone can translate, what motivates 
translators to work as volunteers? Today, we cannot live without communicating with “others” with 
different cultural backgrounds speaking different languages. In such times, understanding the minds 
of translators who stand in the forefront of intercultural communication is necessary. Lastly, we would 
like to ask whether we can have creativity without others in mind when composing a piece of music. 
“Art” needs others. If the true nature of music is the shared experience of time, how can we spur 
attention of others? We would discuss attempted methods of the past and seek new possibilities.
From the above mentioned approaches, we would like to relativize our otherwise unified perception 
of the world.
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6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-172

移動と翻訳
Travel and Translation

ベヴァリー・カレン ( 国際基督教大学 )

Beverley Curran (International Christian University)

Larissa Hjorth (RMIT University)

Panellist 1& 
Commentator: 

Panellist 2:
English

Panellist 1: ベヴァリー・カレン (Beverley Curran)

Convivial Comics!
Intersemiotic translation and multi-dimensional reading 

 In 1959, Roman Jakobson famously categorized translation as intralingual; interlingual; or 
intersemiotic, although translation has always bucked against the constraints of the three discrete 
classifications and their definitions. Paraphrase is still as aspect of intralingual translation, but there 
is also the translation that takes place among different Englishes, or the Japanese spoken in Osaka 
or Tohoku and, of course, among the language’s multiple writing systems. Interlingual translation, 
which Jakobson considered ‘translation proper’, and now viewed as ‘translation in a narrow sense’ 
(Spivak 2012: 243), may be complicated by code-switching and the strategic use of linguistic 
detritus in cultural productions of all kinds. Intersemiotic translation no longer positions the printed 
word as the departure text, and multiple translations in different media are ubiquitous. One of the 
most illuminating ways to approach understand the hybrid energies of intersemiotic translation and 
the multidimensional reading it entails is through graphic narratives, which set, as Hillary Chute has 
suggested, “visual language in motion with and against the verbal,” as well as the unspoken, and 
create ‘frictional’ representations of space, time, and movement through their panels and gutters. 
The performance of the complexities of translation, as well as how social anxiety is articulated 
through its restatement and circulation, are further foregrounded in works that embed the practice 
in their narrative and text-image-gutter interplay, such as the manga Death Note, written by Oba 
Tsugumi and drawn by Obata Takeshi; Marjane Satrapi’s Persepolis; Chester Brown’s Louis Riel; 
Art Spiegelman’s Maus; and Joe Sacco’s Palestine. This presentation looks at examples from these 
graphic works and how they promote, perform, and demand multidimensional reading. 
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Panellist 2: Larissa Hjorth

Co-present and Ambient Play: A case study of mobile gaming

From Tetris and Angry Birds to location-based service (LBS) multi-player games like Ingress, mobile 
gaming has changed dramatically in an age of smartphones. Site-specific mobile games can help 
to uncover psychological, playful and emotional dimensions of place. Moreover, with the rise in 
gamified LBS like Foursquare and China’s Jiepang, the unofficial role of camera phone practices 
becomes central. Camera phone practices highlight the need to understand everyday life as a series 
of movements across places, spaces and temporalities. Camera phone photo taking and sharing 
can be viewed as part of ambient play as well as intimate co-presence. Camera phone practices 
not only interweave play with sociality in creative ways but are also a key sense-making tool for 
understanding two key factors in mobile gaming beyond the casual: ambient play and intimate co-
presence. 
Ambient play contextualises the game within broader processes of sociality and embodied media 
practices, and is essential to the corporeality of play (Bayliss 2007; Dourish 2001) whereby play in, 
and outside, the game space reflects broader cultural nuances and phenomena. In this paper I will 
discuss these two key concepts—ambient play and intimate co-presence—informing contemporary 
mobile gaming and then discuss a site-specific mobile game (keitai mizu [mobile water]) made 
for a Tokyo post 3/11 tsunami and Fukushima disaster context. Keitai mizu renders players into 
investigators by using the camera phone and Twitter as part of the discovery process in uncovering 
the natural water streams under the urban cartographies.  
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6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-168

知識人の社会的実践の位相
      —1950年代を切り口として

日本語

秋山 道宏 ( 一橋大学 )

Michihiro Akiyama (Hitotsubashi University)

永山 聡子 ( 一橋大学 )

Satoko Nagayama (Hitotsubashi University)

那波 泰輔 ( 一橋大学 )

Taisuke Naba (Hitotsubashi University)

大井 赤亥 ( 東京大学大学院総合文化研究科 )

Akai Ohi (Graduate School of Arts and Science, The University of Tokyo)

Panellist 1 & 
Commentator: 

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

Panellist 1: 秋山 道宏 (Michihiro Akiyama)
Panellist 2: 永山 聡子 (Satoko Nagayama)
Panellist 3: 那波 泰輔 (Taisuke Naba)

知識人の社会的実践の位相—1950 年代を切り口として

戦後日本において、知識人による社会的実践や社会運動へのコミットメントはどのような位相において行
われてきたのだろうか。この問いかけが狙うのは、特定の知識人を対象にした知識人論的な問いかけでは
なく、「知識人と呼ばれる人びとがどのように社会と格闘してきたのか」という経験を汲みとることにある。
そのために、本セッションでは二つのアプローチをとる。一つは、1950 年代という時代への着目である。
ここ数年、戦後史の問い直し作業の必要性が語られている（『戦後日本スタディーズ』や『高度成長の時代』
など）が、1950 年代の経験から知識人の社会的実践を捉え直すことで新たな位相を浮かび上がらせるこ
とができるのではないか。もう一つのアプローチは、知識人の社会的実践を、戦前／戦後という断絶でな
く、「連続性」のなかで捉える視点である。
　歴史を語る際には、語る側の「いま」に向けた視点が投影される。では、3.11 前／後を経験したものは、
1950 年代の経験から何を汲みとることができるのか。ここでは、時代に内在した問いかけから、上記の
論点についても論議を深めたい。
　報告の流れは、まず、パネル・オーガナイザーから、1950 年代の時代状況も含め本パネルでの試みの
位置づけを行った上で、那波報告では、学生運動などで 1950 年代は 1960 年代にどう扱われたのかを
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焦点にあてる。1950 年代は「運動が失敗した時代」として 1960 年代には語られた。そうした評価を受
けるようになった過程を 1960 年代との関連から考察する。つづく永山報告では、その 1950 年代に学
生運動に身を投じ、知識人となり、その職を辞した後、再び運動の現場に身を置く人々を対象に、参与観
察とインタビューを用いて、主体としての運動の連続性と社会の要請としての連続性について分析・考察
を行う。最後に、秋山報告では、占領下の沖縄を対象に、大学という場をめぐる知識人と権力の問題を取
り上げる。戦後、焦土から出発した沖縄で、知を担う大学はどう希求されたのかを問う。

How has a commitment to social practice and movement by intellectuals been performed in any 
phase in postwar Japan? It is important for the purpose of this subject that a experience not of a 
subject of a certain intellectual but of how intellectuals who people have called have acted in a 
society is considered. The session approaches two subjects. The attention of 1950’s is the first factor 
to be considered; in recent years necessity of reconsideration of postwar history　is　demanded.
[Iwasaki(Eds.)(2009).postwar japan studies,Okado(Eds.)(2012).Revival and Takeoff.]A new phase 
is considered by reconstructing social practice of intellectuals from an experience of 1950’s. Not 
separation of prewar age and postwar age but the ‘continuity’ of those is the second factor to be 
considered. The viewpoint of the ‘present’ are reflected by a person talking about history. How 
is a social practice considered for a person experiencing pre3-11/post3-11 in any respect? It is 
also necessary for the above-mentioned point to be deeply discussed in the inherent question to 
1950’s. First of all, the presentation will define the attempt of the session including a situation of 
1950’s by the panel organizer; Naba’s presentation will focus on how 1950’s was talked about in 
a student movement etc. by 1960’s. 1950’s was defined as the age failing movements by 1960’s. 
This presentation will consider 1950’s of the process receiving such valuation from relation to 
1960’s; next. Nagayama’s presentation will consider continuity as a movement of self-direction and 
social demand by observing and interviewing people having been involved in a movement again 
who recently retired after they became intellectuals joining a student movement in 1950’s; finally, 
Akiyama’s presentation will study the subject of intellectuals and power of university in Okinawa 
under occupation. This presentation will consider how university symbolizing intellect is longing in 

postwar Okinawa starting from ashes.

Panellist 4: 大井 赤亥 (Akai Ohi)

日高六郎論―マルクス主義・「近代」・新左翼をめぐって

日高六郎は、1917 年に中華民国の青島に生まれ、戦後は東大新聞研教授として草創期の日本社会学の成
立に寄与するとともに、60 年安保以降は論壇にて積極的に言論活動を行い、1968 年の東大辞職後は主
として在野の立場から戦後思想について発言を行ってきた社会学者、評論家である。
半世紀以上にわたる日高の言論活動は、戦後日本における三つの思想潮流に密接に関連している。第一に
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マルクス主義であり、1920 年代後半に青年期を送った日高は、大正期の知識層を席巻したマルクス主義
の知的洗礼を受けた最後の世代であった。マルクス主義の発想は、その後の日高の社会学に一貫して影響

を与えてきたといえる。
第二にいわゆる「近代主義」であり、日本における「近代」の位置づけは日高の中心的な関心の一つであっ
た。この点において日高は、荒正人、丸山真男、加藤周一らと問題意識を共有しており、日高自身、戦後
の論壇において「近代主義者」の一人として認識されてきた。
第三に新左翼運動であり、1968 年の東大辞職後の日高は、「市民」、「近代合理主義」といったシンボル
からの微妙な距離感を示しつつ、水俣、沖縄、植民地主義、部落差別など新左翼運動を契機として意識化
された個別具体的な問題へ積極的に関わっていくことになる。
戦後日本の運動を規定したこれら三つの思潮において、日高はいずれに対しても実存的関与と内在的違和
感との双方を示してきた、いわば「ジレンマの人」であった。同時に日高は、これら三つの思潮の最良の
部分を掬い取り、その相互発展的可能性を模索し続けた、「架橋の人」でもあったといえる。
本報告は、マルクス主義、「近代主義」、新左翼という三つの思潮を通して日高六郎の思想変遷を考察しな
がら、今なお日本の思想と運動の深部を規定していると思われるこれら三つの思潮における、学問上およ
び運動上の相互発展のための現代的示唆を提示したい。

Rokuro Hidaka (1917 - ) is a sociologist and critic who had contributed to the nascent Japanese 
academic sociology and has discussed many contemporary issues since the ANPO movement in 
1960. The aim of this presentation is to focus on his commitment to Marxism, “Modernity”, and the 
New Left movement in the post-war Japan, and emphasize the unique position Hidaka occupies 
among these three dominant political currents.
Firstly, Hidaka belongs to the last generation who underwent the strong intellectual influence of 
Marxism in Taisho era (1912 - 1926), and Marxian method has left a lifelong impact to his sociology. 
Secondly, “Modernity” in Japan was also Hidaka’s consistent theme, and he has been widely 
regarded as “Modernist” along with Masao Maruyama or Shuichi Kato. Thirdly, Hidaka has shown 
a deep understanding to the New Left movement since 1968, and a made personal commitment to 
“the new social movement” in the post-war Japan such as Minamata, Okinawa, colonialism, and the 
movement against many forms of discrimination.
Among these three academic and political currents, Hidaka has always stood somewhere “between”, 
and showed both serious commitment and “sense of discomfort”. This presentation regards him 
as a “bridging person” among these three currents, and tries to rethink the best parts of Marxism, 
“Modernism” and the New Left in the post-war Japan through Hidaka’s writings.
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[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-167

前略 道の上から
On the Street

Dragana Tintor (Graduate School of Intercultural Studies, Kobe University)

Nataliya Malikova (Graduate school of Sociology, Hitotsubashi University)

黄 柏瀧 ( 神戸大学大学院国際文化学研究科 )

Alexandre Po-lung Huang (Graduate School of Intercultural Studies, Kobe 
University)

成実弘至 ( 京都女子大学 )
Hiroshi Narumi (Kyoto Women's University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

Panellist 1: Dragana Tintor

Parkour and the changing perception of public space

Parkour is a physical discipline consisted of series of body techniques such as running, jumping, 
climbing, balancing, and by performing and controlling these movements overcoming obstacles in 
an efficient and rapid manner. Practitioners of parkour are called traceurs, and their goal is smooth 
movement through urban surroundings. The skill challenges individual into using their body as a 
vessel, that then can, if trained and prepared, fit the surroundings to their own demands. But from 
a pure form of physical expression it evolved into a youth subculture that started changing `rules of 
the city`, challenging conventional ways of movement through it, and changing assigned meanings 
to the public spaces and cities’ architecture. Parkour and its philosophy offer a revealing medium 
for exploring the relationship between the urban environment and the human body in mundane 
situations. Examining spatiality through this paper, I use an example of parkour for rethinking urban 
spaces, city`s architecture and how people can change, deconstruct, transform and produce it 
using only body and movement. In addition, it introduces the idea of re-appropriation of public 
space, marking parkour with its subversive element as a counterculture in a conflict between the free 
public space consumption and the restricted, privatized and commercialized public areas.
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Panellist 2: Nataliya Malikova

Ideologies of Youth Social Movements in Japan:
              youth movements in search of the alternative lifestyles

The New Social Movements of Japanese youth are distinguished by a number of typical 
characteristics. These include an adherence to do-it-yourself principles, and involvement with a 
movement without associating oneself with a pre-determined political ideology or a party, instead 
participants rather create their own original ideologies to use as a guide for their actions. The core 
of these ideologies is very often associated with the desire for a simpler way of life and the necessity 
to downsize lifestyles, often expressed as the dissatisfaction with modern values, consumerism, 
capitalism and the so called “salaryman” lifestyle. The object of their diverse activities, which include 
street markets, art events, and musical performances, is the strengthening of the community and 
the reconnection of people. The research is based on large quantity of case studies grouped by 
regions, which demonstrate the difference in the ideologies of the movements and the means used 
for achieving their realization.

Panellist 3: 黄 柏瀧 (Alexandre Po-lung Huang)

Marxism on Campus: A Street Dance Club Case Study

According to Terry Eagleton’s Marxism and Literary Criticism (1976), Marx’s concept of 
“consciousness does not determine life; life determines consciousness” was meant to inspire 
workers to engage actively—namely to be an active “agent”—for pushing social changes at his time. 
This paper will explain how Marx’s concept of “agent” can be applied to the reformation of dance 
culture, especially in a street dance club on campus today.
As a subculture originated in the USA, street dance was brought into Taiwan by L.A. Boyz—a 
Taiwanese American pop group—in 1992. With the promotion of mass media, street dance turned 
out to be a popular culture within Taiwan nowadays. For examples, the government holds street 
dance contests, schools allow student clubs to dance on campus, and the youth in Taiwan gather in 
public spaces such as parks to practice the skills. However, such seemingly convivial street dance 
culture has its domestic inner problems. The dancing distribution is unfair in southern Taiwan for that 
the good teachers of every sort of dance styles, dancers and choreographers are from or move to 
the capital Taipei in the north. Such problem makes the dance clubs from southern Taiwan appear 
less active in the street dance events. From the southern Taiwan, the Hiphop Dance Club (HDC) 
on the campus of NUK was facing the problem of uneven dancing distribution within Taiwan and 
related inner club operation troubles. This paper will analyze these issues, and try to seek possible 
solutions. The paper’s main concern is about how to turn over the existing Superstructure of HDC, 
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and to encourage the club members to ‘speak out’ for their dissatisfactions toward the club and to 
solve the problem together. In the conclusion, this paper will propose what a street dancer—being 

an active “agent”—should do besides dancing.

6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-157

豚・パイン・高良倉吉
           ー沖縄研究で論じられてきたこと

日本語

安里 陽子 ( 同志社大学大学院 )

Yoko Asato (Doshisha University)

比嘉 理麻 ( 日本学術振興会特別研究員 )

Rima Higa (Japan Society for the Promotion of Science)

古波 藏契 ( 同志社大学大学院 )

Kei Kohagura (Doshisha University)

冨山 一郎 ( 同志社大学大学院 )

Ichiro Tomiyama (Doshisha University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator: 

本パネルでは、沖縄の豚・パイン・高良倉吉という一見つながりのない対象を結びつけることで、沖縄が
もつ新たな問題設定の可能性について議論する。
　比嘉理麻は、豚をめぐる相反するふたつの運動に注目する。近年、沖縄では在来豚アグーの復興運動が
起きる一方で、その裏では豚が悪臭問題化され、養豚場の排斥運動が展開している。本報告では、沖縄の
人びとと豚が辿った歴史を辿り、豚という同一のものに対する矛盾した態度を分析する。
　安里陽子は、米軍占領期の沖縄におけるパイン産業にまつわる人の移動と資本の動きに着目し、石垣島
を中心に考察する。台湾人労働者や他の沖縄の島々からの移住者、戦前期からの海外移民とのつながりな
ど重層的な人の移動と経済政策により到来したパインブームに、移動の記憶や植民地期の経験などを通し
て複数の主体が浮かび上がる契機を見出し議論する。
　古波藏契は、在沖米軍基地容認、歴史修正主義的性格において特徴づけられた 2000 年の「沖縄イニシ
アティブ論争」の前後に、琉球王国史の分野を切り開いた歴史家から保守政治家へと「転向」を遂げたと
見なされている高良倉吉の思想を、70 年代にまで遡り検討する。
　以上の 3 つの事例を通して、沖縄の文化、歴史、政治を論じる際に、すぐさま想定されるような枠組み
や問題設定を問い直す。
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6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-202

都市から遠く離れて : じぇじぇじぇの隣村
から復興などいろいろ考える
Far From City

日本語

廣内 鉄也 ( 野田村役場 )

Tetsuya Hironai (Noda Village Office)

李 フシン ( 京都大学大学院 情報学研究科 )

Fu-Hsing Lee (Japan Society for the Promotion of Science)

田島 悠来 ( 同志社大学 創造経済研究センター )

Yuki Tajima (Center for Study of the Creative Economy, Doshisha University)

有元 健 ( 国際基督教大学 )

Takeshi Arimoto (International Christian University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator: 

Panellist 1: 廣内 鉄也

都市から遠く離れて：じぇじぇじぇの隣村から復興などいろいろ考える

2011 年の東日本大震災は日本社会の「中心／周縁」構造を様々なレベルで浮き彫りにした。そして震災
から 3 年経ち、まだ復興の途上にある東北の村々をしり目に、都市に住む人々の心の傷は癒えきってしまっ
たかに見える。本パネルでは、NHK の朝ドラ「あまちゃん」の舞台となった岩手県久慈市に隣接する野
田村の事例から、震災、復興、地方、文化、メディアなど、普段東京をはじめとする都市ではなかなか考
えないようなことを、会場の皆さんを交えて考え、対話していく。
野田村は人口 5000 人弱の三陸海岸に臨む村落で、3.11 の津波被害の最北端の場所でもある。村の１／
４ほどの世帯が津波の被害を受け、現在も仮設住宅で暮らしている村民がいる。この小規模な村の復興は
どのように進んだのか、またそこではどのような課題があった／現在もあるのか？また「震災」という出
来事は、この村にとってどのような意味を持つものなのか。単にそれは限界集落に追い打ちをかけた悲劇
なのか、それともそこから何かを生み出すことができるのか？そして不意に訪れたメディアの脚光は、こ
の村にどのような影響を与えたのか。
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本パネルでは、野田村役場産業振興課の廣内鉄也氏をゲストに迎え、野田村の過去、現在、未来を考えて
いく。都市のことばっかり言ってる人たち、括目せよ！！
あ、でも楽しくやります。

Panellist 1: Tetsuya Hironai

Far From City: Thinking about reconstruction and other issues 
from a rural village

This panel considers reconstruction from 3.11 disaster and other things from the view of a “rural 
village” in Iwate prefecture. The disaster unveiled the hidden structure of “center and peripheral” in 
Japan in various aspects. People living in urban areas, however, seem to begin to forget this power 
relation. This panel focuses on a rural village in Iwate, Noda Village, which was the northernmost 
part suffering the damage from Tunami, and recently attracted public attention through a TV drama, 
“Amachan,” produced by NHK. Having a public officer who has been in charge of promoting 
products of Noda Village, this panel considers on what is “reconstruction” like, and what kind of 
future rural areas such as Noda Village could have, having dialogue with audience.

Panellist 2: 李 フシン

東日本大震災の復興過程における危機と契機 - 茨城県大洗町を例に

東日本大震災において、地震、津波、原発事故、さらに風評被害を加えた複合災害の苦しみを受けている
被災地は少なくない。特に、福島原発事故の影響は大きく、災害からの復興をより難しくしている。被災
地にとって、これらの「予想外」の複合災害は、どのような問題があるのか、どのように立ち向かうのか、
そしてどのような意義があるのかを考察していきたい。
本発表は海水浴客、宿泊客、魚の出荷量の激減など、原発事故、風評被害に悩まされてきた地域の 1 つで
ある茨城県東茨城郡大洗町を中心に、フィールドワークの成果を報告する。
現在、大洗町におけるアニメ『ガールズ＆パンツァー』（略称：ガルパン）による一連の取り組みは全国
からの注目を集めている。同アニメは 2012 年 10 月から同年の 12 月までと 2013 年 3 月に、テレビ放
映されていたアニメ番組である。大洗町を舞台にし、女子高生が戦車に乗って競技するファンタジーであ
る。テレビで放映されて以来、国内外のファンが「聖地巡礼」のため大洗町を訪問している。「聖地巡礼」
とは、アニメのファンが、アニメに登場した実際の場所を訪れることを意味している。ファンの到来を受
けて、大洗町の商店街や宿泊業者が積極的にアニメを活用した取り組みを行っていた。例えば関連グッズ
の販売、アニメ人形パネルの設置、イベントの開催などが行われていた。このような現象は、大洗町の商
店街、宿泊業者に大きな経済効果をもたらした。そして、原発事故の影響で一時期は来訪者が激減してい
た大洗町が活気づいてきたことで、震災以前にはまちづくりに悩まされていた大洗町の発展の契機となっ
ている。しかし、このアニメコンテンツに対して、受け入れていない住民の反発の声も現れている。さら
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に、アニメによるまちおこしは長く続かないという心配の声が増えている。
このようにして、本発表は大洗町の震災復興過程の中で、放射能危機とアニメまちおこしの契機を立ち向
かう際に、それぞれの矛盾や葛藤を整理していくことにより、新たな復興の道のりを示したい。

Panellist 2: Fu-Hsing Lee

Risk and Turning Point of Disaster Recovery Process in the 
2011 Tohoku Earthquake: Case of Oarai Town, Ibaraki

After the 2011 Tohoku earthquake, the catastrophic failure at Fukushima nuclear planet caused 
more difficult problems for industrial recovery in devastated areas in Japan than before.  This study 
was aimed to take one of the devastated areas, Oarai Town in Ibaraki, to find out what and how 
conflicts arised and affected the recovery process, how the residents overcame the nuclear crisis 
and created a turning point to develop a new way to their next step.  
Oarai Town has become a stage of a Japanese animation ”Girls und Panzer” (2012 Oct~2013 Mar). 
Many fans of the animation are attracted to visit Oarai and as a result, the economic recovery is 
promoted. People in Oarai have held animation events, set the character panels on the street, and 
sold souvenirs of characters since 2012. This is a turning point of the town and is considered as a 
new way to overcome the nuclear crisis. However, some residents in Oarai were against this way 
due to the image and contents of the animation and they considered that they could not rely on the 
boom of animation for a long term recovery. Base on those conflicts, this presentation is going to 
show a new recovery way for the disaster devastated areas which suffered nuclear crisis too. 

Panellist 3: 田島 悠来

「アイドルツーリズム」としての地域活性化の可能性

近年、日本のポピュラーカルチャーの中で国内外を問わず注目を集めているのは「アイドル」というメディ
ア現象である。同時に、アイドル文化にまつわるメディアコンテンツも製作されている。2013 年 4 月か
ら 9 月まで放送していた NHK 朝の連続テレビ小説『あまちゃん』はその一つに数えられる。「アイドル」
になることを夢みて故郷の岩手県北三陸市（市は架空のものであり、舞台になっているのは久慈市）から
上京する主人公を通して、地域住民や世代を超えた人々の交流が描き出されており、これは元来アイドル
文化の持つ「地域性」という物語と重なるものである。また、ドラマが人気を獲得したことで舞台となっ
た久慈市の旅行者が増加し、経済的な効果を得るという「コンテンツツーリズム」としての側面を呈して
いる。

「コンテンツツーリズム」とは、「地域に「コンテンツを通して醸成された地域固有の雰囲気・イメージ」
としての「物語性」「テーマ性」を付加し、その物語性を観光資源として活用すること」であり、国家レ
ベルでコンテンツツーリズムへの注目度が高まる中、「フィルムツーリズム」「アニメツーリズム」と、そ
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れを活用するコンテンツ分野は映画・アニメ等多岐にわたってきている。特に「アニメツーリズム」は「聖
地巡礼」とも呼ばれ多くの研究蓄積が見られるとともに、「聖地巡礼」により多くの旅行者を獲得して活
性化を成し遂げた地域も数多い。
そこで、本発表では、ドラマ『あまちゃん』を、アイドル文化の軸となる物語性を継承する作品であると
ともに、それによってコンテンツツーリズムを発展させている一例として掲げ、その成り立ち・背景と実
際の旅行行動、旅行者（ファン）と地域住民との関わり方を探ることを通じて、「アイドルツーリズム」
により地域活性化を推進する可能性について検討したい。

Panellist 3: Yuki Tajima

The possibility of idol tourism as a regional revitalization

Recently, one of the most common popular culture in Japanese media is idol phenomenon, which 
attracts attention to not only in Japan, but also over the sea. Simultaneously, a number of media 
works are concerned with idol culture. For example, Amachan (2013)which is the 88th early morning 
television series on NHK in Japan has gained popularity. This drama depicts a heroine who lives in 
Kitasanriku-shi Iwate-ken(its background is Kuji-shi) and goes to Tokyo to be an idol. This drama 
also focuses on the heroine’s family and regional relationships. This narrative of ‘locality’ through 
Amachan is the archetype of idol culture in Japan. Further, success of this drama has brought about 
positive economic effects to Kuji. 
Similarly, fans are often interested in the content of the works, and visit their original production site. 
Several studies have addressed tourism based around movie, animation, and so on is growing and 
recognized this situation as ‘contents tourism’, especially referred to animation as ‘pilgrimages to 
sacred places’. In consequence, Amachan is regarded as one case of contents tourism.
Accordingly, this presentation explores the interaction between tourists(fans) and local residents, 
furthermore discusses the possibility of idol tourism for regional regeneration.
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6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-252

逸脱した身体からみる ’convivial ’ の
（不）可能性−可動性 / 可視性 / 日常性

(Im)possibility of ‘convivial’ through 
the deviant body - Mobility, Visibility, 
and Normality  

日本語

佐々木 薫 ( 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科アメリカ研究クラスター )

Kaoru Sasaki (American Studies Cluster, Graduate School of Global Studies, Doshisha 
University)

塙 幸枝 ( 国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス研究科 )

Yukie Ban (Graduate School of Arts and Sciences, International Christian University)

堀 真悟 ( 早稲田大学大学院文学研究科社会学コース )

Shingo Hori (Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Sociology Course, Waseda 
University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

「差異／他者と共に生きる」。その共生可能性を診断する主体は一体何ものなのかを立ち止まって考えたい。
共生を描いていくなかでいつしか、差異化された他者をまなざす視線への転化がおこってはいないだろう
か。であれば、このまなざしが誰をどのように称揚して／見棄てていくのかを問うことは喫緊の課題であ
る。本パネルはこうした問題意識のもと、表象作品分析を通じて可動性／可視性／日常性概念の批判的(再)
検討を試みるものである。
佐々木薫は、写真・インタビュー集『Tokyo BOIS!』での「女の男らしさ」の表象から、いかに「ボーイッ
シュ」なものが流動的なものとして描き出され、引用、遺棄されているかを読み解いていく。ジェンダー
交錯的身体の流動性の称揚と、異性愛規範による寛容な取り込みへの批判的視座を、男っぽい女性の身体
性から考察していく。塙幸枝は、「ポジティブ・エクスポージャー」の活動を初めとした現代の「障害者」
表象を取り上げ、現代社会が要請する「“ ユニーク ” で “ 普通 ” な身体」の意味を探っていく。とくに写
真というメディウムの特性に着目しながら、Ｄ・アーバスの作品などにも言及しつつ、「異形」とされて
きた人々の身体イメージの変遷を考察する。堀真悟は、映画『サイタマノラッパー 2』を取り上げ、日常
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生活への権力の遍在性を論じる。家父長制的な郊外空間での日常生活にあって、そこからの解放を目指す
女子ラッパーのクレイム申し立ては男たちの「見せ物」へと仕立て上げられてしまう。こうした日常生活
の自明性と差別性の合間でなお彼女たちが生存可能性を確保しうる契機はあるのかを探っていく。
本発表で明らかになるのは、差異の越境や攪乱、抵抗が権力の既存の布置を再強化してしまうという危険
な逆説であろう。そのうえでなお convivial を構想することは、可能なのだろうか。フロアとともに考え
たい。

While thinking about the conviviality, how to live with differences/others, we might have a gaze 
to differentiate others. Questioning whom such gaze represents and also abandons is an urgent 
issue. This panel will critically review conceptions of mobility, visibility, and normality through the 
representative analyses.

6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-253

雑誌『ラスバルカス』−「世界」と「沖縄」
を横断するアートと批評
The Las Barcas Journal: Arts and 
Criticisms across the World and Okinawa

日本語

仲宗根 香織 (『ラスバルカス』主宰、写真家 )

Kaori Nakasone (Founding editor-in-chief of Las Barcas and Photographer)

山城 知佳子 (『ラスバルカス』編集人、現代美術家、映像・映画作家 )

Chikako Yamashiro (Editor of Las Barcas, contemporary artist, filmmaker)

根間 智子 (『ラスバルカス』編集人、現代美術家 )

Satoko Nema (Editor of Las Barcas, contemporary artist)

阪田 清子 (『ラスバルカス』編集人、現代美術家 )

Kiyoko Sakata (Editor of Las Barcas, contemporary artist)

新城 郁夫 ( 琉球大学 )

Ikuo Shinjo (University of the Ryukyus)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

Panellist 5:
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井上間 従文 ( 一橋大学 )

Mayumo Inoue (Hitotsubashi University)

親川 哲（『ラスバルカス』編集人、批評家）

Tetsu Oyakawa (Editor of Las Barcas, critic)

砂川 敦志（映画監督）

Atsushi Sunagawa (Film-maker)

濱 治佳（山形国際ドキュメンタリー映画祭プログラマー）

Haruka Hama (Programmer, Yamagata International Documentary Film Festival)

岡田 有美子（キュレーター）

Yumiko Okada (Independent Curator)

Panellist 6:

Panellist 7:

Panellist 8:

Panellist 9:

Panellist 10:

雑誌『ラスバルカス』は 2011 年 6 月に創刊された。そしてスペイン語で「小舟たち」を意味するその
名のとおり、沖縄を中心に活動をするアーティスト、キュレーター、批評家、小説家などをゆるやかに繋
ぎながら、批評、文学、アート作品などを自由に発表できる場を作り出してきた。これまでに刊行された『Las 
Barcas1』と『Las Barcas2』の二冊では写真、現代アート、短編小説、対談、批評、往復書簡など多様
なジャンルとフォームを横断する作品を連ねることで、力強く、丁寧に言葉のアートの旅をする試みを続
けて来た。
このセッションでは、編集メンバーである現代美術家・写真家の山城知佳子、阪田清子、根間智子、仲宗
根香織らの作品をスライドを通して紹介しながら、それぞれのアーティストがどのような関心や状況の中
からその表現を模索し、また既存のイメージや言葉にはまることのないイメージ、記憶、風景、身体など
を描こうとして来たかについて視覚と言葉を介して考えてみたい。
後半では、新城郁夫、岡田有美子、濱治佳、井上間従文、親川哲、砂川敦を加えて、『ラスバルカス』に
おける新しいイメージと批評の探求が、既存のジェンダーや権力をめぐる言葉からどのように逸脱し、そ
れらの言葉からこぼれ落ちてしまう生や感性のあり方を拾い集めてようとして来たのかなどについても、
言葉を交わしたい。

Las Barcas, a journal for arts and criticism, published its first issue in June, 2011. With its title 
denoting “small boats” in Spanish, Las Barcas exists as a loose collective of artists, photographers, 
curators, and critics based mainly in Okinawa and has served as a space in which they can publish 
new types of visual image and critical thought.
 This panel will gather the journal’s founding editors and contemporary artists Chikako 
Yamashiro, Kiyoko Sakata, Satoko Nema, and Kaori Nakasone as they introduce their own works 
through slide presentations and discuss their various explorations of image, memory, landscape, 
and body that do not comply with the stereotypical or hegemonic ideas circulating in contemporary 
culture.   
 The panel’s latter half will bring together other members of Las Barcas collective who 
work as curators, critics, and filmmaker: Ikuo Shinjo, Yumiko Okada, Haruka Hama, Mayumo Inoue, 
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Tetsu Oyakawa, and Atsushi Sunagawa.  Together, they will discuss the ways in which Las Barcas 
has pursued the types of images and concepts that critically resist and exceed the currently 
available grids of gender and power and speak about how this journal has paid attention to lives and 
sensibilities that are usually overlooked by such epistemes.

6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-205

Being Convivial: Resilience and the 
Difference of the Woman’s Body

日本語
English

Barbara Hartley (University of Tasmania)

Rio Otomo (Japan Institute of the Moving Image, Kanagawa)

Eiko Osaka (Surugadai University)

Carol Hayes (The Australian National University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

In the modern era, the body of the woman is often the object of violence enacted by the male 
struggling to construct a viable identity in the global context. Japanese cinema is replete with 
representations of this violence expressed in physical and other more oblique forms. Nevertheless, in 
the face of exclusionary obstacles which, even in the twenty-first century, see Japanese women rate 
extraordinarily poorly in global gender gap rankings, women in Japan embrace their communities 
and continue to nurture and undertake the unpaid labour of carework that sustains society and 
maintains the convivial.
This panel features four presentations that profile the body of the woman, the social mistreatment of 
that body and the manner in which women nonetheless play a critical role in maintaining community 
bonds. Barbara Hartley examines the women who feature in Mizoguchi Kenji’s final cinematic 
production, Akasen chitai (1956, Streets of Shame), and how these women who sell their bodies to 
survive create a culture of solidarity that defies the social stigma that accrues to them. Rio Otomo 
probes the representation of women in Imai Tadashi’s 1964 film version of Mizukami Tsutomu’s 1963 
novel, Echigo Tsutsuishi, Oyashirazu. Eiko Osaka investigates the depiction in Ninagawa Mika’s 
2012 production, Herutaa Sukerutaa (Helter Skelter), of the way in which pressures placed on 
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fashion models leads young woman of exceptional beauty to judge their bodies as lacking and to 
therefore subject themselves to the unscrupulous practices of the cosmetic surgery industry. Carol 
Hayes engages with Dazai Osamu’s dismissive attitude to his wife, mistresses and love suicide 
partners as depicted in the film versions of this writer’s texts. While the filmic texts discussed often 
adopt the male gaze to sensationally represent violent acts, this panel will profile the resilience of the 
women depicted and their refusal to accept victim status regardless of ordeals they might endure.

6/28
[SAT]

13:00
      -15:00 @ H-203

闘う百姓、逃げる一揆、追われる
　　 （半）武士 ～ 叛乱地域としての多摩Ⅱ
Radical Peasants, Run-away up-risers 
and Persecuted half-samurais: Tama as 
an riot region II

日本語

高原 太一 ( 東京外国語大学 )

Tai’chi Takahara (Tokyo University of Foreign Studies)

山本 敦久 ( 成城大学 )

Atsuhisa Yamamoto (Seijo University)

小笠原 博毅 （神戸大学）

Hiroki Ogasawara (Kobe University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

昨年に引き続き、幕末から現代にかけての多摩地域を舞台に、武士でも農民でもない、ということは武士
でも農民でもあった、ラディカルな連中に焦点を当ててその「地域史」を再構築し、それがそもそも「地
域」に留まるものではなく、今風の言葉で言えばすでにグローバルな「叛乱」の一部であるということを
考えてみる。
高原は、砂川の農民が参加した２つのたたかい：「武州世直し一揆」と「砂川闘争」の考察から、戦い／
闘いを支えた「農民の身体性」と「暴力」を明らかにする。



54

山本は、「闘う百姓」の子息たちが幕末においては「武士」となり、時代が変わることによって再び農民
もしくは平民として離散していく様を描き出す。
小笠原は、もともと甲斐の武田の家臣団を基盤として成立した八王子千人同心が、江戸末期の甲州一揆を
取り締まる側に回った時の葛藤を歴史記述から導き出す。
江戸幕藩体制下で、いわゆる「半農半武」という生業自体は、太閤検地以降武士と農民の区分がはっきり
していた西日本の一部を除いてはそれほど珍しくはなかったと思われる。しかし、その中途半端さゆえか、
珍しくはない生業の存在がとても奇異に聞こえるような、そういう歴史教育と歴史記述がなされてきたの
ではないか？
この点を問い直す方向に議論が進めばよいと考えている。

Following our last year’s tentative attempt, we explore once again radical population in Tama area, 
who were half-peasant, half-worrier at the emergency. We want to argue that their radical sociality 
goes beyond the focus of the area and reached at what could be a part of  the global radicalism.
Takahara explores the peasant’s bodily hexis and the violence with reference to two uprisings that 
were committed by people in Sunagawa; Bushu-yonaosi-ikki and Sunagawa-toso. 
Yamamoto introduces us to the aftermath of sons and grandsons of radical peasants through the 
age of Maiji-restoration. Their social status was crudely transformed from half-peasant to samurai 
to once again peasant or citizen’. His interest is with the way that they were dispersed by the Maiji 
government once their role was over.
Ogasawara’s concern is with Hachiouji-sen’nindoshin, whose origin was traced back to Takeda clan 
who used to control over Yamanashi area. Once the uprising in the area took place, Sen’nindoshi 
confronted to a dilemma that they had to police those who shared history with the clan.
Our provisional conclusion would be that although the existence of half-peasant, half-samurai class 
wasn’t unusual except a part of Western Japan where class strata was rigorously designed since 
Taikokenchi, we have been taught in history class that social class and hierarchy was so rigid that 
transgression was almost impossible. Let us over turn this thesis. Well, for a while.
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-172

境界をぼかす 
Blurring Boundaries

Shu Min Yuen (University of Melbourne)

渡辺 紀子 ( 京都大学人文科学研究所 )

Noriko Watanabe (Institute for Research in Humanities, Kyoto University)

鈴木 慎一郎
Shinichiro Suzuki

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:

Panellist 1: Shu Min Yuen

“ 多様な性を生きている ”
　　　　　—Sexual ‘diversity’ in contemporary Japan 

‘Sei no tayōsei’ or sexual diversity is now becoming a familiar term in contemporary Japan. In the last 
decade or so, the discourse of sexual diversity has not only gained currency within LGBT narratives, 
but has also been addressed in the mainstream media as well as incorporated as a theme in 
sex education in some high schools in Japan. The increasing representations and socio-legal 
recognition of non-normative genders and sexualities may easily create an illusion of Japan as an 
‘open’/‘liberal’ or inclusive society that embraces persons who do not fall into the traditional gender 
economy, especially when there has been no explicit oppression of sexual minorities by the state 
or religious institutions. Through an analysis of how notions of sexual diversity, especially in relation 
to transpeople, have been articulated in both mainstream and LGBT narratives, this paper argues 
that that instead of a ‘real’ recognition of differences, diverse forms of sexualities have actually been 
controlled and regulated in the name of human rights and co-existence.

日本語
English
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Panellist 2: 渡辺 紀子

境界の曖昧化と真正性をめぐる議論
   ―2 つのゲイシャのメモワールをめぐって

20 世紀末から英語圏を中心に memoirs という文学ジャンルが興隆し、西洋にとって「他者」の女性た
ちがディアスポラで声を得るようになった。この潮流の中、1997 年に刊行された Arthur Golden によ
る Memoirs of a Geisha（邦題『さゆり』）は、アメリカに移住した元ゲイシャのメモワールとして書か
れ、世界的大ベストセラーとなった。西洋人男性ながらゲイシャの一人称の語りを通して第二次世界大戦
前後の京都を舞台に、今や「消えゆく」花柳界を「リアルに」描写したとされ、Golden の国境、「人種」、
エスニシティ、ジェンダーを越境する能力が高く評価された。一方、このメモワールを日本語で読んだ
Golden のインフォーマントは Golden に対して法的訴訟を起こし、自らのメモワールを出版した。この
ことは、英語圏を中心に元芸妓の「異議申し立て」としてメディアに大きく取り上げられた。これら 2 つ
のゲイシャのメモワールを中心にゲイシャブームが起こり、日本経済の停滞期における「女性的」「伝統的」
な側面の日本文化の再発見と可視化を促した。
　本発表では、この事例を通して「他者」の女性の私的な記憶にもとづく作品が国境、文化、ジャンルな
どさまざまな境界を越えてどのように生産・受容されたのか考察する。とりわけ、ジャンルなどの境界の
曖昧化に注目しながら、その過程で表象と真正性の問題がどのように現れたのか見ていく。そして文化批
評および民族誌における「他者」表象をめぐる議論およびオリエンタリスト的な日本女性の表象の系譜に
位置づけながらその連続性と変化について、そして「他者」の女性が自らの記憶を引き出して自己表象す
ることの可能性と限界についても触れたい。

Panellist 2: Noriko Watanabe

Blurred Genre, Contested Authenticity:
    On Two Memoirs of a Geisha

The last two decades have witnessed a bourgeoning trend of memoir genre in and beyond the 
Anglophone world, where ‘other’ women of often gain a voice in diaspora. At the midst of the memoir 
boom, Arthur Golden’s Memoirs of a Geisha has enjoyed a phenomenal success across the world. 
Golden has been praised for capturing the ‘vanishing’ world’ through the eyes and voice of the 
insider. On the other hand, his informant has actively challenged him in terms of a lawsuit action 
and publication of her own memoirs, which enjoyed media coverage in the Anglophone world and 
beyond. These two memoirs have served to re-present ‘traditional’ and ‘feminine’ aspects of Japan 
at a time of its long-term economic recession. 
     This paper will explore in detail the processes of the production, adaptation and reception of 
women’s personal memories across boundaries of nation, genre and culture. In doing so, it will 
particularly look at the ways in which authenticity has mattered in the processes alongside blurred 

genres and boundaries. 
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-168

多文化共生と「交錯」概念の可能性

日本語

川端 浩平 ( 関西学院大学 )

Kohei Kawabata (Kwansei Gakuin University)

田中 東子 ( 十文字学園女子大学 )

Toko Tanaka (Jumonji University)

山本 敦久 （成城大学）

Atsuhisa Yamamoto (Seijo University)

渡会 環（愛知県立大学）

Tamaki Watarai (Aichi Prefectural University)

河合 優子（立教大学）

Yuko Kawai (Rikkyo University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

Commentator:

「多文化共生」はマジョリティとマイノリティの間の構造的差別や不平等の変革ではなく、逆に「調和」
を強調することでそれを覆い隠してきたという批判がある。しかし、特に朝鮮半島や中国につながる人々
に対する露骨な人種主義的行為や発言が急増する中で、これを是正するとともに、3F( ファッション、フェ
スティバル、フード ) といった狭い意味での文化や、既存の日本社会のあり方を揺さぶらない限りにおい
て差異や権利を認めるといった「うわべの多文化共生」とは一線を画す多文化社会を構想する必要性は高
まるばかりである。
多文化社会の構築には、「日本人と外国人」という二項対立を乗り越え、「日本人」や「外国人」内部の多
様性に目を向けることが重要である。しかし、マイノリティとマジョリティの二項対立を越えることが、「日
本人も外国人も同じように多様な存在」だとして多様性のみを取り上げ、現在の日本社会における構造的
な不平等を覆い隠してしまっては多文化社会の構築にはつながらない。必要なのは、その二項対立を乗り
越えるとともに、そこに作用する構造的力関係や不平等を注視し、それを変容させる道筋を探っていくこ
とである。
本パネルでは、このような二項対立を乗り越え、変革的な意味での多文化共生を実現するための概念とし
ての「交錯」を考えることを目的とする。まず、英語圏では intersectionality、日本では「複合差別」や「交
差」として行われてきた議論を紹介する。次に、各パネリストの調査研究を題材にしつつ、多文化共生を
考える概念としての「交錯」の可能性について参加者を巻き込んだ議論を行い、これを通して日本におけ
る多文化社会構築への新たな視座を追及したい。
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-167

カルチュラル・スタディーズを食い改める
Let’s get food stuff out
on the table of Cultural Studies

日本語

栢木 清吾 ( 神戸大学 国際文化学研究科メディア文化研究センター )

Seigo Kayanoki (Center for Media and Culture, Graduate School of Inter-Cultural 
Studies, Kobe University)

中村 幸代 ( 神戸大学 国際文化学部 )

Yukiyo Nakamura (Faculty of Inter-Cultural Studies, Kobe University)

野坂 しおり （神戸大学 国際文化学部）

Shiori Nosaka (Faculty of Inter-Cultural Studies, Kobe University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

現在の産業社会が強いる食生活は、ディストピア小説のそれと殆ど大差ない。ファストフード化した貧弱
な献立、度重なる食品偽装、スーパーマーケットの棚に並ぶ放射能まみれの野菜や鮮魚。他方、最近の「和食」
をめぐる時代錯誤的な再発明の動きに顕著に見られるような食のブランド化と遺産化は、食実践を機軸と
した人間の物理的かつイデオロギー的分類を推進している。こうした現状に対して、カルチュラル・スタ
ディーズにはいかなる応答が可能だろうか？この難題に取り組むため、本パネルは食の生産と流通と消費
に関わる歴史と文化を批判的に検討し、コンヴィヴィアルな食の方向性を模索していくための議論を行い
たい。
　中村の発表は、食肉産業を主題とした近年のルポルタージュ作品やドキュメンタリー映画における部落
差別の扱われ方を検証し、それらが「部落民」と呼ばれる人びとに対する固定的な見方を上書きする結果
に陥っているのではないかとの疑義を呈する。その上で、精肉職人の技術や道具、身体技法を対象とした
自身のフィールドワーク調査で得られた知見を紹介しながら、特定の熟練技術と、それに関わる集団の形
成との複雑な関係について論じる。
　野坂の発表は、牛乳と乳製品を対象とした歴史的考察である。明治・大正期における日本の食産業が、
欧米からの技術輸入を通じて、それらの製品化を実現していく歴史過程を追跡しながら、牛乳や乳製品の
流通が単なる商業ビジネスであっただけではなく、近代日本社会の医療的・政治的計算によって推進され
ていたことを明らかにする。本発表は歴史に焦点を当てたものだが、健康食品ブームのような現在の動向
を再考するために役立つはずである。
　最後に栢木の発表は、イヴァン・イリイチのコンヴィヴィアル論（とりわけ「再道具化」というコンセ
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プト）を補助線にしながら、他の２名のパネリストの議論を抽象的に要約し、オーディエンスを含めた討
論の場を整頓する。

What today’s industrializing society imposes on our everyday lives is a nearly destopic foodway, 
illustrated by the poor quality of fast food menus, a frequent occurrence of food fraud scandals, and 
an array of radiation polluted vegetables and fishes on supermarket shelves. On the other hand, the 
ongoing processes of branding and heritaging in food marketing, as observed in the anachronistic 
re-invention of “Washoku”, seemingly instigate a new form of human classification by food practices, 
both materially and ideologically. How can Cultural Studies respond to these situations? In order 
to tackle this challenging question, our panel aims to open up a discussion on the historical and 
present contemporary food cultures and find some clues to convivial foodways.
Nakamura’s paper firstly examines the way in which the discrimination against the so-called 
“Burakumin” is dealt with in the recent reportage works and documentary films about Japanese beef 
industries, criticizing them as fostering the stereotyped view to the people called as “Burakumin”. 
It also tries to look closely at the subtle and complicated linkage between the job specific skills 
and the group formation, by introducing the findings of her fieldwork in the butcher’s shops and 
slaughterhouse in Kobe area, focused on at the wide variety of knives, cutting skills, and bodily 
techniques of the craftspeople. 
Nosaka’s paper deals with the historical process by which food industries of Meiji and Taisho 
Japan managed to produce “modern” milk and related dairy products, through the importation of 
Western technologies. It illustrates that the production and marketing of that white liquid was not 
simply commercial businesses but motivated by various medical and political calculations of the 
modernizing Japanese society. Although her paper is historically oriented, it also has an implication 
for understanding of the current situation such as the nutritional supplement foods boom.
   While summarizing and “abstracting” the two proceeding papers, Kayanoki’s one attempts to 
give a general overview of the whole panel, by taking a guideline from Ivan Illich’s thoughts on 
conviviality (especially the concept of “re-tooling”). His paper is intended to suggest basis for an 
open discussion with audience.
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-157

他者性の接合あるいは内なる他者性
Articulation of Alterity or 
Internal Others

佐藤 岳晶 ( 桐朋学園大学、国立音楽大学 )

Takeaki Sato (Toho Gakuen College, Kunitachi College of Music)

印南 芙沙子 ( オックスフォード大学 )

Fusako Innami (University of Oxford)

川村 覚文
Satofumi Kawamura

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:

Panellist 1: 佐藤 岳晶

音楽文化の多様な「発展」と共生を求めて
　―伝統邦楽と西洋音楽の「萃点」から検証する鶴見和子の共生の理論

この発表では、異質なものの共生について、音楽を事例に検討する。検討においては、社会学者の鶴見和
子による「萃点」「曼陀羅」の理論を、音楽の事例研究から検証し、多様な音楽文化の共生の道を探りたい。
　鶴見は「内発的発展論」を提唱し、多様な社会・文化が、それぞれの可能性において多様な発展を遂げ
うる理論を探究したが、同時に、異質なもの同士の交流と共存についても思索を深めた。交流の場として
の「萃点」、脱中心的な共存の布置としての「曼陀羅」、共に博物学者の南方熊楠の思想概念を自らの思想
へ引き寄せ、「内発的発展論」につなぎ合わせることで、多様性を促しつつ共存を可能とする理論を模索
し続けた。
　この鶴見の遺した共生の理論・理念について、音楽文化の事例研究から検証し、その今日的意義を再検
討したい。報告者は、音楽大学において西洋音楽の教育に携わる一方で、地歌箏曲の演奏家として活動す
るなど、日本の伝統音楽の研究にも実践的に携わってきた。また、作曲家として、邦楽、西洋音楽双方の
音楽言語の共生を試みる作品も発表してきた。こうした異なる音楽文化を同時に生きる経験からは、音楽
の多様性への理解が深められたと共に、異質な音楽の共存・交流については、西洋音楽言語の支配的ヘゲ
モニーの問題をはじめ、検討されるべき多くの課題も見出している。この報告者自身の経験と省察も踏ま
え、鶴見の「萃点」「曼陀羅」の思想を読み解き、再考する中で、音楽文化の多様な「発展」と共生の展
望を拓きたい。

日本語
English
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Panellist 1: Takeaki Sato

In Search of Diverse “Development” and Coexistence of Music 
Cultures―Considering Kazuko Tsurumi’s Theories from 
Encounters of JapaneseTraditional Music and Western Classical 
Music―

 This research investigates the “conviviality ” in diverse music cultures to search for the way how 
they should cooperate with each other, by reconsidering Suiten and Mandara theories advocated by 
Kazuko Tsurumi, a sociologist. 
 Tsurumi argued an “endogenous development theory” to seek possibilities of individual 
developments of each cultures and societies and of communication and cooperation between them. 
She elaborated ideas of Suiten as a place of encounter and Mandara as decentralized constellations 
of the others that originally developed by Kumagusu Minakata, a naturalist.
 To examine these theories in recent social contexts, this paper would document case study of 
music cultures. The author teaches Western classical music at college of music. On the other hand 
he studies Japanese traditional music and plays the Koto and the Shamisen. Besides he composed 
multi lingual musical works to seek symbiotic relationships between Japanese and Western musical 
languages. His practices provoked several issues related to difficulties of coexistence, for example a 
Western hegemony in music cultures. Based on his own studies and experiences, this paper would 
analyze Tsurumi’s thought and provide the solution to “conviviality” of various musical cultures.

Panellist 2: 印南 芙沙子 (Fusako Innami)

眠る他者性と共に    - Living with the Dozing Alterity -

Despite extensive interest in dream, cultural research into sleep has been rather overlooked due to 
un-representable nature of sleep when our consciousness dozes off. Yet, almost one-third of human 
activity resides in sleep. Recent social phenomenon have presented various aspects to rethink 
about sleep: ideas of sleep management in our busy society, nap-promoting Western countries 
while abandonment of napping tradition in some Asian countries, continued tolerance to public 
sleep and remained napping community in Japan, co-sleeping (sleeping next to somebody else, 
sleeping together) business that has recently emerged in Tokyo area. Moreover, recent medical 
developments pose an urgent necessity to reconsider our modes of communication with absent 
existence (absence of awakened consciousness) in sleeping, coma or when brain dead. In such a 
context, this paper investigates how we live together with the dozing alterity of our own through the 
works of Japanese Modernist writer Uchida Hyakken and adaptations to comic book and film. By 
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extensively depicting vacillating between the worlds of sleep and waking, he shows that both worlds 
co-exist next to each other, the protagonist can slip into another reality very easily, and that the 
boundary between the two is far from definable. And yet, the protagonist does not necessarily reach 
the dozing identity. This paper investigates reachability to others (including the alterity of oneself), 
treating sleep as a verge or abyss to determine our modes of being.

6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-202

右傾化する日本と文化政治
The Rise of Right Wing and 
Cultural Politics

朝比奈 祐揮 ( ハワイ大学マノア校社会学部 )

Yuki Asahina (University of Hawai'i at Manoa and East West Center)

宮入 恭平 ( 法政大学 )

Kyohei Miyairi (Hosei University)

東 琢磨
Takuma Higashi

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:

日本語
English

Panellist 1: 朝比奈 祐揮 (Yuki Asahina)

Rise of the Right in Japan: Why Culture Matters?

Today, we are facing the puzzle of right wing resurgence all over the globe. It is also the case in East 
Asia where Japan, South Korea and China have been experiencing the intense conflicts with each 
other, not only at the state-level politics, but also at the level of civic sentiments. In Japan, rise of 
the right is indicative in the popularity of right wing politicians, and considerable successes of right-
wing social movements from the history revisionist movements to the “hate-speech” extreme right 
activism. In spite of the increasing attentions from scholars and journalists, the role of culture in this 
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“new” right-wing mobilization has been paid too little attentions. By incorporating the insights from 
cultural sociology and social movement theories, this study intends to shed light on this understudied 
area; why does culture matter to the recent rise of the right in Japan?

Panellist 2: 宮入 恭平 (Kyohei Miyairi)

〈右傾化〉する日本におけるポピュラー音楽の立ち位置

2013 年 8 月 7 日、5 年間の活動休止から復活したサザンオールスターズのマキシシングル『ピースとハ
イライト』が発売になった。オリコンで初登場 1 位を獲得したにもかかわらず、その売上枚数は伸び悩み
を見せた。その理由には、全 4 曲収録中の表題曲「ピースとハイライト」の歌詞に含まれる政治性があげ
られる。日本の懸案となっている韓国や中国との領土問題や歴史認識に関する歌詞が影響して、桑田佳祐
の「明るくエロい部分が好き」というファンの中には、「サザンのライブには行くけれど、今回の新曲は
買わない」という人も少なくないようだ。
　その一方で、『ピースとハイライト』には、2013 年 12 月 21 日に全国公開された映画『永遠の 0』の
挿入歌となっている「蛍」も収録されている。革新的な内容の「ピースとハイライト」とは対照的に、「蛍」
からは保守的な要素を読み取ることができる。その大きな要因として、『永遠の 0』を著した百田尚樹の
姿勢があげられる。愛国心をくすぐる小説や映画などの作品はしばしば「右傾エンタメ」と呼ばれているが、

『永遠の 0』はその代表作品と言えるだろう。その保守的な作品のエンディングで流れる「蛍」は、鑑賞
者の涙腺を緩めるのに一役買っているというわけだ。
　対極に位置する内容の作品を 1 枚の CD に混在させることによって、サザンオールスターズの立ち位置
は中立を保っているように思われる。そもそも日本では、ポピュラー音楽作品を商品として提供するため
に政治性が排除される傾向にあり、それはサザンオールスターズに限ったことではない。ポピュラー音楽
に政治性を持ち込むことは、みずからの商品価値を下げてしまうことを意味する。ポピュラー音楽作品の
商品価値を高めるためには、自意識や自己主張を抑えながら、時流に逆らうことのない振る舞いが必要に
なるのだ。
　この発表では、〈右傾化〉に含まれる意味を確認しながら、ポピュラー音楽の立ち位置について検討する。
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-252

メディア環境の検証～３１１福島原子力
発電所事故から３年目を迎えて
A verification Study on the 
media environment - On the 
3rd year of the 311 nuclear 
reactor accident of Fukushima

伊藤 守 ( 早稲田大学 )

Mamoru Ito (Waseda University)

日野 行介
Kosuke Hino

毛利 嘉孝 ( 東京藝術大学 )

Yoshitaka Mouri (Tokyo University of the Arts)

イアン・トーマス・アッシュ
Ian Thomas Ash

Panellist 1&
Commentator:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

日本語
English

3 月 11 日、報道ステーションは大型の調査取材にもとづく特集として福島の子どもたちの甲状線被曝問
題を取り上げた。マスメディアがこの問題をほとんど取り上げない状況のもとで、40 分以上の時間を割
いてこの問題を取り上げたことの意味は大きい。しかし、テレビ的な番組構成から生ずる「詰めの甘さ」
もあって、ネット、週刊誌等でこの番組に対する批判が相次ぎ、福島県立病院や環境庁が番組に対する批
判的な声明を出すなど、異様な事態が進行している。この問題に焦点を当てることで、「３１１以降」の
メディア環境がどんな問題を抱えているのかを検証する。
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On 11th of March, the Japanese news agency Asahi has reported on one of its programs “Hōdō 
Station” some information regarding Kids radiation exposure and thyroid problems in Fukushima 
according to a long –term survey they have conducted. Talking more than 40 minutes exclusively 
about this problem while other channels have not showed anything about it has probably a deep 
meaning. However, the channel was criticized on the Internet and some weekly magazines. Also, 
it has been criticized by Fukushima Medical University hospital and the Ministry of Environment for 
those claims which made the situation grew more weird. Moreover there has been some intense 
opposition against the comic “OISHINBO” with its contents. By focusing on those problems, we will 
be able to verify What kind of problems do Media encounter after “311 disaster” . 

6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-253

Tokyo, Urban Space and the 
Production of Information

Florian Purkarthofer (University of Vienna)

Peter Muehleder (University of Tokyo, University of Vienna)

Christopher St. Louis (Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, 
The University of Tokyo)

Jordan Sand

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

The vivid intellectual discourse about city spaces in Japan suggests that “the city can be regarded 
as a medium or a multimedia system in the strict sociological sense” (Wakabayashi Mikio). In the 
past 40 years, Tokyo has transformed more and more into a space where information is produced, 
disseminated and consumed at an ever-increasing rate due to the rise of the consumer society, the 
digital revolution and the expansion of the media and financial industries. In this context the society 
acts as a network, which basic action is to communicate the ongoing exchange of information, and 
the city becomes the space where such communication takes place: the synapses or knots of a 
postmodern society.
This panel aims to provide three concrete case studies which analyze the complex processes in 
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which configurations of urban space lead to the production of different kinds of information (spatial, 
discursive, observational) that in return also take part in the (re)shaping of Tokyo’s cityscape.
Florian Purkarthofer examines the contemporary perception of space as a personal process of 
gathering sensory information and systematizing them by social constructed concepts of space. In 
this context Tokyo can be seen as a storage of spatial information, encrypted and decrypted by the 
inhabitants in their daily routines and discourses.
Peter Muehleder discusses the influence of Tokyo’s consumer culture of the 1970s/1980s on the 
intellectual discourse. Here, the intellectuals appear not anymore as objective critics of society, but 
as active participants in a highly mediatized and commercialized urban environment.
Christopher St. Louis revisits techniques of visual surveillance as social sorting in the network society 
and their role in the production of urban space. Through examining the implemented surveillant 
techniques and sorting mechanisms, it is possible to understand the desired configurations of and 
the discursive practices which define these spaces.

6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-205

文化を揺さぶる - 同化、解体、衝突
Shaking up the Culture: 
Assimilate, Deconstruct and 
Collide

古橋 綾 ( 中央大学校社会学科 )

Aya Furuhashi (Department of Sociology, Chung-Ang University)

金 珠賢 （中央大学校先端映像大学院 博士修了／祥明大学校映像学科）

Joo-Hyun Kim (Graduate School of Advanced Imaging Science, Multimedia and Film, 

Chung-Ang University / Department of Film, Sang-Myung University)

金 志炫 ( 中央大学校先端映像大学院 )

Ji-Hyun Kim (Graduate School of Advanced Imaging Science, Multimedia and Film, 
Chung-Ang University)

李 潓珍 ( 釜山大學校 社會科學硏究院 )

Hey-jin Lee (Institute for Social Science Research, Pusan National University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

日本語
English
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本パネルは植民地期朝鮮の出身である日本女性に対する日本の同化政策と韓国の反共イデオロギー、さら
に韓国独立ドキュメンタリーでのフェミニズムの実践を扱う。まず、古橋綾は、植民地朝鮮で生まれ育っ
た女性たちに注目する。当時の日本の為政者たちは彼女たちをどのような存在として捉えていたのか、日
本人でありながら「外地」しか知らない彼女たちを、どのようにして日本の国益にかなう存在として作り
上げようとしたのか、その試みと葛藤を考察する。次に、金珠賢は、北から派遣されたスパイとして数十
年ぶりに故郷へと戻る非転向長期囚たちを扱った韓国のドキュメンタリー『送還 ( 송환 )』( キム・ドンウォ
ン、2003) のテクストを分析する。この映画で示される韓国の反共イデオロギーの構成要素を功利主義と
自由主義というふたつの基本類型として分類し、この二つの間の衝突の様相を考察することでこれを韓国
社会文化の重要な分析の枠組みとして発展させる。最後に、金志炫は、中絶の問題を扱った最近の韓国独
立ドキュメンタリー『さあ、ダンスの時間 ( 자 , 이제 댄스타임 )』( ジョ・セヨン、2013) に表れるフェミ
ニズム的ドキュメンタリー制作方式を考察する。この映画は中絶問題を再現する方法と映画制作の方式の
両方においてフェミニズムの悩みや実験を見せている。発表ではテクストとコンテクストを並行して分析
することで、韓国映画と韓国の社会において女性の居場所を拡大させるためのこの映画のメディア戦略を
提示する。
以上のように、本パネルの 3 つの発表はその時期や対象、主題の面では異なっているが、文化を構成する
同化や解体、葛藤を描き出すという意味で共通している。

The panel discusses the following subjects: 1) the Japanese attempt to assimilate Japanese 
women who were born and raised in the colonial Korea(Joseon); 2) the anti-Communist ideology of 
South Korea; 3) the feminist documentary filmmaking in the Korean independent cinema. The First 
panelist, Aya Furuhashi focuses on the conflicts caused by the national project to turn the Japanese 
women from the colonial Korea(Joseon) into appropriate subjects in the interests of Japanese 
Empire. The second panelist, Joo-Hyun Kim investigates the anti-Communist ideology of South 
Korea by analyzing Repatriation(2003, Kim Dong-won), a Korean independent documentary that 
portrays the lives of North Korean spies in South Korea. She will classify the elements of the South 
Korean anti-Communist ideology into two basic categories, utilitarianism and liberalism, and then 
analyze the mode of conflicts between the two. The last panelist, Ji-Hyun Kim explores the feminist 
way of filmmaking exemplified in Let’s Dance(Jo Se-Young, 2013), a recent Korean independent 
documentary that tackles the age-old controversy over abortion. The film shows feminist experiments 
in both levels of representation and filmmaking process. Combining the textual and contextual 
analysis of the film, Kim will present the media strategies of this film to expand the place of woman 
in contemporary Korean cinema and Korean society. Although the three presentations of this panel 
vary in their time, object and issue, they share in common the importance of revealing the attempts 
to assimilate, deconstruct and collide that make up our culture. 
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6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-159

スポーツ、メディア、ナショナリズム ?
Sports, Media and Nationalism?

呉 炫錫 ( 嘉泉大学 )

Hyunsuk Oh (Gachon University)

日比 大地 （国際基督教大学）

Daichi Hibi (International Christian University)

西園ジュリアン海 ( 明治学院中学校 )

Julian Nishizono (Meiji Gakuin Junior High School)

有元 健 （国際基督教大学）

Takeshi Arimoto (International Christian University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

日本語

Panellist 1: 呉 炫錫

サッカー中継の視聴空間における政治学
    －韓国のオーディエンスを事例に－

本研究は、韓国のサッカー中継を視聴するオーディエンスがどのような解読を行っているかを検討したも
のである。テレビで放送されるサッカー試合中継は、他国との二項対立的な関係を通じ、自国の表象を生
み出している。このようなプロセスの中で、オーディエンスはナショナルなものに接し、その解読を通じ
て、自国に対するナショナル · アイデンティティを構築していく。本研究の目的はこのようなサッカー視
聴の空間で生み出されているナショナルなものに対して、オーディエンスの解読という実践行為を分析す
ることによって、そこでみられる政治学を検討したものである。

Panellist 1: Hyunsuk Oh

Political perspective in the watching space broadcasting soccer 
game  - A case study on Korean audience -

The main purpose of this paper is to study the viewer watching the international soccer competition 
of Korea. Broadcasting the international soccer competition conveys an image of the nation. And the 
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process can be a space producing discourse, in other words, nationalism. If so, how the audience 
decode nationalism in such watching space? The paper is to analyze the decoding process of 
audience with taking note of the watching space.

Panellist 2: 日比 大地 (Daichi Hibi)

スポーツメディアが脱構築するナショナル・アイデンティティ

オリンピックや W 杯など現代のスポーツおよびスポーツメディアはナショナルなものを呼び起こしなが
ら展開していると考えられている。だが、果たしてスポーツはナショナルなステレオタイプを再生産する
だけだろうか？グローバルなスポーツブランドはいまやナショナルなものを固めつつもそれを壊そうとし
ている。ではブランドがナショナルなものを壊すときそこには何が賭けられているのだろうか？この発表
ではスポーツブランドの CM を分析しながらそれを考察していく。

Panellist 3: 西園ジュリアン海 (Julian Nishizono)

サッカー選手の体格について：
   日本のメディアの「サイズ」の強調について

明治学院中学校 ( 東村山市）3 年生。サッカーがメディアでどのように論じられるかに興味を持っている。
今、学校のサッカー部では攻撃的ミッドフィルダー。イギリス滞在中は、Marston Saints, Northway　
FC などに所属し、Northway では MVP であった。2013-14 年のオックスフォードシャー学校リーグ
で優勝した Cherwell School FC のメンバーであり、England's Junior Premier League の一つである
Oxford City FC でもプレイした。

Panellist 3: Julian Nishizono

The Physique of Football Players:
    Japanese Media’s emphasis on ‘Size’

Julian Nishizono is currently 3rd year of Meiji Gakuin Junior High School, Higashi-murayama. He 
is interested in the media representation of football. He plays attacking midfielder for Meiji Gakuin 
Junior High FC and has played for sseveral teams in England including Marston Saints and 
Northway in which he was voted MVP. He was a member of the winning 11 of Cherwell School FC in 
the Oxfordshire schools championship and in the 2013-14 season was selected to play in England's 
Junior Premier League, for 'Oxford City FC.
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酒井、チャタジー、ハートとネグリなどが示したように、帝国主義の合理性は諸ネーション形態を抑圧す
るのではなく、それらを措定し、動員することで―それらの表面的には反植民地主義的にみえる身振りに
もかかわらず―ネーションを資本による蓄積のプロセスの能動的行為体および、生と死の動的境界線を決
定する生政治の最前線として用いて来た。ではわたしたちはいかにして諸ナショナリティの「対形象の図
式」なき形でポストコロニアルなコンビビアリティを再想像できるのだろうか？ドゥルーズ、デリダなど
の議論をうけて、私たちは芸術作品を、諸主体の格子に取り憑き、それらを特異性としての絶えざる生成
へと導く外的「力」の嵌入的「襞」として捉えることができるかもしれない。こうした政治的物理学が未
だ名を持たないコンビビビアルなフォーメーションを切り開くのではないか？
　このパネルの発表者は、こうした生成の形態と過程を言説と情動、そして政治と美学の交差点にて探求

ポストコロニアル・コンビビアリティの政治的
物理学―植民地台湾、米軍統治下沖縄、ベトナ
ム戦争期米国から思考する
Political Physics of Postcolonial Conviviality: 
Cases from Colonial Taiwan, US-occupied 
Okinawa, and the Vietnam-era

汪俊彥  ( 國立中興大學台湾文学興跨國文化研究所 )

Chun-yen Wang (Graduate School of Taiwan Literature and Transnational Cultural 

Studies, National Chung Hsing University)

吉田 裕 （東京理科大学）

Yutaka Yoshida (Tokyo University of Science)

井上間 従文 （一橋大学 言語社会研究科）

Mayumo Inoue (Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University)

森 啓輔 ( 一橋大学社会学研究科 )

Keisuke Mori (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University)

6/29
[SUN]

10:30
      -12:00 @ H-203

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English
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する。ワンは植民地台湾での科学的諸言説における差異の合理化・妥当化の歴史を問題化し、このような
差異の表象がエスニシティと言語の表象や等価性を強化した一方で、「バナキュラー演劇」と呼ばれるロー
カル演劇がこうしたフォーメーションに亀裂を生み出したことを論ずる。吉田は米軍統治期沖縄における
新城貞夫の短歌表現を考察し、新城の風刺的中断を多用する作品が文化的、歴史的、言語的真正性の主張
に疑義を唱え、また同時に「復帰」への広範な欲求と、先鋭的知識人たちによる複数の「反復帰論」に規
定される当時の沖縄の政治空間にある種の想像的アサイラム（避難所）の輪郭を描いたことを論ずる。井
上は１９６０年代アメリカ文化と芸術において頻出する「凋落」というテーマの意義と特色を探る。それ
は例えばジョージョ・ロメロの「リビング・デッド」、ロバート・スミッソンの「エントロピー」、アレン・
ギンズバーグの「アメリカの没落」などである。資本と国家がその主体を「生きた死者」として包摂し構
成するのであれば、これらアーティストたちは「生きた死者」の内部にさらなる二重の「死」を察知する
ことで、帝国的国民主義諸主体を中断し、それらを脱主体化という予期しえぬ出来事へと解放していたと
言えるだろう。

If, as scholars such as Sakai, Chakrabarty, and Hardt and Nagri have variously shown, rationality 
of imperialism at once incites and deploys nation-forms which, despite their often ostensibly anti-
colonial postures, actively partake in capitalist process of accumulation and operate as the capillary 
agents of biopolitical powers that determine the shifting thresholds of life and death, how can we 
reimagine an anticolonial form of conviviality without such “schema of co-figurative” nationalities?  
Following Deleuze and Derrida among others, we may construe artworks as the “invaginating” 
folds of exterior “force” that haunts the grid of intelligible subjects and illuminates their ongoing 
reemergences as singularities.  Such political physics of “force” may open up a convivial formation 
that does not yet bear a name of its own. 
 Accordingly, this panel’s three presenters seek such emergent formation at the 
intersection of discourse and affect, and politics and aesthetics.  Wang problematizes rationalization 
of difference in the scientific discourses prevalent in colonial Taiwan.  Although such representation 
of difference consolidates an equivalence between ethnicity and language, a particular local 
drama genre named “vernacular drama” exposes the rupture in the formation.  Yoshida examines 
Shinjo Sadao’s tanka couplets written in US-occupied Okinawa.  Shinjo’s works deploy sarcastic 
suspensions to defy claims of cultural, historical, and linguistic authenticities and outline an 
imaginative asylum within Okinawa’s political landscape marked by a popular aspiration for reversion 
to Japan and the radical intellectuals’ promulgation of the “anti-reversion” thoughts.  Inoue seeks 
in American arts and culture of the late 1960s various indexes of “decline”: Romero’s “living dead,” 
Smithson’s “entropy,” and Ginsberg’s “fall of America.”  Since the state interpellates its subjects and 
capital subsumes its labor power as the abstracted “living dead,” these artists’ redoubled figuration 
of “death” within the already “living dead” bodies interrupts America’s imperial nationalism and 
releases its subjects into an unpredictable event of desubjectivation. 
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[SUN]

13:00
      -15:00 @ H-172

演劇的 / 共生的 !
Theatrical / Convivial!

John D. Swain (University of California)

Amanda Weiss (Rikkyo University)

テヅカ ヨシハル （駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部）

Yoshiharu Tezuka (Faculty of Global Media Studies, Komazawa University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:
English

Panellist 1: John D. Swain

Convivial Culture in Pak Fa-nam’s play, Strange Brotherhood

The paper will examine the convivial nature of existence in Pak Fa-nam’s play. Mr Pak is a Resident-
Korean living in Okinawa. The play details the relationship between four brothers in Okinawa fathered 
by one man with four different women of various cultural and ethnic origins. It is an embodied 
metaphor of common humanity and the difficulties of forging a shared future. The play is an 
expression of Okinawan and Resident-Korean identity in postwar Japan. The play captures various 
intangible human dimensions of Okinawan and Resident-Korean lived experiences in Okinawa, 
Japan. It can be a key to better understand the depth and breadth of cultures with whom American 
history and destiny shares their homeland. I write from the American perspective. Many Americans 
are unaware of lingering resentment toward Japan among Okinawans and Resident-Koreans, 
making their relationship to the U.S. equally complex. The paper will show those complexities in 
Pak’s play, and the “strange brotherhood” born from shared existence. 
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Panellist 2: Amanda Weiss

Fatherly Love as Reconciliation Narrative:
     Sino-Japanese War Film Co-Productions

Since the 1980s, a small number of Sino-Japanese melodramas have attempted to construct a 
unified vision of postwar memory. Appealing to pathos, a narrative’s pull on the emotions of the 
audience, these melodramas reenact collective traumas through the national metaphor of the 
suffering father figure. Such emotional narratives also open the temporal, spatial, and social borders 
of nation, creating a space in which Chinese and Japanese memory can begin to “flow,” meet, and 
resolve the dual traumas of war and social change. In this presentation I will discuss the meaning 
and significance of Sino-Japanese melodramas in East Asian collective memory. Drawing on 
memory/trauma theory, I will trace the changing contours of reconciliation in Chinese and Japanese 
television and film co-productions from the early 1980s to the present. Works to be discussed 
include: The Go Masters (1982), Child of the Earth (1995), The Go Master (2006). Distant Bonds 
(2009) and Return Home: The Forgotten Brides (2012).

6/29
[SUN]

13:00
      -15:00 @ H-168

移民、故郷、市民権
Migration, Home, Citizenship

Dr. Daisy Dic Sze Tam (Hong Kong Baptist University)

Joshua Solomon (University of Chicago)

Les Back (Sociology, Goldsmiths, University of London)

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:
English
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Panellist 2: Dr. Daisy Dic Sze Tam

Being alongside each other
     – towards an ethics for migrant population in Hong Kong

The figure of the parasite and its associated metaphorical understandings are commonly deployed 
in global debates of migrant population. The case of foreign domestic helpers in Hong Kong is 
a case in hand: no longer regarded as the ideal answer to a modernizing cosmopolitan city, this 
population (in Chatterjee’s sense of the term) is portrayed as a threat that needs to be managed, 
controlled or expelled. 
This paper begins with the case study of Evangeline Vallejos and offers an alternative reading of the 
parasite. Drawing from philosophy, postcolonial studies and evolutionary biology, this paper builds 
from the works of Michel Serres, Partha Chatterjee and Lynn Margulis to offer an interdisciplinary 
paradigm in which the mutual dependency of the host/ parasite is acknowledged. In doing so, I will 
demonstrate the contributive role that these population play in the overall well-being of the society. 
By way of this reading, I hope to return the understanding of the parasite to its etymological meaning 
– para/sitos the being that eats alongside.

Panellist 2: Dr. Daisy Dic Sze Tam

You Can Never Go Home Again:
     Terayama Shuji's Radical Reinvention of Furusato

One of the most profound effects of the processes of modernization is the invention of the non-
modern. by posing pre-modernity as a topos of stability and identity, a psychological bastion of 
security in contrasat to the progressivism of modernity, modern subjects are able to seek comfort in 
an imagined space of personal pastness. In Japan, this space is called furusato, and is represented 
by one's native place or hometown. While there exists a limited body of scholarship in English 
on furusato, it tends to call upon texts complicit in the political project of modernizing Japan - for 
instance, those produced by the tourism industry and government intiatives.
In contrast, this paper seeks to elucidate a theory of furusato which is not dependent upon the 
classic of the paper I will engage specifically wit hthe autobiographical writing of Terayama Shuji, 
whose approach to history challenges conventional understandings of furusato by operating outside 
of the classical definitions of modernity. I contend that this constitutes a critical element of his ethical 
praxis - broadly represented by the dual concepts of "leaving home" (iede) and "speaking to" (hanashi 
kakeru) - a method of undermining the discursive hegemony of the modern nation-state.
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13:00
      -15:00 @ H-167

メディア表象の文化政治
Cultural Politics in Media 
presentation

佐々木 加奈子 ( 東北大学 大学院情報科学研究科 メディア文化論 )

Kanako Sasaki (Tohoku University)

Jotter Verhaeghe (Kyushu University)

Patchaya Thanaudom (Graduate School of International Culture and 

Communication Studies, Waseda University)

伊藤 守 ( 早稲田大学教育学部 )

Mamoru Ito (Education, Waseda University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

Panellist 1: 佐々木 加奈子

消費社会におけるカタストロフの記号化
  - 大惨事をめぐる視覚表象から福島表象を考える -

死に直面したカタストロフな光景はセンセイションナルであるがゆえに、慎重に扱わなければならない
テーマである。本研究は、国内外を通じ、消費社会における記号化された表象の行方の事例をもとに、カ
タストロフにおける視覚表象は社会でどの様に消費されてきたのか考察する。はじめに , 関東大震災にお
ける死体（モノ）の山が映ったはがきは商品 ( モノ ) として記号化され、インパクトあるイメージとして
人々がこぞって消費し、その記号が与える惨事を知ったという満足感をとりあげた。次に、米国同時多発
テロ事件後にアイコンとなった真っ逆さまに落ちる男の表象とそれを凝視する観客の関係を検証した。そ
れらの暴力的で衝撃的なカタストロフの表象を元に、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災におけ
る視覚表象に焦点をあてた。水素爆発映像が与えたイメージのまま放置された福島の絶望性などをとりあ
げ、他者性とその場に居なくても体感できるという幻視を経験することにより、惨事の核心からは遠ざか
ることでただ満足感を与える記号を消費する危険性を論じた。最後に、福島第一原子力発電所爆発事故を
受けての福島表象から、今後の震災や復興過程におけるカタストロフの視覚表象の行方を考察する。
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Panellist 2: Jotter Verhaeghe

Structure and Agency in Japanese TV Drama

The field of Japanese television drama production (in the case of private broadcasters) is a very 
structured one. Japanese television drama series are often categorized as stereotypical and 
repetitive. They are heavily set in prefixed patterns and rely on famous talents and popular music to 
convey their message to the viewers. However, at the same time, the industry’s hegemony is all but 
absolute. Ratings can make or break a drama series in a world where popularity is everything. This 
means that the ratings can be seen as a form of agency by the Japanese audiences. As Ang, Morley 
and others have stated, the balance or struggle between agency and structure is specific for each 
place or local form.This paper illustrates the factors that are present in the structure of Japanese 
television drama production and holds them against the cultural dynamics of the Japanese audience 
that give way to agency. The result is a map of the specifics and components of this struggle, which 
paves the way for future research on the subject of Japanese television drama series from the 
perspective of cultural studies. 

Panellist 3: Patchaya Thanaudom

A Critical Discourse Analysis on Thai Newspapers:
 Verbal and Visual Representations of Political Protest

Prior studies on Critical Discourse Analysis (CDA) suggested media as a site of power abuse. By 
utilizing various types of discursive structure, media has power to influence public understandings 
toward specific issues. Consequently, I regard media content (e.g. news) as texts containing social 
purpose which can be made explicit by observable elements and patterns found within. 
With this in mind, I will explore the treatment of political protest issues in Thai media. I will focus 
my study on the event of Thailand’s 2010 political crisis where protestors, known as ‘Red Shirts’ 
protestors, held a mass protest against the government which later escalated into violence resulting 
in death and injury. Apart from my personal interest, the incident is worthy of a study because 
it is considered one of the most contested issues in Thai media. Numerous news articles have 
been arising since the inception of the incident but at the same time are different in what way they 
represent the story. This media phenomenon also accounts for the increasing polarization in Thai 
political thinking since the way people’s attitude and belief being formed depends on which media 
they are exposed to.
Through the use of CDA, I will investigate textual and visual representation of two selected Thai 
broadsheet newspapers, focusing on news coverage of the key events during the time of protest 
from April 9 – May 20 2010. I assume that even though the two texts cover the same news event, 
they utilize different types of discursive structure to influence readers with its own ideological 
standpoint.
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都市、歴史、愛
City, History, Love

トゥニ・クリストフ ( 東京大学 )
Christophe Thouny (The University of Tokyo)

杉田 真理子 ( 神戸大学国際文化学研究科 )

Mariko Sugita (Graduate school of Intercultural Studies, Kobe University)

塚田 修一 ( 東京都市大学 )

Shuichi Tsukada (Tokyo City University)

酒井 隆史 ( 大阪府立大学大学院 人間社会学研究科 )

Takashi Sakai (Graduate school of Humanities and Social Sciences, Osaka Prefecture 
University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

Panellist 1: トゥニ・クリストフ

空気としての愛：笙野頼子の他者なき世界

「実質の愛する人のいない愛について」書きたかった。笙野頼子は１９９４年に芥川賞を受賞した『タイ
ムスリップ・コンビナート』の起源についてこのように語る。物語の舞台は東芝の敷地と海（東京湾）に
挟まれた海芝浦駅となっている。東芝職員しか下りられずトランジットしかできないこの奇妙な駅は、グ
ローバル資本の二つの風景、『ブレード・ランナー』のようなポスト・ インダストリアル都市依拠とイメー
ジとしての「海」、すなわちグローバル都市空間とメディア・エコロジーの二項対立関係を意味する。も
しくは、第三空間としてのプラネタリー空間を切り開いているかもしれない。所有の出来ないこの土地 -
駅では独特な社会性や「ソーシャリティ」と「ホスピタリティ」の狭間に潜んでいるコンヴィヴィアルな
関係、いわば「他者」、「私」、「土地」の所有をベースにしてない「愛」の可能性があるのではないか。笙
野頼子の小説はネオリベラル国家への抵抗であるとよく指摘されるが、その抵抗の拠点となるのは新城郁
夫がいうように「国家によって消耗されてきた存在との繋がりのなかに「所有」されてこそ」存在する「私」
である。「所有」の構造はドゥルーズのいう「他者の構造」と密接な関係を持ち、近代的恋愛が求める欠
如から生まれた所有物としての「恋人」の根源でもあると言える。笙野頼子の『タイムスリップ・コンビ
ナート』では魚や人間、生き物でもないマグロとアノニマスな主人公である「私」の恋愛が描かれる。こ
の発表ではドゥルーズが「他者の構造」に対して描いた「他者なしの世界」というアイデアを踏まえた上
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で、笙野頼子がネオリベラル時代のプラネタリー的なロマンチック関係の可能性、「空気としての愛」、を
指していると論じる。

Panellist 1: Christophe Thouny

Love As Atmosphere: Shono Yoriko’s World Without Others

I wanted to write about “a love without the substantial lover.” In a recent interview, Shōno Yoriko 
thus describes the origins of her novel Time Warp Complex which won the Akutagawa Prize in 1994. 
The story centers around a trip to the Umishibaura station, facing on one side the Toshiba industrial 
ground and on the other the sea of Tokyo Bay. In this station from which can only exit Toshiba 
employees, one can only be in transit. Umishibaura thus emblematizes the opposition between the 
two landscapes of global capitalism, Blade Runner-style post-industrial ruins and the imagery of the 
sea, in other words, global urban space and media ecologies. Or maybe it opens onto a third space, 
the planetary. Isn’t it possible to see in this station of pure transit another form of sociality, or rather, 
between sociality and hospitality, the possibility for a convivial relation? And then, for a love without 
possession, of the other, the self or the land? 
Shōno Yoriko’s work is often described as an act of resistance to the neoliberal state grounded in 
the “I.” As Shinjo Ikuo argues, “this “I” precisely exists in so far as it is possessed in its relation to 
the beings consummated by the State.” This structure of ownership is closely related to Deleuze’s 
structure of the other, and can as well be said to be at the origin of the desire to have a lover that 
characterizes Modern love. Time Warp Complex portrays another kind of love between a tuna born 
in a dream, a creature that is neither fish, nor human or even alive, and an anonymous narrator. In 
this presentation, building on Deleuze’s idea of “a world without others” posed in opposition to the 
structure of the other, I argue that Shōno Yoriko’s novel proposes another possibility of romantic 
relation in the age of neoliberalism, where love can become a planetary atmosphere. 

Panellist 2: 杉田 真理子

‘Give me Denmark back’?? ―コペンハーゲン、グランドモスク
建設予定地バッテリー地区を事例として

スーダン系デンマーク人のレゲエ歌手・ナターシャによって 2007 年に歌われた「私にデンマークを返せ」
は、後に「我々にデンマークを返せ」と僅かに形を変えて同国における反移民政策のキャッチコピーとし
て使用された。本報告は、姿を変えつつも現在まで登場するこのナターシャの歌の意味を再考し、具体的
な都市空間とのせめぎ合いの中から、地理的に規定された境界や排他的な場所性を疑問に付すことを試み
る。そのための一例として、ナターシャの故郷でもあるコペンハーゲン市南部の開発地域アマー島の一画、
バッテリー地区を取り上げる。
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このバッテリー地区では、1980 年代から現在に至るまで、スカンジナビア最大級のグランドモスク建設
計画が議論され続けてきた。2000 年代の反移民感情の高まりの中で頓挫を繰り返したこのグランドモス
ク建設計画は、2005 年のムハンマド風刺画事件以降、反動のように国際都市コペンハーゲンにおける多
文化共生のシンボルとして取沙汰されていく。そんな中、バッテリー地区は 2008 年 1 月、30 余名の若
者達によって占拠された。前年にナターシャの「私のデンマークを返せ」がリリースされたばかりの当時、
コペンハーゲン市では各地で移民出自の若者達による占拠活動や人種差別へ抗する暴動が散発していた。
彼らが自らの手に「取り戻そう」とした「‘ 私の ’ デンマーク、‘ 私の ’ コペンハーゲン」への希求は、移
民への嫌悪感情に日常的に直面する彼らによる、自らが暮らす都市空間の排他性に対するアンチテーゼで
ある。都市を「我がもの」に塗り替えていく彼らの営みと、それがナショナルな政治的レトリックに奪用
されていく過程の考察を通して、地理的に規定された排他的な場所性とその日常的なせめぎ合いへと目を
向ける。

Panellist 2: Mariko Sugita

'Give me Denmark back?’- The Battery as the site of the 
grand-mosque project, Copenhagen

In 2007 A Sudan-Danish reggae artist Natasja’s sang "Give me Denmark back (Gi' mig Danmark 
tilbage)" and it has often been referred as contraposition of "Give us Denmark back" that was a 
catch phrase for anti-immigrant policy in Denmark. Through re-examining the meaning of Natasja’s 
song, and its relations with concrete urban spaces, this paper seeks to overcome the notion of 
geographically inscribed boundaries and exclusive sense of place. I will analyze so-called the 
Battery area in Amager Island in south Copenhagen, which is also a Natasja’s hometown, as an 
example.
 The Battery area is a planned construction site of the biggest grand-mosque in whole Scandinavia 
since 1980s. This project had been forced to fail several times because of xenophobic phenomena 
that spread in Copenhagen over years until it has started to be praised as a symbol of multicultural 
society in the global city of Copenhagen, especially after famous cartoon controversy in 2005. 
In January 2008, a group of young people decided to invade this empty space. This occupation 
occurred a year after the Natasja’s song released, and in this Copenhagen’s unquiet days, many 
occupy-movements and riots against racism had exploded in various places in the city by young 
generations of immigrants.
Through these actions, the young people declared themselves against the ways in which the 
places they lived were exclusively defined with anti-immigration feelings, and tried to get back ‘’ 
‘My’ Denmark, ‘My’ Copenhagen’’ to them. By seeing these actions as potential to make their city 
a home, and processes of its appropriations for nationalistic political rhetoric, I would show how 
geographically defined exclusive senses of place are drawn and how they also give room for conflict 
or negotiation.
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Panellist 3: 塚田 修一

都市の現在史―中野の社会学的把握のために―

本報告は、東京都中野区をフィールドとして、都市の現在史を記述する試みである。
1980 年代から 2000 年代初頭まで、東京における文化の中心は渋谷であったし、社会学もやはり渋谷を
論じてきた（吉見 1987、北田 2002）。だが、その後、文化的求心力を獲得した都市は、秋葉原という「趣都」
であった。そして、中野も現在、秋葉原と並ぶとも劣らない、オタクカルチャーの中心地・「趣都」とし
て知られている。しかしながら、アジア太平洋戦争の終戦時まで、中野は陸軍基地を擁する街、すなわち「軍
都」であった。この「軍都」から「趣都」への転換は、いかにして生じたのか。そしてその「現在」はど
のように位置づけられるのか。
本報告では、そうした中野の現在史を、適宜、秋葉原と対比させつつ把握していく。そして、過去との連
続／切断といった、「直線的な時間」としてではなく、むしろ「積み重なる時間」として記述していきたい。

Panellist 3: Shuichi Tsukada

How images of NAKANO City are created and changed?

In more recent years, NAKANO has gained recognition as the center of Japan’s OTAKU culture 
along with AKIBA (AKIHABARA). However, Army’s base had been located in NAKANO until 1945.
The purpose of this paper is to explore how images of NAKANO City are created and changed.
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〈文化 = 政治〉再考
Rethinking the New Cultural-
Political Movements in Japan

島 晃一 ( 早稲田大学 政治学研究科 )

Kouichi Shima (Graduate School of Political Science, Waseda University)

竹田 恵子 ( お茶の水女子大学 リーダーシップ養成教育研究センター )

Keiko Takeda (The Center for Leadership Education and Research, Ochanomizu 

University)

毛利 嘉孝 ( 東京藝術大学 )

Yoshitaka Mouri (Tokyo University of the Arts)

田中 東子 ( 十文字学園女子大学 )

Toko Tanaka (Jumonji University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

『文化＝政治』（2003 年、月曜社）にて指摘された「新しい文化＝政治運動」は、伝統的マルクス主義の
政治運動とも、また 1960 － 70 年代の「新しい社会運動」とも、異なる特徴があった。アートやパフォー
マンス、音楽などの文化的実践を多用し、伝統的マルクス主義の政治運動の外側からエイリアンのように
あらわれたのだという。『文化＝政治』の公刊から 10 年以上が経過した現在でも、社会運動における文化・
芸術的実践は次々と報告されているが、ここで「新しい文化＝政治運動」の視点から現在までの日本の様々
な文化・芸術実践について再考してみたい。
芸術・文化的実践における政治性や社会変革の可能性については、多くの事例が指摘されている一方で、
さらなる議論の蓄積と発展が急務となっている。芸術・文化的実践は、その社会的文脈のなかでどのよう
に機能するのか、またどのようにして社会的規範を攪乱するのか。我々は、それらをどのように描写し、
分析していくべきなのだろうか。
本パネルでは、社会変革とアート／文化がどのように結び付けられてきたのか、さらに、その分析手法の
精緻化に関して事例を挙げながら議論をする予定である。
パネリスト 1 は 90 年代の渋谷で生まれ、海外にまで影響を与えたと言われる音楽ムーブメント、「フリー
ソウル」の発起人 DJ ／選曲家・橋本徹の活動を、日本におけるポスト・ソウル美学の重要な事例として

日本語
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位置づけ考察する。パネリスト 2 は、90 年代京都市左京区の HIV/AIDS をめぐる市民活動のなかでうま
れたパフォーマンス・アート《S/N》（1994 年初演）が、当時の文脈において「カミング・アウト」の
戦略としていかなる意味において有効であるのか、考察を行う。パネリスト 3 は、「新しい文化＝政治運動」
の今日的状況についてまとめて考察する。

More than 10 years have passed since new cultural political movement in the age of 
globalization (Mouri 2003) was published. The book refers to the new cultural political 
movements that are different from traditional Marxist political movements as well as the new 
social movements in the 1960s and 1970s in the sense that they incorporate more cultural 
practices. The cultural practices in the new social movements such as art, music, performance 
or creation of alternative public space have been reported. Moreover, many examples that 
indicates the politics or possibility of social change in cultural practices have been introduced 
until now. 
We will have discussions for subtle analysis of the cultural practices. How do the cultural 
practices function in specific social contexts? How the practices become social norm 
subversion? Have the practices changed in ten years?
This panel explores how social change and cultural practices are connected and how we 
analyze these conditions. 
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ジェンダー、身体、メディア
Gender, Body, Media

俣野 裕美 ( 同志社大学 )

Yumi Matano (Doshisha University)

堀添 里緒 ( お茶の水女子大学 応用社会学コース )

Rio Horizoe (Department of Sociology, Ochanomizu University)

唐津 理恵 ( 長崎県立大学 )

Rie Karatsu (University of Nagasaki)

北村 匡平 ( 東京大学 )

Kitamura Kyohhei (The University of Tokyo)

谷本奈穂
Naho Tanimoto

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

Commentator:

日本語
English

Panellist 1: 俣野 裕美

檻の中のドラゴンレディ － Ally McBeal における中国系アメリカ人女性
と白人女性との関係性から－

本研究はテレビドラマ、Ally McBeal (1997-2002) に登場する中国系アメリカ人女性、リンの表象を考
察したものである。Ally McBeal は、法律事務所に勤務する弁護士、アリーを描いたドラマで、リンは同
事務所の弁護士の一人である。アジア系表象を扱った研究では、ステレオタイプ的描写に焦点が当てられ
る傾向にあり、リンの表象もアジア系女性のステレオタイプ、冷酷で攻撃的なドラゴンレディ像を付与さ
れているとの指摘がある (Sun 2003)。ドラマは、人物同士の関係が積み重なって物語が進行する特徴を
持つが、先行研究では、この観点が希薄であった。そのため本研究では、リンの登場場面を全て文字に起
こし、他の登場人物との関係性の中で繰り返されるパターンから、彼女の表象を分析した。
冷酷なドラゴンレディであるリンは、平然と周囲の人物を傷つける発言をする。その際には事務所の同僚
達が彼女の言動を抑制して事態の収拾を試みていたが、最も抑制の回数が多いのは、親友で弁護士のネル
であることが分析で明らかになった。
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　ネルは白人女性で、ブロンドの髪、長身、美しい顔立ちといった、ハリウッドが描き続ける「美人」の
典型像である。従来はブロンドの白人女性は、知性を欠いているという差別的描写が一般的だったが、男
女平等の思想を反映した本ドラマ (Busch and Dubrosfy 2009) では、ネルは知性ある敏腕弁護士とい
う設定である。彼女は差別から解放された、現代の典型的美人像なのである。つまり、現代のアメリカの
理想の女性を体現するネルが、攻撃的なアジアを体現するリンを常に監視し、抑制するという構図なので
ある。
メディア上では、社会状況に応じて、権力者が脅威となるものを押さえ込む構図が描かれる (Marchetti 
1994)。本ドラマが放送された 90 年代は、中国経済が台頭し、アメリカ国内でアジア、特に中国に関連
する映像作品が本格的に流通し始めた時代である (Park 2004)。こうした背景の中、リンとネルの関係性
は、中国の脅威を強いアメリカが押さえ込む構図を示している。

Panellist 1: Yumi Matano

Caged Dragon Lady - the Relationship between Chinese 
American Woman and White Woman on Ally McBeal -

This paper examines the representation of Chinese American woman lawyer, Ling Woo on the U.S. 
TV series, Ally McBeal (1997-2002).  The studies of Asian Americans representation mainly have 
focused on their stereotyped depiction.  Some scholars argue that Ling is figured as one of the Asian 
women stereotypes, cold and threatening Dagon Lady (Sun 2003).  Generally, the relationships 
between characters are essential for the development of TV series.  However, the earlier researches 
lack this point of view.  In this paper, the figure of Ling is considered from the relationship between 
her and other characters.
  Ling who is cold and aggressive Dragon Lady sometimes enjoys hurting the feelings of people.  In 
my findings, when she is going to hurt them, her colleagues try to control her act.  The person who 
controls her most is her friend lawyer, Nelle.
  Nelle is a white woman with blonde hair, slender body and beautiful face.  She is the ideal 
American woman model that has been regularly appeared on the Hollywood movies.  Traditionally, 
the white blonde women are discriminatory figure lacking their intelligence.  However, Ally McBeal 
contains the equality thought of men and women (Busch and Dubrosfy 2009).  Therefore, Nelle is an 
intelligent and successful lawyer.  She is a new ideal woman model that is released from the gender 
discrimination.  This means that Ling who is embodied the threatening Asia is supervised and 
controlled by the contemporary American ideal woman, Nelle.
  Media tends to depict the structures that people in power restrain the threatening others based 
on the social condition (Marchetti 1994).  In the 1990’s when Ally McBeal was aired, China begun 
to make its economical presence.  Also, many Asian, especially, Chinese entertainment came into 
fashion (Park 2004).  In this social context, the relationship between Ling and Nelle connotes that the 
strong America controls the threatening China.
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Panellist 2: 堀添 里緒

若年女性美容整形経験者の語りの分析

近年、日本国内において美容医療や美容整形に対する関心は高まりをみせている。またいくつかのデータ
も、特に若年の女性の美容整形に対する興味が決して低くないことを示している。けれども未だに美容医
療や美容整形を行うことに対する抵抗感も強く存在しており、データによれば実際に美容整形を行ったこ
とがある人々は少数派といえる。美容整形に対して興味を持つことと、実際に美容整形を行うことの間に
は大きなギャップが存在している。美容整形に対する研究は主に欧米圏を中心に行われており、日本にお
いて美容整形を扱う実証的な研究は少ない。そしてなぜ美容整形を行うのか、そしてなぜ興味を持ちなが
らも多くの人が美容整形を行わないのかといった疑問に答える調査はなされていない。本研究では特に若
年の女性に対象を絞り、彼女達がなぜ美容整形を行いたいと考えるようになったのか、またどのようなプ
ロセスを経て美容整形を行いたいと考えるようになったのかということを明らかにする。また、未だに日
本社会では抵抗感のある美容整形を、彼女達がどのように受け入れ可能なものとして語るのかということ
も検証する。本研究で用いるデータは、過去に何らかの美容整形を行ったことのある、8 人の 22 歳から
30 歳までの若年女性に対して行った半構造化インタビューである。彼女達の語りから、彼女達が美容整
形を主体的に選択するプロセスが浮かび上がった。彼女達のなかには、友人や恋人から美容整形を止めら
れても美容整形を行った女性達や、就職活動のために美容整形を行った女性もいる。さらに、例え二重手
術や鼻の手術など 2 つ以上の手術を行っていたとしても、手術の「自然さ」を強調する語りがあった。手
術をあくまでも自然なものとすることで、美容整形をより受け入れやすい経験として語っていた。本研究
は美容整形という実践において、主体性をより重視する議論が必要であることを示唆している。

Panellist 2: Rio Horizoe

Cosmetic Surgery in Japan:
the Narratives of Young Women Who Had Cosmetic Surgery

Recently, cosmetic surgery has gotten attention among many people in Japan. Also, some data 
show not a few young women are interested in cosmetic surgery. However, it is also true that 
there is a strong resistance to have cosmetic surgery, and the number of people who actually had 
cosmetic surgery is small. It seems that there is a huge gap between having an interest in cosmetic 
surgery and undergoing cosmetic surgery. Yet, studies researching on cosmetic surgery are carried 
out mainly in Western countries, and there are few sociological researches dealing with cosmetic 
surgery in Japan. Therefore, the researches explain why did people want to have cosmetic surgery 
and why didn’t majority of people have cosmetic surgery. This study examines why did these young 
women choose to have cosmetic surgery, and how did they have an interest in cosmetic surgery. 
Also, this study investigates how do they explain their experiences about having cosmetic surgery 
as acceptable ones, even though cosmetic surgery is still stigmatized in Japan. This study draws on 
data from semi structured interviews with 8 Japanese young women between the ages of 22 and 30 
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who had cosmetic surgery. Women’s narratives suggest that these women tried to have cosmetic 
surgery subjectively. They tell that they had cosmetic surgery because they wanted to feel better just 
for themselves. Some women underwent cosmetic surgery even though boyfriend or friends advised 
them to stop doing. Besides, some women stress the “naturalness” of their surgery and try to deny 
their surgery is excessive, although they had more than two surgeries such as rhinoplasty and 
eyelid surgery. To emphasize the naturalness, the experience of cosmetic surgery becomes more 
acceptable for them. This study advances our understanding of the importance of regarding young 
women’s agency, who had cosmetic surgery. 

Panellist 3: 唐津 理恵 (Rie Karatsu)

Adapting Kyoko Okazaki to the Screen:
  A Feminist Reading of Mika Ninagawa’s Helter Skelter 

Japanese women are increasingly making their presence in the filmmaking process that has been 
dominated by men. Epitomizing this trend is Mika Ninagawa’s Helter Skelter (2012). Like her 2007 
debut film, Sakuran (2006), Helter Skelter is a live-action adaptation of manga written by a female 
artist. The film is based on Kyoko Okazaki’s 1996 manga with the same title, which follows the 
downfall of a cover girl Lilico, who rose to stardom with her appearance perfected through multiple 
cosmetic surgeries. Okazaki’s works had an enormous influence on the new generation of women’s 
manga that has emerged in Japan since the 1990s. As a writer of manga from the early 1980s until 
1996, Okazaki discarded the visual style of shojo manga characterized by the use of icons such as 
sparkling eyes, flowers, and angels, satirically depicting death, violence, and sexuality of Japanese 
girls and women. Okazaki transgressed the Japanese traditional shojo manga models and practices 
that placed upon the representation of the women, subverting Japan's “official” cute (kawaii) culture 
prevalent in shojo manga. Her most commercially and critically acclaimed manga, Helter Skelter 
became her first work to be adapted into film. This paper examines Ninagawa’s Helter Skelter in 
comparison with Okazaki’s original manga. I discuss the ways in which Ninagawa updates the 
source material to be more relevant to contemporary audiences, and keeps the core meanings of 
its story and theme by inscribing feminist authority. I contend that Ninagawa’s adaptation creates 
an alternative vision to Okazaki’s manga world, and it provides a cinematic way of promoting 
self-awareness and empowerment through critical reflection. The aim of this essay is to examine 
the aspects of relationship between filmmakers/manga artists and their subjects, exploring how 
questions of gender identities are negotiated through different forms.
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Panellist 4: 北村 匡平

映画スターとイデオロギー：
  〈離反的身体〉としての原節子の映画的身体の考察

戦後日本において、占領期におけるシネマという空間は、敗戦の歴史的トラウマを持つ観客と、俳優の映
画的身体が社会的コミュニケーションを行う特権的な空間であった。映画に表象される俳優の身体は、ア
メリカの眼差しや男／女のイデオロギーを調停しながら敗戦／占領期、あるいは占領期／ポスト占領期の
連続性を引き受けた。スター俳優は、重層的イデオロギーの中、戦後日本映画の観客に媒介されながら、
それまでとは異なる＜意味＞が読み込まれていったと同時に、その身体は、ネイションの再構築の中でも
極めて重要な役割を担った。スターのイメージは、無数の形態に構築され、雑誌、映画、写真など、メディ
アの歴史的テクストの中で集合的イメージへと収斂していく。スターの表象イメージは、時代のイデオロ
ギーを読むための有用なテクストなのである。
本発表では、占領期戦後日本のメディア空間で特権的な役割を演じたスター女優である原節子の「離反的
身体」について考察する。原節子は女性解放のイデオロギーの使者として、あるいは大衆娯楽雑誌の読者
の欲望の記号として、占領期に、理智的なイメージを構築していく。彼女の役柄と現実の「二重化された
身体」は、一方で孤立した「ぎこちない身体」を提示し、また一方で、偽装されない自然美と知性という
大衆の欲望のイメージを運んでいった。敗戦と占領により「パンパン」や「アプレ」などの「敗者の身体」
が溢れる中で、映像の表象空間（イメージ）と雑誌の言説空間（テクスト）が原節子のパフォーマンス／
パーソナリティを占領期という特異な時空間に成り立たせていた。原節子の身体イメージは、例えば田中
絹代の「象徴的強姦」とは対照的なかたちで、アメリカニズムへの抵抗を表象していた。本発表では、最
終的に共同体としてのネイションを再生産する家父長的支配者やアメリカの眼差しから、原節子というス
ターの映画的身体を歴史的コンテクストに位置づける。

Panellist 4: Kitamura Kyohhei

Stars of the Screen and Ideology:Consideration of Hara 
Setsuko’s Film Body as the “Estrangement Body”

During the occupation period of the post-war Japan, the cinematic space was the privileged space 
where social communication was conducted between the traumatized spectators and film bodies. 
The bodies represented on film screens undertook the continuity between the defeat and the 
occupation or the occupation and post occupation, mediating the American gaze or the ideology of 
male/female. 
 In multilayered ideologies, the spectators after the postwar read the meanings, which are different 
from what it was in pre-war, into stars of screen and the bodies of stars play an important role to 
reconstitute a nation. The images of stars are constituted into innumerable forms and converged on 
one condensed image in historical texts given by the media such as magazines, films, or posters. 
The represented images of stars are useful texts to read the ideology of the era.
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 In this presentation, I consider the “estrangement body” of Hara Setsuko, who played a specific 
role in the media space of the occupation. As the bearer of women’s liberation or the sign of desire 
of readers of the popular entertainment magazines, she represents an intellectual image during the 
occupation. On the one hand, her duplicate body between character and reality represents “awkward 
body.” On the other hand, it carries the public image of desire, which is natural beauty without 
dissimulation or intellect. In the cities where there were several floods of losers’ bodies like ‘Pan-pan’ 
or ‘après-guerre,’ the visual representation of space (image) and discourse space (text) functioned 
as her performance/personality in the peculiar time and space of the occupation. Her body’s image 
represents resistance against Americanism. I situate Hara Setsuko’s film body as a star in the 
historical contexts from the patriarchal authority system in Japan and from the American gaze to 
reconstitute a new nation.
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[SUN]
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      -15:00 @ H-253

「新しい」出版文化の話
On a “New” Trend in Publication

池田 理知子 ( 国際基督教大学 )

Richiko Ikeda (International Christian University)

中野渡 純平 ( なたね通信 )

Jumpei Nakanowatari (NATANE TSUSHIN)

諫山 三武 ( ZINE 未知の駅 )

Sabu Isayama (ZINE MICHINOEKI)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語

昨今、出版不況のため本や雑誌が売れなくなったと言われているが、一方では個人による製作・流通のＺ
ＩＮＥ・ミニコミ・リトルプレス・電子書籍といった「オルタナティブ」なメディアが大きな盛り上がり
を見せている。誰もがメディアをつくり、全世界に向けて発信することができる時代となったのであり、「小
規模」で「アマチュア」で、極めて「パーソナル」な発信スタイルが既存の「出版」あるいは「編集」の
概念を広げ、私たちのより身近な生活の中に溶け込みはじめている。そして、こうした新しい出版活動の
中にはプロ顔負けのクオリティで、多くの読者層を獲得しているものが少なくない。それはもはや「メイ
ン」と「オルタナティブ」という単純な二項対立では捉えられない複雑で曖昧な「中間的領域」（メジャー・
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マイナー／マイナー・メジャー）となっているのではないだろうか。
しかし、実際にその領域では何が起こっているのか。新たな出版スタイルとして取り上げられてはいるも
のの、その文化的な意味や役割については十分な議論がなされていない。今回のパネルでは、こうした出
版スタイルの登場を単なる「一時的なブーム」として片付けるのではなく、新たな出版文化の萌芽期とし
て捉え、自分たちのメッセージをいかに「伝え」、他者を「巻き込み」、どのように「繋がっていく」のか
を模索してみたい。それは「出版」というテーマを超えて、「コミュニティづくり」「自律的ライフスタイル」
あるいは「共生」といった一見関係ないようなテーマにも深く関わってくる。「出版」というのは単なる
出発地点に過ぎず、本当に考えたいのはその先にあるナニカなのである。それぞれ異なる出版スタイルを
とる池田理知子（「シロアリと生きる」著者）、諫山三武（ＺＩＮＥ「未知の駅」編集長）、中野渡純平（電
子書籍「アジア人がアジア留学？「フィリピン留学記」」著者）の３人の活動を通して、そのナニカを探っ
ていく。

In Japan a new trend in publication is “zine” or coterie magazines, free papers, small presses, 
e-books, etc. Although we recognize that some of these publications are high quality and attract 
many readers, we have not yet discussed the meaning and implications of this trend. The three 
panel participants -- Richiko Ikeda (author of the book Shiroari to Ikiru), Jumpei Nakanowatari (author 
of the e-book Ajia-jin ga Ajia Ryugaku? Philippine Ryugaku-ki), and Sabu Isayama (editor of a zine 
Michi-no Eki), search for what is significant about this trend by sharing their own experience with 
each other as well as with the audience.
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6/29
[SUN]

13:00
      -15:00 @ H-205

クリス・マルケルの世界
—記憶・歴史・表象についての考察
The world of Chris Marker: 
Reflections on Memory, 
History, and Representation

ロビン・ヴァイヒャート ( 一橋大学大学院 言語社会研究科 )

Robin Weichert (Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University)

片岡 祐介 ( 一橋大学大学院 言語社会研究科 )

Yusuke Kataoka (Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University)

東 志保 ( パリ第三大学大学院 映画視聴覚研究科 )

Shiho Azuma (University of Paris III)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語

このパネルでは、フランスの映像作家、クリス・マルケル（1921-2012）の映画作品について、記憶・歴史・
表象の観点から考察する。今年のカルチュラルタイフーンのテーマは「Convivial」であるが、マルケル
はこの問題について取り組んできた２０世紀の映像作家のひとりである。６０～７０年代には、労働者た
ちと映画を作り、世界各地の反体制運動と共闘し、９０年代のユーゴ内戦の際には、難民たちに寄り添い
映画を作った。マルケルの作品を特徴づけているのは、忘れ去られた歴史や記憶へのまなざしであり、「表
象」に回収されえない抵抗する人々の身体である。様々な領域で幅広く活動したマルケルの広大な世界の
一部を、３つの発表を通して明らかにしたい。
　まず、ヴァイヒャートは、東京オリンピック開催時の日本で撮影された『不思議なクミコ (1965)』が、
他者性と女性性、歴史と暴力という問題と取り組みながら、映画における表象そのものについての省察を
内包していることについて論じる。次に、片岡は、沖縄戦の強制的集団死を題材とする『レベル５(1996)』
において、沖縄の記憶／歴史としては感情移入されえないものが映画の語りの中に如何に紛れ込んでいる
のか、映像および音声（ヴォイスオーバー）による同一化についての映画理論を参照しながら分析する。
最後に、東は、『美しき五月 (1962)』、『ベルリナー・バラード (1990)』、『笑う猫事件 (2004)』の都市イメー
ジに登場する落書きや時の儚さを感じさせる事物が、複雑な記憶の空間を形成していることについて、ベ
ンヤミンの「屑拾い」の概念を援用して分析し、それがいかに有用性や単線的な歴史観へのアンチテーゼ
となっているか考える。
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This panel will explore the oeuvre of French filmmaker Chris Marker (1921-2012), focusing on 
aspects of memory, history, and representation. Having covered the protests against the Vietnam 
War of the 1960s, produced collective films with workers in the late 1960s and 70s, and supported 
a television project of Bosnian refugees during the 1990s (among others), Chris Marker not only 
worked as a filmmaker, but he was also --- as filmmaker --- an observer and active participant in 
political movements and social struggles worldwide. Thus, he might be considered one of the 20th 
Century’s cinematographers singularly concerned with the question of “conviviality”, --- the general 
theme of this year’s Cultural Typhoon. By approaching Marker’s world from various angles, the 
panel’s three presentations aim to show how his work is informed by a sense for what is forgotten 
and left out from (official) history and memory, as well as for what cannot be absorbed by the system 
of “representation”. Through an analysis of Le mystère Koumiko (1965), Robin Weichert, in the first 
presentation, will attempt to point out how Marker’s record of the 1964 Tokyo Olympics may also be 
read as a meditation on the cinematic mode itself. In the second presentation, Yusuke Kataoka will 
examine the relation of image and sound/voice-over in Level Five (1996) in order to elucidate in what 
degree the film’s narration of the “Battle of Okinawa” defies a straight-forward emotional involvement 
of the viewer. Lastly, Shiho Azuma will conclude the panel with a discussion of the role of graffiti and 
ephemeral objects in Le joli mai (1962), Berliner Ballade (1990), and The Case of Grinning Cat (2004) 
as anti-thesis to linear historicity.

6/29
[SUN]

13:00
      -15:00 @ H-159

Beyond Regulation: ingenuity 
on the margins of visibility in 
Asian urban space

Tobias Zuser (Department of Cultural Studies, Lingnan University)

Lu Pan (University of Hong Kong / HKU SPACE Community College)

Anneke Coppoolse (Department of Cultural Studies, Lingnan University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

English
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The illusion that the city is an object that simply answers to its modernist imaginations has long gone. 
Indeed, we have reached a common understanding that urban life, society, economy and culture 
have overspilled the structures of an order presumed bygone, leading us to an urban existence 
in spaces of produced "unfixity". Our papers meet at the intersection of governmental order, 
commercial force and alternative appropriation of space. Set in Hong Kong and Yokohama – two 
seaports with their own recent histories of development, having mushroomed from fishing villages 
into global cities – our papers evoke three unique narratives of appearance and disappearance; 
visibility and invisibility of particular aspects of urban culture and space. The narratives are built 
around three case studies: an illegal livehouse in one of Hong Kong's industrial areas, wall visuals at 
Sakuragicho Station in Yokohama, and the visuality of waste collection in the streets of urban Hong 
Kong. Journeying from the cities' governmental organisation, along policy-making processes and 
renewal plans, to the margins of space and visibility where particular members of society negotiate 
their positions, the case studies explore in their own ways the relations between creativity and 
regulation, urban renewal and street culture, and urban life and matters of visuality and materiality.

6/29
[SUN]

13:00
      -15:00 @ H-203

近・現代沖縄における帝国主義的統治と
「人種」およびモノの諸編成

Imperial governmentality and 
formations of the “race” and things in 
the modern and contemporary Okinawa

徳田 匡 ( 東京大学大学院 綜合文化研究科 )

Masashi Tokuda (Graduate School of Art and Sciences, The University of Tokyo)

松田 潤 ( 一橋大学大学院 言語社会研究科 )

Jun Matsuda (Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University)

森 啓輔 ( 一橋大学大学院 社会学研究科 )

Keisuke Mori (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語
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近年においては、人種主義を地球規模の諸編成において考察しようとする研究（鵜飼・酒井・モーリス
＝スズキ、李、2012）や、帝国主義の比較研究（アン・ストーラー、2010 ＝ 2002）、文化主義批判か
ら資本主義的帝国主義へのカルチュラル・スタディーズの移行といった研究（ギャヴィン・ウォーカー、
2012）において、植民地主義と生権力論、そして資本主義論を横断的に研究する気運が高まっている。
本パネルはこれらの諸研究をふまえ、帝国主義的統治と人種主義およびモノの諸編成を、沖縄という場に
おいて考察するものである。
　徳田匡の発表のテーマは、「戦後沖縄における「民族」という概念の系譜について」である。発表では、
沖縄出身で戦後初期の沖縄の思想に影響を与えた永丘智太郎を中心に、彼に影響を与えた戦前の日本の社
会学者らの 「民族」概念と、米軍占領下の沖縄で主張された「民族」概念を検討する。特に戦前に活躍し
た社会学者小松堅太郎の「民族」概念と、それが戦後の沖縄の復帰運動や独立論とどのような関係にあっ
たのか、またそれを受容する際に基盤となる「優生学」の影響を考察する。
　松田潤は、米軍による戦後沖縄の軍事占領を可能にしたサンフランシスコ講和条約第三条と潜在主権と
いう概念を統治性（ミシェル・フーコー）の観点から捉え直し、戦後沖縄における人種主義の駆動形態と
主権概念を阿嘉誠一郎「世の中や」（1976）や又吉栄喜「カーニバル闘牛大会」（1976）といった文学
テクストを分析する中で批判的に論じる。
　森啓輔は、沖縄島北部東海岸の森林が、戦後いかなる権力と知によって補足・形成・維持されていった
のかを、林業政策形成と統治性の側面から論じることを試みる。これは沖縄においては資本 - 土地 - 人口—
軍事を横断する統治の問題として展開されており、この重層的な統治のあり方を本発表では考察したい。

In recent years, cross-sectional works of colonialism, bio-politics, and capitalism came to have 
a significant position in academic discourses. There are a variety of researches such as on 
“racism” on global perspective (Ukai, Sakai, Morris=Suzuki, Lee, 2012), comparative studies on 
Imperialism (Ann Stoler, 2002), and transition of the analysis of Cultural Studies from cultralism 
to the capitalistic-Imperialism (Gavin Walker, 2012). Based on those previous studies, we 
consider the imperial governmentality and the formations of “rasicm” and things in/on Okinawa 
as a field of formations.

Tokuda focuses on a genealogy of the concept of “ethnicity” in the post-WW2 Okinawa. In the 
presentation, particularly, he evaluates the thought of NAGAOKA Chitaro, who is an Okinawan 
and had a significant influence on peoples’ thoughts in early postwar years in Okinawa, as well 
as the concepts of “ethnicity” of the Japanese sociologists (cf. KOMATSU Kentaro) in prewar 
years. In doing so, he clarifies the relation between sociologists’ concepts of the “ethnicity” 
and post-WW2 “Reversion Movement” and “Independence Movement” in Okinawa, which 
mobilization was actually based on the “eugenics”.

Matsuda reconsiders the San Francisco Peace Treaty and Japanese Government’s Residual 
Right on Okinawa through the concept of gouvernmentalité (Micheal Foucaut) in order to 
clarify how racism has formulated and effected. In the presentation, he pays attention to the 
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“residual” as an existence by criticizing the Okinawan literature （AKA Seiichiro Aka, On the 
World [Yunnakaya,1976], MATAYOSHI Eiki Bullfight Carnival [kanibaru tougyutaikai, 1976]）with 
reference to Étienne Balibar’s concept of possibility and limit of the peoples’ sovereignty. 

Mori analyses the post-WW2 forestry policy in the northern part of Okinawa Island in order to 
consider how the power and knowledge captured, formulated, and managed this system of 
the forestry. This policy was developed as an issue of the multi-layered governmentality, which 
crosses the capital, lands, population, and the military.

6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-172

国境を越えられる技術
Inbound ideas: flexible customs 
and the art of inflow

伴野 崇生 ( 東京農工大学 国際センター )

Takao Tomono (International Center, Tokyo University of Agriculture and Technology)

李 潓珍 ( 釜山大學校 社會科學硏究院 )

Hey-jin Lee (Institute for Social Science Research, Pusan National University)

川端 浩平 ( 関西学院大学 )

Kohei Kawabata (Kwansei Gakuin University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Commentator:

日本語

Panellist 1: 伴野 崇生

日本語教育において「難民」はどう捉えられてきたか
  ― あらゆるステータスの「難民」との共生を目指して ―

本発表では、これまでの日本語教育において「難民」がどのように捉えられてきたかを検討する。発表で
はまず、難民条約における「難民」の定義およびステータスによる分類を示す。その上で日本語教育 ( に
関する言説 ) において「難民」がどのように扱われてきたかを確認し、分析・考察を行う。その上で、法
的なステータスが安定していない「難民」たちが日本語教育 ( に関する言説 ) において排除されてきたこ
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とを指摘する。
1951 年の難民条約の定義によれば、難民とは「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員で
あることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため
に、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するた
めにその国籍国の保護を受けることを望まない者」のことであるが、結論から述べれば、従来の日本語教
育 ( に関する言説 ) では、法的なステータスが安定している者のみが「難民」として扱われ、それ以外の
者は排除される傾向にあった。それは、意図せずして難民認定申請前、難民認定申請中といった者たちの
無視・排除につながるものであり、問題である。
　このような排除は、彼らが日本語教育 / 学習支援の機会に恵まれないこと、さらにはそのような状況の
者たちがいることに気づかれないことにさえつながる。「排除された者たち」に光を当てられる形の日本
語教育のあり方を模索することが、共生、社会統合の観点からも求められているのである。

Panellist 2: 李 潓珍

ビザを折る／折られる人々 - カレンダーからみられる生の軌跡 -

彼らはビザを折ったのか。折られたのか。不法滞在者、非正規滞在者、未登録移住民、オバーステイなど
呼ばれる人々の生の軌跡を、日本に暮らすある韓国人男性のカレンダーからたどってみる。明日のことが
予測できない、不確実性極みの時間を生きる人々にとって、その日その日の生を記憶／記録することは何
を意味するのか。記録されたカレンダーを読む／読まれる行為にはいかなる生の技法が潜んでいるのか。
私は、２０年以上日本で「ビザを折った人」として生きているある韓国人男性のカレンダーでの記録を読
み解いて、「ビザを折った」／「ビザが折られた」人々の生活世界を労働、パチンコ、恋愛などの具体的
な生の場面から近づく。
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6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-168

The Cultural Production of 
"Localness" in Contemporary 
Hong Kong

鄭亘良 ( 嶺南大學文化研究 )

Keng-Liang Cheng (Cultural Studies, Lingnan University)

沈丹 ( 嶺南大學文化研究 )

Dan Shen (Cultural Studies, Lingnan University)

余曉瑉 ( 嶺南大學英文 )

Hsiao Min Yu (English, Lingnan University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

中国語
English

Cultural Studies as an intellectual practice which engages itself into social transformation queries 
the existing understanding of our society and tries to tell “a better story”(as Lawrence Grossberg 
suggests in his “On the Political Responsibilities of Cultural Studies”, 2010) of the conjuncture by 
rearticulating our power for changes.  In Hong Kong, the cultural imagination of its local identity 
and its subjectivity vis-à-vis China and U.K. have been contested issues, and intellectuals from 
Cultural Studies have been trying to engage themselves in the debates by “telling a better story” to 
problematize the formation of the given Hong Kong local identity.  In recent years, along with the 
growing political controversies and the economic class division, “Mainland-Hong Kong conflicts”
( 中港矛盾 ) becomes a popular term to describe these political controversies and social conflicts.  
Seemingly hate speech against Mainlanders (being called “locusts”) has been circulating on 
Internets and the eager to be autonomous from China has been expressed in many demonstrations 
on streets recently.  In Hong Kong cinemas, what can be ascribed to “localness” also becomes 
an element constituting and negotiating the imagination of a collective local identity, particularly 
after the emergence of China-Hong Kong “co-productions” in the film industry.  At the same time, 
however, the ethnic minorities are often neglected by such discussions on “localness”.

From a perspective of Cultural Studies, how do we understand “localness”( 本土性 ) in the contem-
porary Hong Kong society and how can we tell a better story of this conjuncture?  This panel tries to 
initiate an intellectual practice of unmaking and remaking the articulation of the notion “localness” in 
Hong Kong by querying “localness” respectively from discourse analysis of events in “Mainland-Hong 
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Kong conflicts”, contextual analysis of “nostalgia” in Hong Kong films and the practice of community 
theatre as a critical pedagogy in tertiary institutes to explore alternative communication between 
local students and ethnic minority communities.  The first paper will investigate the formation of 
Hong Kong localness vis-à-vis the representation of Mainlander in “Mainland-Hong Kong Conflicts” 
and its articulation with political, social and economic controversies between Hong Kong and China.  
By looking at Hong Kong films (including China-Hong Kong “co-productions”) after the economic 
agreement CEPA in 2003, the second paper will discuss how “nostalgia” represented in these films 
becomes a way of cultural imagination that constitutes Hong Kong’s local identity.   The third paper 
then attempts to explore the possibility of conviviality among tertiary education and community 
experience through the practice of a transformed community theatre project by drama students 
with adapted play texts in the Ethnic Minority women community.  The community theatre, which is 
expected as a way to enhance learners’ autonomy in the institutional learning and to build a dialogue 
between academics and different communities, plays a role of critical cultural engagement in self-
formation of university students’ local identity in the multicultural context of Hong Kong.

Panellist 1: 鄭亘良 (Keng-Liang Cheng)

How does Localness Means in “Mainland-Hong Kong Conflicts”?

This paper is going to analyze narratives on how Mainlanders are represented in media and 
politicians in Hong Kong, particularly in the so-called “Mainland-Hong Kong conflicts”( 中港矛
盾 ) such as issues relating to the individual travel, birth giving by non-permanent Hong Kong 
residents in Hong Kong, rights to abode and allocation of social welfares in recent years.  Issues in 
such “Mainland-Hong Kong conflicts” gives rise to a wide spread local-essentialist and exclusive 
populist emotion, which claims to defend Hong Kong local people’s interests and to expel and fight 
against those Mainlanders, who are called locust and reified as the invasion of imperial Chinese 
communists into Hong Kong politics and everyday life.  At the same time, for Hong Kong people, 
Taiwan is regarded as one of the wanted immigration destination, an escape and a release from the 
pressure, besides the U.S., Canada and Australia.  In response to “Mainland-Hong Kong conflicts”, 
the Hong Kong government resorts to love for compatriots, some democrats distinguished local 
interests with exclusive discrimination and called for tolerance out of the universal value.  However, 
neither compatriot love nor respect out of the universal value is able to address and resolve the 
populist anger among people.  Some leftist intellectuals in Hong Kong describe that, in Ernest 
Laclau’s sense of populism, “localness”( 本土 ) as an empty signifier is evoking as well as injected 
with not only people’s identification with its local identity since 1970s but also with a response 
of the dissatisfaction with Chinese political intervention and class polarization within social and 
economic structure.  From this viewpoint, “Mainland-Hong Kong conflict” is an issue of “bio-politics” 
and those discriminative cases is rooted in the pressure from the unequal political, social and 
economic structure.  It is not only an issue of recognition but also the one of redistribution.  From 
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the perspective of cultural studies to understand the current conjuncture in Hong Kong, this paper 
then tries to understand how such formation of Hong Kong localness vis-à-vis the representation of 
Mainlander in “Mainland-Hong Kong Conflicts” was articulated with and became the surface (the 
empty signifier) of, the political, social and economic conflicts and controversies.  Meanwhile, this 
paper also investigates how the trajectory of such articulation between identity conflict and unequal 
political and economic pressure justifies the former social exclusive violence and overlooks the latter 
conflicts.

Panellist 2: 沈丹 (Dan Shen)

The Writing of Local Identity via the Nostalgic Imagination in 
Post-CEPA Hong Kong Films

Upon the signing of CEPA (Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement) 
in 2003, the conditions that have governed the importation of Hong Kong films into Mainland have 
relaxed. To satisfy huge market demands for Hong Kong films in China, a new trend of China-
Hong Kong “co-productions” have appeared. Behind the emerging cross-border film industry 
and changing market environment is Hong Hong’s (increasing) fusion with China economically, 
politically and culturally. The search for the “local” while Hong Kong grapples with its cultural identity 
and political space, is getting more difficult than ever.  Many films––as popular cultural texts and 
social practices––have in this past decade covertly addressed and expressed ideas of the "local", 
"self" and "identity", through imagining and representing certain “past” and constructing “collective 
memory” in order to rewrite "present" emotions, experiences and/or desires.
My research uses the case studies of several post-CEPA films of different directors, genres and 
themes to study how identifiable features, strategies and structures of cinematic nostalgia function 
to reproduce the "local" in contemporary Hong Kong, especially in its negotiation with the Mainland 
"otherness", and how this negotiation is closely connected to the “nostalgic imagination”. The 
genealogical development of “nostalgia films” pre- and post-CEPA eras will also be mapped.

Panellist 3: 余曉瑉 (Hsiao Min Yu)

Connecting Language Studies with Community: Adapting Caryl 
Churchill’s plays for Community Theatre as Critical Pedagogy 
in Tertiary Education

In the context of institutional education, university serves as a cradle of future leaders’ values 
and perceptions of the world and communities. Nevertheless, tertiary education has long been 
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criticized as a “system of passive recipients and set knowledge, rather than one of active learners 
encountering active information… (which) is fundamentally wrong” (Berry, 1991, in Chisholm, 
2005:56). The major problem of existing pedagogy is reflected by the severance of students’ 
academic knowledge and its engagement in the authentic communities as well as the disregard of 
students’ autonomy in learning. Paulo Freire (1970) believes that education is a form of action for 
freedom and knowing where every member in the community can participate, and our social and 
cultural experience is the fundamentals of education. As a tactic, community theatre conducted by 
university students is regarded as an interactive sociocultural intervention to strengthen the synergy 
between academic learning and community engagement.
This action research is developed on the ground of challenges and criticisms of the traditional 
pedagogy in tertiary education by critical educators from a cross-disciplinary perspective of English 
Studies, Education and Cultural Studies. It aims at establishing a methodology on carrying out a 
transformed community theatre project involving drama students in a liberal arts university in Hong 
Kong with the adaptation of Caryl Churchill’s plays to the Ethnic Minorities women community 
context, as a case study, to meet the learning needs of drama students in university as a form of 
critical pedagogy, in which they can strengthen the connection between academic knowledge and 
community experience in the multicultural context of Hong Kong.
The cross-disciplinary approach of this research project will facilitate an alternative means of 
applying academic knowledge of drama analysis and performance skills to the authentic social 
perspectives when one studies language or literature-related courses in the trend of a transforming 
socially-oriented tertiary education, while encouraging students to serve the development of the 
communities in their society with their academic knowledge and social values built up in university. 
It will also conclude the key factors for an effective transformed community theatre project with 
adapted scene extracts from play texts for drama students in a liberal arts university.
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6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-157

1961 年スタディーズ
      ―文学と〈アクチュアリティ〉―
1961 Studies!: Focusing on 
Literature and “Actuality” 

木村 政樹 ( 東京大学 )

Masaki Kimura (The University of Tokyo)

西田 桐子 ( 東京大学 )

Kiriko Nishida (The University of Tokyo)

茂木 謙之介 ( 東京大学 )

Ken'nosuke Motegi (The University of Tokyo)

仁平 政人 ( 弘前大学 )

Masato Nihei (Hirosaki University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

日本語

〈アクチュアリティ〉を語ること、それは絶えず私たちを誘惑する行為である。人文学において〈アクチュ
アリティ〉が要請されるようになった徴候の一つとして、昭和 30 年代における諸言説を挙げることがで
きる。本パネルでは、1961 年の、主に文学をめぐる諸文化現象を中心に考察する。
　1961 年は、近年様々の研究領域で注目を集めている 1950 年代および 1960 年代の境にあたる年であ
ると共に、同時代に生起していた諸メディアの変容を見る上で重要な出来事を確認できる年でもある。本
パネルでは、この時期から流行語となっていった「アクチュアリティ」をキーワードとして、様々の文化
現象とそれに関わる同時代言論人たちが、差異を孕みつつ共存し、関わり合う状況を、主に書評紙、文芸
雑誌、新聞等の諸メディアの検討を通して考察する。
木村政樹は当時の文学運動について、日本共産党と密接な関係をもっていた新日本文学会とその周辺を中
心として考察を行う。様々の政治的文脈を引き受けた主体による、言説の抗争が「アクチュアリティ」を
鍵語に展開していたことを明らかにする。　
また西田桐子は同年に東京で行われ、20 ヶ国に跨る様々な立場の作家たちが結集したアジア・アフリカ
作家会議を検討し、同時代における作家たちの、現在とは文脈を異にする、国家を跨いだ〝共闘〟の可能
性と不可能性を探る。
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そして茂木謙之介は同年に発生し、諸メディアの「自己規制」を引き起こした「風流無譚」事件などの所
謂「右翼テロ」が、同時代の文芸諸メディアでいかに論じられたかを読み解くことを手がかりに、同時代
文化人たちの政治的協働の在り様を問う。
司会兼ディスカッサントとして仁平政人がコメントを加え、議論を行う。

This panel will discuss the history of “actuality” discourse with a focus on the cultural context mainly 
of literature in 1961. Nowadays, “actuality” have been required in the realm of humanities in various 
ways.
It is 1961 that the border of 1950s and 1960s is. These periods have come to draw a lot of attentions 
of researchers in diverse fields since about 10 years ago and there also happened significant 
incidents when we try to grasp the transition of mass media in the decades. In this panel the cultural 
context in 1961 will be shown where a great variety of cultural phenomena and writers involving them 
with differences and oppositions coexist and interact, focusing on the word “actuality” which came 
to be used explosively since about 1961 mainly through the survey of the literature magazines.
Kimura Masaki will investigate the literary movements at the time, especially around the literary 
group of “Shin-nihon Bungaku-kai” which had been closely involved with Japanese Communist 
Party. The strife of discourse by agents as writers who took on each political position is shown that it 
was spreading out with the very keyword “actuality”.
Then, Nishida Kiriko focuses on “The Emergency Meeting of the Permanent Bureau of Afro-Asian 
Writers” held in 1961 in Tokyo where more than 80 writers from twenty nations attended. The actual 
possibility and impossibility of “a joint struggle” by writers which transcend borders of the nations 
would be discovered.
At last, Motegi Ken’nosuke analyzes how mass media picked up what is called “the right wing 
terrorism” represented by “Furyu-mutan Jiken”. The actual incidents caused “self-imposed restraint” 
of several media, and through examining the reactions of writers and intellects against it we can 
observe their political performance and cooperation. 
 Nihei Masato is the chair of this panel, a discussant, and a commentator.
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6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-202

Mediated (un)conviviality: 
Racialized politics of mixed 
blood/haafu in East Asia

Mika Ko (Hosei University)

Kaori Mori-Want  (Shibaura Institute of Technology)

Ji-Hyun Ahn (University of Washington)

岩渕 功一 ( モナッシュ大学 )

Koichi Iwabuchi (Monash University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

Panellist 1: Mika Ko

Repsresentation of of ‘mixed-race’ teenagers and their gender 
politics in Japanese action cinema of the 1960s and 1970s

Panellist 2: Kaori Mori-Want

We are Haafu, So What?: A Different Perspective in Mixed 
Race Studies in the Voices of Japanese Haafu Comedians

Panellist 3: Ji-Hyun Ahn

Questioning the cultural currency of whiteness: White mixed-
race celebrities and (contemporary) Korean popular culture
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This panel aims to discuss media (self)representation of mixed blood/haafu and its implications for 
racialized politics of inclusion and exclusion in the Japanese and South Korean contexts. Analyzing 
media commodification and celebritization of mixed blood/haafu figures, and their strategic self-
representation of mixedness, three papers consider the ways in which media representation 

suppresses and/or highlights actually existing conviviality in East Asian societies.

6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-253

コンビビアル • エコロジー／環境的な信念
Convivial Ecologies/
Environmental Convictions

ウィルソン • ロッドリック ( イリノイ大学 )

Roderick Wilson (University of Illinois)

孫崎 玲 ( チャップマン大学 )

Rei Magosaki  (Chapman University)

ウッド • マイケル ( チャップマン大学 )

Michael Wood (Chapman University)

ロバート • ティアーニー ( イリノイ大学 )

Robert Tierney (University of Illinois)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Commentator:

English

“Sustainability,” or jizoku kanōsei in Japanese, is one of the catchphrases of the past few decades 
that enjoys broad appeal among various constituents within Japanese society and abroad. Often 
the public discourse on sustainability is expressed in technocratic terms that all too often focus 
on conserving energy and increasing efficiency. This discourse shies away from questioning the 
cultural and material conditions that helped create and support the modern, or even postmodern, 
environments where food is grown, energy is produced, and people work and play. Nonetheless, 
embedded in the meaning of sustainability are other broad humanistic concerns about our collective 
longevity that can be tapped through a better understanding of our convivial relations with each 
other and the environments we inhabit. In other words, sustainability requires more attention to the 
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cultural underpinning of past, present, and future convivial ecologies.
The three papers that comprise this panel all speak in one way or another to the profound 
connections between ecological change and human relations.  Wilson embraces an historical 
approach to show how rivers where integral sites to the formation of convivial environmental 
relations in the early modern period. In looking at the body of Ruth Ozeki’s work, Magosaki speaks 
to the pressing concern and anxiety about GMO technology at a pronounced moment of corporate 
globalization of the food industry.  Her reading of Ruth Ozeki’s narratives opens up possibilities 
for positive aspects of globalization.  Wood turns to Lake Biwa and an emerging struggle between 
species as a way in which to think through the cultural aspects of invasive species discourse and the 
limits of co-existence. Tierney will provide a short commentary on all three papers at the conclusion 
of the presentations.  While each presenter is concerned with a more localized set of environmental 
conditions and subsequent conflict, they are all particularly interested in how outside forces work to 
redefine and exert influence on otherwise local conditions and struggles.  

Panellist 1: ウィルソン • ロッドリック (Roderick Wilson)

Sustaining Livelihood: Environmental Relations along the 
Rivers of the Nineteenth-Century Kanto Plain

This paper focuses on the role of rivers in providing and destroying people’s livelihoods in the 
Kanto region of Japan during the early modern period. The largest alluvial area in the Japanese 
archipelago, the Kanto plain surrounding the city of Edo (then one of the largest cities in the world 
at over one million inhabitants and renamed Tokyo in 1868) was in the seventeenth and eighteenth 
centuries transformed into one of the country’s most agriculturally productive regions through 
the rerouting of rivers and drainage of marshes. These rerouted rivers and extensive drainage 
and irrigation canals sustained the fields and rice paddies of the region and acted as the arteries 
and capillaries upon which goods flowed between the countryside and city. Just as these rivers 
sustained the region, drought, flooding, and even a volcano threatened the slim surplus upon which 
most farmers and others in the region survived.
Despite these rivers being critically important to the lives and livelihood of people throughout the 
Kanto, historians have largely overlooked or even dismissed their role in history. Rather than simply 
add rivers to the dominant tropes of Japanese history, however, this paper examines people’s 
everyday interactions with these waters to reconsider how historians narrate the presence of 
nonhuman entities like rivers within their historical environments. Specifically, this paper focuses on 
the role of work in embedding farmers, fishers, and riverboat pilots within complex environmental 
relations and the practical knowledge they gained about those environments through these kinds of 
workaday interactions.
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Panellist 2: 孫崎 玲 (Rei Magosaki)

Convivial States: A Vision of Hope in Ruth Ozeki’s Critique of 
the Globalizing World 

Following the results of the 2013 election which installed the Abe administration, Japan signed 
onto the new free trade agreement (FTA) currently under negotiation behind closed doors: Trans-
Pacific Participation (TPP).  Among the most important changes that will be brought by “NAFTA on 
steroids,” as the FTA is called, is the investor-state dispute (ISD) clause which will allow corporations 
to threaten the very sovereignty of a nation state.  If legislation in a participating nation is seen 
to come in the way of profit projected by a corporation, the ISD clause allows that corporation to 
sue that government in an international court.  This can have dramatic impact upon the lives of 
the general population in Japan, as it is likely that there will be significant changes in regulations 
and safety standards of citizens currently taken for granted, such as food inspection, approval of 
pharmaceutical products, and the protection of the environment, among others.  If TPP passes in the 
U.S. Congress, floodgates will open to introduce problems to Japan that are already serious in the 
U.S., as some regulations are relatively less rigorous than those of Japan.  Against this background, 
my paper will consider the literary works of the Japanese American writer, Ruth Ozeki, whose novels 
from the late 1990s have raised questions about aspects of contemporary American life shaped in a 
tangible way by corporate interests represented by the meat industry (My Year of Meats) and GMO 
production including Monsanto (All Over Creation).  The creative impetus of her novels is similar in 
nature to concerns raised in Giorgio Agamben’s Homo Sacer (1995), about the erosion of a “way of 
life proper to men” into what he calls “bare life.”  What is of most interest in my paper, however, is the 
role of plants as a key motif of her works.  My readings place ultimate emphasis on the way in which 
Ozeki’s narratives open up possibilities for positive aspects of globalization, in which people can be 
brought together across national boundaries in a joint search for what it is that should be protected 
from the forces of global capitalism, on the scale of everyday life.

Panellist 3: ウッド • マイケル (Michael Wood)

Invasive Species as Cultural Disruption:
   The Case of Black Bass in Lake Biwa

Lake Biwa is Japan’s largest freshwater body and sits in the heart of the archipelago.  As a source 
of hydro-energy for the Kansai area, the importance of this lake for industrial and commercial 
sectors is clear. Following outbreaks of red tide and blue-green algae blooms and the subsequent 
grassroots sekken undô movement in the 1970s, it has also come to serve as a symbol of success 
for the Japanese environmental movement and an important stage upon which the shifting 
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relationships between human community and the environment are dramatized.  More recently, it 
has also become a battleground in the fight against invasive species, namely the largemouth black 
bass. Kurita Manabu’s world record bass taken from these waters in 2009 has only intensified a 
war over these fish.  As with any war, there is an important cultural component that informs how the 
struggle between species plays out. For it is not simply an existential struggle between species on 
a single lake, but also a cultural, social, and economic conflict amongst human populations on a 
planetary scale that defines this struggle.  In looking at the black bass in Lake Biwa from an eco-
cultural perspective, I argue that the problem of invasive species demonstrates the limits of not only 
biological diversity, but also the impossibility of convivial cultural relations on the Lake.  But while the 
fate of endemic species in direct competition with black bass may seem bleak, in problematizing the 
concept of the convivial, I also hope to open a convivial space in which scientific methodologies and 
cultural studies work together toward better understanding pressing environmental concerns today 
such as invasive species, bio-diversity, and rapidly changing ecologies.

6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-205

東アジアの共生とテント演劇「野戦之月・
海筆子」— 魯迅を糸口として —

櫻井 大造 ( 野戦の月 )

羅 皓名 ( 明治大学教養デザイン研究科 )

丸川 哲史 ( 明治大学教養デザイン研究科 )

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語

朝鮮半島や東アジアの海洋など、東アジア地域の国家間の緊張状態に私たちは直面している。このような
緊張状況において、どのように他者と共に生きることができるのか――つまり他者との「共生」が現時点
における最大の実践テーマとして浮かび上がって来ている。この東アジアにおいて「共生」を追求するた
めには、政治経済の次元にもまして、やはり文化次元において如何なる思考や実践が必要であり、また可
能なのかを問う必要があろう。
このパネルの主たる素材である《野戦の月 = 海筆子》テント劇団は、日本、台湾、大陸中国など東アジア
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で何度もテント公演を行ってきたが、その経験の中で、これまで様々な地域 = 都市間のメンバー同士の共
生関係を作って来た。この共生関係はテント参加者間の協力関係に限らず、またテント集団とテントが建
てられた場所との共生関係をも含んでいる。言い換えれば、人を単位とする「共生」だけではなく、空間
と空間の「共生」をも形作って来たのである。「東アジアの都市 = 地域間の共生経験」は、実にこのパネ
ルにおいて展開すべき討論の焦点である。
人と人の関係、あるいは空間と空間との共生を志向する上で、テント芝居のステージで展開されるのはま
た、東アジアの過去から呼び出される「共生」の連続と断絶の相であると言える。つまり、私たちが「共
生」を思考する時、現時点での共生のあり様を問題にするだけでなく、過去の歴史から照射される形にお
いて、現時における自己と他者との間に横たわる断絶の深さが理解されなければならない。それによって
こそ、現在と歴史との相互浸透を深化させることができよう。またそれによってこそ、既存の思考を打破
し、現在の「共生」を活性化させて未来を展望できるのだろう。「歴史の次元を活性化させる」――これ
もこのパネルの核心部分である。
そこでもう一つ、東アジアの歴史の経験を活性化させるためモメントとして、あの「魯迅」が呼び出され
なければならない、と本パネルは考える。魯迅は、実に東アジアにおいて戦争と革命と植民地化とが最も
大きな暴力を振るった時期に登場し、いまだ汲みつくせない文化資源 ( 言葉とイメージ ) を遺したと言え
る。魯迅こそ、自らの作品と態度によって、最も「共生」が困難となった歴史条件における最低の状態―
―人間及び諸人間の最低の状態を描写したことになる。すなわち、魯迅は「人を食う人」というテーマを
もって伝統のみならず近代をも批判したのであり、また全く革命の意味を理解しないまま革命に参加する
阿 Q を登場させて、アジアにおける社会変革の条件を考察したのだと言える。

《野戦の月 = 海筆子》テント劇団は、もちろんかつて魯迅をテーマ化して来た経験がある。ただし、魯迅
はその都度のテーマとして呼び出されたわけではなく、むしろこのテント劇団の文化的態度としての通奏
低音であったと言えよう。魯迅を一つの糸口として、テント演劇の東アジアにおける可能性を考察すると
ともに、東アジアにおいて追求されるべき文化実践のあり方そのものを探ってみたい。
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6/29
[SUN]

15:30
      -17:30 @ H-203

占領の裂け目 Convivial!?
天✖制 / マッ✖ーサー / キ✖スト教
A Rift in Occupation: Convivial!?
- Imperial Regime/MacArthur/Christianity

高栁 昌久 ( 国際基督教大学高等学校 教諭 )

Masahisa Takayanagi (ICU high school teacher)

高原 太一 ( 東京外国語大学大学院 )

Taichi Takahara (Tokyo University of Foreign Studies)

高橋 絢子 ( 一橋大学大学院 )

Hiroko Takahashi (Hitotsubashi University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語

本発表では、ICU の歴史を手掛かりに＜いま・ここ＞がどのように成立したのか、その系譜学を解明したい。
　フーコーは知識人の仕事として、「現在を、ないこともありえたものとして、あるいは、現にあるとお
りではないこともありえたものとして立ち現れさせながら語ること」を求めた。
　それならば私たちが分析する地点、それこそが、ICU 本館ではないか。
　現在、大学の講義が行われ、またカルタイの会場でもある「本館」は、戦時中、中島飛行機の三鷹研究
所として使用されていた。その建物を誰が造ったのか？その全てが明らかとなっている訳ではないが、多
くの朝鮮人労働者が関わっていたと言われている。
　本館では、近隣から動員された学徒も働いていた。カルタイにも多くの高校生が参加しているが、当時
の女学生はその日常をこう回想する。「唯一の楽しみは工場で出される昼食である」。ICU 高校教諭、高栁
が軍需施設として機能していた頃の「本館」について発表する。
　国際基督教大学は、日本とアメリカから寄せられた募金をもとに戦後建てられた。このストーリーは広
く語られているが、「日米合作」の ICU 建学に関わっていたのは理解あるキリスト教徒にとどまらない。
昭和天皇、高松宮、マッカーサー、ジョゼフ・グルーなど、占領期を代表するアクターたちが影になり日
向になり建学を支えた。卒業生である高原が、大学に残された写真を手がかりにその創立史を解体する。
　ICU と同じく昭和天皇やマッカーサーらによる「日米合作」である安保体制は、日本国内のナショナリ
ズムと反米意識の高まりを受け、マッカーサー元帥の甥にあたる駐日米大使、ダグラス・マッカーサー 2
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世を仲介人として改定交渉が行われることになる。高橋は、1957 年から 1961 年まで駐日大使を務めた
マッカーサー 2 世が交わした電報から、「親米国家」としての日本を維持するため日米両政府の間で「独立」
や「平和」という言葉が様々に解釈され、また組みかえられていった経緯を考察する。
　ICU ならびに戦後の「裂け目」を導いた天皇制／マッカーサー／キリスト教。この三つ巴を Convivial（共
に愉しく）と呼ばず、なんと呼ぶ！
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6/28
[SAT]

12:00
      -15:00 @ H-215

私たちの政治：30 秒で訴えろ！
Our Politics

青山 鉄兵 ( 文教大学 )

趙子男 ( ほぼ店長 )

Commentator:

Assistant:

今、若者たちは何を考えているのか・・・なんて言ったら、あんな会長が牛耳る NHK みたいなのでいや
だ。いやだけど仕方ない。このセッションは、今、若者たちは何を「問題」だと考えていて、そしてそれ
をどういう風に表現するのかを、大人に見せたり、お互いが見せ合ったり、もっと若い人たちに見てもらっ
たりして、みんなで話し合いながらもっともっと考えて、表現の仕方も学んでいこうという時間です。発
表者は ICU でカルスタを学んだ学生たち。それぞれが 30 秒のビデオの中に思いやメッセージを込めます。
そこに映し出されたテーマを討論したり、あるいは表現形式を批評しあったり。出入り自由、発言自由の
3 時間、でもお客が少なければ 2 時間です。NHK の若者討論的な雰囲気だけにはしたくない。結局大人
がおいしいとこ持っていくからね。そんな奴らに訴えろ！

Presenter 1: 佐野 このみ　　『ICU に点字ブロックを設置しよう！』

Presenter 2: 八鎌 健太   　　『なぜ私たちはひきこもるのか』

Presenter 3: 川脇 大   　　　『動物の尊厳』

Presenter 4: 小泉 祐太郎　　『一票の格差』

Presenter 5: 長内 憲人　　　『“ ヒロシマ、ナガサキに鶴をください ” を考える』

... 他参加予定 !

日本語
English
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6/29
[Sun]

10:30
      -12:00 @ H-215

「他者」の映像記録を物語化することはいかにして
可能か？―ローカリティ／ジェンダー／映像人
類学の観点から「物語」の可能性を展望する
How Can We Represent “Others” through 
Cameras?: Visual Anthropology and 
Documenting “Others” from Perspectives 
of Locality and Gender

杉田 このみ ( 文化学園大学／専修大学 )

Konomi Sugita (Bunka Gakuen University / Senshu University)

田沼 幸子 ( 大阪大学 )

Sachiko Tanuma (Osaka University)

中垣 恒太郎 ( 大東文化大学 )

Hirok  Takahashi (Daito Bunka University)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

日本語

20 世紀後半以降、カメラの小型化と廉価化、また高画質での長時間録画が可能となったことにより、女
性の映像作家がかつてない形で多く現れるようになり、「セルフカメラ」の手法による「自己」や家族と
の関係性を探究する試みや、国境を越え、外国にて映像制作活動を展開する自主映画作品も顕著な動きを
示している。「映像／カメラ」が身近な存在になってきたと同時に、カメラを向ける「主体」について問
い直す近年の動向を反映して、従来のドキュメンタリーに対する概念も変容を迫られている。「映像人類学」
をめぐる理論と歴史、近年のフェイク・ドキュメンタリー（モキュメンタリー）の動向をも含めて参照し
つつ、「他者／異文化」の「物語」（記録／表象）を再生成することの可能性と問題点とを展望してみたい。
本パネルは二人の実制作者による報告を軸にしている点に特色がある。今日のメディア環境において「カ
メラ」はごく身近な存在であり、カメラを向けられることによって、不思議と私たちは饒舌に自分の物語
を語ってしまう傾向にある。「カメラ」を通して物語る人々の映像記録を繋ぎ合わせることにより、何が
見えてくるのか。
文化人類学者の田沼幸子は、フィールドワークのためにハバナを訪れていた大学院生時代に、キューバ
から欧州・ 南米・北米への移住を選択・決断した若きキューバ人たちの軌跡を描いた映像作品『Cuba 
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Sentimental』（ゆふいん文化・記録映画祭受賞、2011）、『Cuba Sentimental、旅の記録』（2012）を
制作・発表し、単著『革命キューバの民族誌――非常な日常を生きる人びと』（2014）を著すなど文化
人類学者として活躍する傍ら、若手研究者を中心に映像人類学の新たな可能性を模索する「Anthro-film 
Laboratory」と題したプロジェクトを展開している。
また、映像作家の杉田このみは郷里・松山を軸に映像制作活動を続けており、映像プロジェクト『今日、
この島に私がいます』（2011）では、瀬戸内海の離島で夏を過ごす友人たちとの映像記録をもとに、現在、
離島、地方に住む人々の暮らしや問題点を重ね合わせていく。小説家・志賀泉氏と共同制作したドキュメ
ンタリー映画『原発被災地になった故郷への旅――福島県南相馬市』（2013）は、志賀氏の故郷である福
島県南相馬市を旅した際の映像記録であるが、両作品に共通するのは、「地方」において登場する人物が
それぞれの思い出を「物語る」映像記録となっていることである。
グローバル化、中央と地方の格差がより一層進行している今、「地方」を舞台に映像制作（および民族誌研究）
を続けている二人の女性映像作家・研究者による実作への取り組みを軸に、「他人」の「物語り」を「映像化」
／「記録」し、新たな「物語」を生成することの可能性（と限界）について様々な観点から検討していき
たい。来聴者との「対話」を特に重視したい。

Within two decades, as developing technology such as cameras and web-media, commitments of 
recording and showing video has been close to our lives, and changed our ways of self-expressions. 
Nowadays everybody can release their film works online. With today’s smaller, high quality cameras 
the number of female directors even into commercial film industry which had been male-dominated 
has increased. In addition to this, developments in technology have affected some trends of 
filmmaking ways such as fake-documentary (mocumentary) or candid cameras. Due to this, 
directors use the camera as a kind of first person narrative to explore the theme of existentialism; 
searching for our own identities. Besides, reality TV trends have focused on how people behave 
with their consciousness of being recorded by cameras. Furthermore, recently young generation 
independent filmmakers in Japan have extended their fields into foreign locations such as Asia. 
Thanks to developments in technology, filmmaking is crossing over national boundaries. Nowadays, 
the concept of the documentary has been re-defined and allowed us to reexamine how we face 
"ourselves" and "others" through cameras.             
This panel session will analyze current trends about visual expressions under the age of reality TV 
and Youtube. Referred with theories and tradition of "Visual anthropology," possibilities and problems 
about documenting and facing with "others" through cameras will be examined focusing on locality 
and gender perspectives. This panel also includes two Independent filmmakers' reports. As first 
presenter, Sachiko TANUMA, who is a cultural/visual anthropologist and released a documentary 
work, Cuba Sentimental (2010), will introduce her latest project Anthro-film Laboratory. The second 
presenter, Konomi SUGITA, an independent filmmaker, will present her project about locality themes. 
Finally, Kotaro NAKAGAKI will overview the latest tendencies in mocumentary works in dealing with 
representing “others”. After each presentation, the panel will invite a dialog with the audience.
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6/29
[Sun]

13:00
      -15:00 @ H-215

コミュニティを横断する
Cross communities

中森 圭二郎 ( 映像レーベル地球 B)

Keijiro Nakamori (Label earth B)

茂木 秀之 ( 蛇口文庫 )

Hideyuki Mogi (Jyaguti bunko)

新美 正城 (Give me little more)

Masaki Niimi (Give me little more)

モリ テツヤ (Forest Books)

Tetsuya Mori (Forest Books)

Mizutama Araki (FIGYA)

Panellist 1:

Panellist 2:

Panellist 3:

Panellist 4:

Panellist 5:

日本語

インフォショップとは、自主流通 CD、DVD、T シャツ、ZINE などを取り扱い、社会運動の情報やアンダー
グラウンドなネットワークで流行のカルチャーの情報を得ることができる拠点。そんなインフォショップ
が今、日本のあらゆる都市に生まれつつある。震災以降の移住、小商い・住み開きなどスモールスケール
ビジネス、半農半 X など新しい生活スタイルなど、いろんな言葉が飛び交っているが、始めている人は
始めているし、これから始めようとしている人もいる。やっている人はインフォショップだと思っていな
いかもしれない。人が流れ、溜まる場所が各地で生まれているので、次の展開はきっと、インフォショッ
プのような拠点を転々とする移動が生まれていくに違いない。それはインフォショップ同士の交流でもあ
るし、違うレイヤーに触れる体験でもある。まだまだコミュニティの横断が始まったばっかりなので、こ
こで一度ギャザリングして、各インフォショップや拠点の報告をして、面白い試みを考えたいと思います。

Infoshop is a base which sells some self-published CDs, DVDs, T-shirts, zines and give some 
people the information of social justice movement and of the fashionable culture in the underground 
network. Now there are many infoshops in Japan and some people cross communities.  In this panel 
the infoshop owners will gather and report, plan the interesting project. 
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6/29
[Sun]

第一部 12:00-13:30
第二部 14:00-16:00

@ H-204

沈黙を強いる空気と、
それに抗する表現の可能性
 ～福島県立相馬高校生の演劇と映像作品に触れる～

簑野 由季 ( 福島県立相馬高校卒業、山形芸術工科大学 )

渡部 義弘 ( 福島県立相馬高校教員、同高校放送局顧問 )

植松 青児 ( カルチュラルタイフーン 2014 実行委員 )

Guests:

Commentator:

日本語

第 1 部 : 小演劇の録画 DVD 上映

福島県立相馬高校放送部の高校生が制作した演劇作品「今、伝えたいこと（仮）」を、最終上演（2013 年 3 月、
約 30 分）の録画映像にて紹介し、ゲストの簑野さんと渡部さんにお話を伺います。この小演劇は、東京
新聞で脚本が連載され、日本ジャーナリスト会議の「2013JCJ 特別賞」を受賞するなど、高校演劇の枠
を越えて大きな社会的反響を呼びました。この作品では、大震災と福島第一原発事故によって大きなイン
パクトを受けながら、その大きな出来事を話題にすることも難しくなっている地域社会の「空気」と、そ
の中で３人の高校生がどのように対応、あるいは抵抗したか（あるいは抵抗できなかったか）が、おそら
く地域に住む当事者だけが表現しうる鋭さで描かれています。その「空気」＝生き生きと生きる力を奪っ
ていく同調圧力＝は、濃淡の差こそあれ、未来の日本全国を覆っていく（あるいは過去に覆っていた）も
のであり、この小演劇に登場する高校生の姿は、福島以外の地域に住む誰かの過去であり、誰かの未来か
もしれません。では、演劇を作ったり、その他の方法で表現することは、果たして「生きるための空気を
手に入れる」方法になりうるでしょうか。この第１部では、できたらそういう次元まで踏み込んで議論で
きたらと思います。

第 2 部＝映像作品上映

この 4 月放映された NHK 番組「東北発未来塾」の企画で、簑野さんを含め 3 人の相馬高校生が、映画監
督・是枝裕和氏（『そして父になる』で第 66 回カンヌ国際映画祭審査員賞）のアドバイスを受けながら
映像作品を制作されました。
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この第 2 部では、番組では放映されなかった完成版の映像作品（ドキュメンタリー 2 作、ドラマ 1 作、
合計で約 30 分）と、その制作プロセスを記録した映像を上映し、簑野さんを交えて意見交換の時間を取
りたいと思います。完成した映像作品の１つについて、是枝氏は「あなたの人柄や友だちとの付き合い方
がよく出ている。僕には撮れないものが撮れている」と感想を述べています（前述の NHK 番組）。３つ
の作品には、制作者自身の「友だちのことを解っていたのかなという後悔」の気持ちなど、さまざまに繊
細な感情が映し込まれています。これらの映像も、福島浜通り固有の問題のみならず、「コンビビアル」（今
回のカルタイ 2014 のテーマ／「共に生き生きと生きる」という意味）についても掘り下げて考える契機
になるでしょう。映像を制作した方々と同世代のみなさんのご参加を期待しております。
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ブース &パフォーマンス

- Booths & Performance -
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新D館
多目的ホール

にて
プロテスト・ソング 

～瞳を閉じることなく、翼を広げることなく、奇跡を信じることなく

presented by: 宮入恭平（法政大学大学院兼任講師）

藤井克彦（國際基督教大学）

「アンチ J-POP」のニュアンスを含みつつ、アコースティック・ギターの引き語りを
中心とするライブ・パフォーマンス。

[SUN] 29th 

13:00-16:00  

屋外
本館付近

にて ファラフェルスタンド
STARS ＆ BUCKS

井沼 睦 ( 神戸大、東京外国語大学 )

本ブースは、イスラエルとパレスチナ両地域で親しまれているファーストフード・ファ
ラフェルを一個２００円ほどで手作り販売する。スパイスの効いたひよこ豆のコロッ
ケを、ピタパンと野菜でつつみ、ヨーグルトソースをかけたファラフェルは、人気ゆ
えに、しばしばどちらのネイティブ・フードなのかと論争される。「いつかファラフェ
ルレストランで議論できる日が来たらいい」あるパレスチナ人は言う。NGO やボラ
ンティア団体を介さず、近所のレストランで、コーヒーを片手に。そんなことは可能
なのか、そんなことは望まれているのか、答えは出ないが、とにかくみんなで、おい
しいファラフェルを食べたい。ブースには、イスラエルとパレスチナのファラフェル
レストランの写真を貼り巡らし、音楽、映像などを利用して、勝手気ままに歌い、踊

り、食べる「コンビビアル」な空間を探る。

[Sat] 28th / [SUN] 29th 

11:00-16:00  

presented by: 
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本館

107
にて

球場のコンビビアリティ
―阪急西宮球場の再現を通して―

杉立 真那 ( 神戸大学国際文化学部 )

このブースでは、ポスター、映像資料、インタビュー資料などを用いることで今は無
き阪急西宮球場の当時の様子を再現し、球場という空間のコンビビアリティを感じて
もらうことを目的とする。 
 球場は、多様な背景を持つ人々が一堂に会するコンビビアルな空間である。そこでは、
まるで宗教の巡礼地のように人々が一体となって存在し、限定された共生の空間を形
作っている。街の中に存在する球場は、人々の拠り所かつ、記憶が交差する空間である。 
 1937 年に阪急職業野球団のホームグラウンドとして兵庫県西宮市に誕生した阪急
西宮球場は、2004 年に取り壊され大型ショッピングモールに姿を変えるまで、野球
や競輪、アーティストのライブのために使用され、人々に親しまれた存在であった。
これは、今は無き球場を人々の記憶や思いから掘り起こし、当時存在していたコンビ
ビアルな空間を再現する試みである。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館

108
にて

娯楽空間と行政　convivial を目指して
～神戸・新開地における風俗街・青空将棋を事例に～

橋本 良汰 ( 神戸大学国際文化学部 )

本ブースは、神戸・新開地における娯楽空間としての福原ソープ街・湊川公園の青空
将棋が、行政権力とのせめぎあいのなかでどう変化してきたのかを当事者へのインタ
ビュー映像などのインスタレーションを駆使して再現し、参加者とともに娯楽と行政
管理との狭間を考察することを目的にします。福原ソープ街では、衛生管理や暴力団
の追放というスローガンの元に警察のチェックが年々強化されている一方で、未だに
多くの人々にとって魅力的な存在であり続けている。湊川公園では、人々が勝手気ま
まに創り上げてきた将棋コミュニティに、区役所が決まった場所で将棋を打つよう働
きかけてきた。こうした「規制」「管理」の風潮の中で、当事者は何を思い、当地は
どういった雰囲気を醸し出すようになっているのか。コンビビアルな空間はどのよう
に奪われ、また実践されているのか。ブース内での共有・再現を試み、一緒に考えて
いきます。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館

115
にて

ルース・カルチャー研究会
稲津秀樹 / 辛島理 / 栢木清吾 ほか ( 関西学院大学・神戸大学ほか )

「ルース・カルチャー研究会」とは、関西一円の大学を拠点する研究者、大学院生、
学部生が、定期的に開催している領域横断的な研究会です。研究会に冠された “loose”
には、「まとまらない」「縛られていない」といった形容詞的意味と、「自由にする」「解
き放つ」といった他動詞的意味の両方が込められ、これらは研究会の形式と内容に反
映されています。文学、歴史学、社会学、人類学といった異なる学問的背景を持つ参
加者が、ルポルタージュ、評伝、エスノグラフィ、記録映画など非常に多岐に渡る作
品を一緒に読み、それぞれの観点と関心から自由な意見交換を行ってきました。この
たびはカルチュラル・タイフーンの会場に間借りして、よりオープンな形態で開催し
たいと思います。カルタイは、これまでの仕事の成果を発表する場であるだけでなく、
共に学び合い、教え合うなかから、「次」に繋がる可能性を探る機会でもあると考え
たからです。今回のテクストは、変貌するイギリスの風景を被写体に、風刺とユーモ
アに溢れた映像を作り続けている Patrick Keiller の一連の仕事です。できるだけ大
勢の方々と垣根なく、ゆるやかに語り合えればと考えていますので、気楽に参加して
みてください。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館

160
にて

カレントプラクティス
～索引的な現代アクトの閲覧室～

小田嶋 裕太 （演劇図書館建設準備室）

《アクト》は行ったり働きかけたりふるまうことや装うことを指す。アクトは人類の
根源的な営みであり、convivial もまたその一例である。よいアクトにはプラクティ
スが欠かせない。ゴルファーは理想のスイングを求め、農家は土を耕す。いま可視域
にあるアクトは数多のプラクティスの上辺を頼りなく漂っているに過ぎず、些細な加
減ですぐに見えなくなってしまう。起きてしまったアクトとプラクティスは、再び出
会うのを望んでいるのではないだろうか。離れ離れの恋人たちのように。
このブースでは２日間に渡り、今日的なアクトの当事者によるプラクティスを巡って
の展示、ディスカッション、上映会、プレゼンテーション、稽古、ワークショップ、
パフォーマンスなどが行われるだろう。あるいは全く違う何かかもしれない。確かな
のは、この空間は閲覧室であるということ。図書館に行くような気軽さで訪ねて来て
ください。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  

本館
2F ラウンジ

にて

どローカル探求＆ブリコラ交易所
太田 明日香（オオタ編集室）

2012 年カルタイ開催地の広島の実行委員会有と、2013 年に初めて出展したブリコ
ラ交易所による共同ブース。どローカル探求は、「ローカル」であることの意味を問
いかけ、他の地方／地方都市／地方都市郊外とのネットワーク形成も目論む。ブリコ
ラ交易所では、福祉施設で作られているかわいい雑貨を紹介する『福祉施設発！　こ
んなにかわいい雑貨本』の販売＆全国の福祉施設のインフォショップ。本を通じて障
害のある人たちのもつ「価値」や「文化」を伝えます。ローカルやマイノリティの姿

から社会の多様性を伝えたい。

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  

presented by: 
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本館
2F ラウンジ

にて

ゆんたく高江
須納瀬 淳 ( ゆんたく高江）

那覇空港から車で約 3 時間。沖縄県北部の東村にある人口約１５０人の小さな村、高
江。やんばる（山原）と呼ばれる、沖縄でも数少ない原生林が残る森に囲まれながら、
人々は生活を送っています。しかしそこに、新しい米軍のヘリパッド（着陸帯）が、
住民に説明がなされないまま建設されています。ゆんたく高江は、東京で音楽やトー
クなどのイベントを行うことを通じて、高江のヘリパッド問題を広く知ってもらうた
めの活動をしています。ブースでは物品販売、高江の写真や基地関連の
資料の展示、来場者とのささやかなトークサロンの開催を予定しています。どうぞお
気軽に「ゆんたく」（おしゃべり）しに来てください。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  

本館
2F ラウンジ

にて セイテキサツイやさん
川越 夏希

主にライブペイントをしながら面白い視点のものを売ります。「性的殺意」と「タイ
ムトラベラー」というシリーズでモノ作りをしています。セイテキサツイはひっそり
こっそりと人の触れてはいけない部分をさらけ出すプロダクトを目指して制作してい
ます。タイムトラベラーは、1993 年にスポットをあてながら、現代に映えるものを
探し研究する企画です。スキーの板のミニチュアや 8cm シングルなどの制作をして
います。

参考 hima://website http://arcade.sakura.ne.jp/

presented by: 

[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館
2F ラウンジ

にて

sai shop
松田 直己（彩鍵社 / sai）

「日常に彩りを加える鍵」を意味する『彩鍵』と壊れたものを元の形や別の形で使用
可能にする『再建』。その２つの言葉をデザインとテーマの根底に制作した楽器、服、
靴、雑貨などの展示販売。

URL: http://saikensya.theshop.jp/

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  

presented by: 

本館
2F ラウンジ

にて

「難民が難民を支援する」を支援する
—難民が作成したビーズアクセサリーの販売

石谷 尚子 (NPO 法人　難民自立支援ネットワーク）

難民自立支援ネットワーク (REN: Refugee Empowerment Network) は、難民、
難民認定申請者、庇護希望者、本国帰還難民、第三国定住難民、国内避難民、支援者
をネットワークで結び、これを基盤として、難民の経済的・社会的自立を積極的に支
援し、彼らの人間としての尊厳を守ること（エンパワーメント）を主要目標とした特
定非営利活動法人です。その主要なプロジェクトの一つである「ビーズ・プロジェクト」
では日本在住の難民と日本人支援者がいっしょにビーズアクセサリーを作って販売し
ています。販売の収益は、制作者である日本在住難民の支援をはじめ、難民への奨学
金やケニアのカクマ難民キャンプの難民が自ら発信するニュスレター「カネレ」の支
援に使い、難民の自助努力を応援しています。難民が難民を支援する試みのひとつで

す。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館
2F ラウンジ

にて

In Her Mind’s Eye:
Developing a women’s mobile photography 

community in Montreal, Canada

Laurel Hart (The University of Tokyo /  Concordia University)

Her Mind’s Eye is an exploratory, creative and contemporary women’s mobile 
photography community that exists both physically (through in-person meetings) 
and digitally (in online social media spaces). The group was designed to support 
women in learning and exploring mobile photography, new technologies, and 
Instagram within an encouraging, flexible, and supportive mobile art creation 
community for women. Through active online and in-person participation, the 
group explores how the community-development strengths and capabilities 
present in social media applications like Instagram can be utilized to create “real 
life” connections between diverse individuals with like interests, in order to form 
city-based, digital/physical composite networks of people interested in artistic 
development. Simultaneously, we investigate how experiences of physical places 
(the cities of Montreal and Vancouver) can be shared amongst us in the digital 
world.
In addition to developing new networks and opportunities for creative growth, the 

group has the goal of exhibiting and promoting each woman’s artwork.

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  
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本館

201
にて

路上のヘイトスピーチ～闘う市民たち
新沼 史子（差別反対女組）

今、日本では、週末毎に主に在日朝鮮人・韓国人に向けたヘイトスピーチ・デモが、
繰り広げられています。レイシズム、ヘイトスピーチに対する対抗として、昨年 2 月
より市民による「カウンター」と称する非暴力の抗議活動が盛り上がり始めました。
しかし、流行語大賞に選ばれたとはいえ、まだまだ日本では「ヘイトスピーチ」と「カ
ウンター活動」への理解が広まっていないのが現状です。
このパネル展では、醜悪なヘイトスピーチの現状と、それに抗議する市民の存在・様々
な活動を知らせるとともに、「表現の自由」の名の元に被害者が置き去りにされてい
いはずがないことを訴えていきたいと思っています。

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
[SUN] 29th  10:00-17:30  

本館

214
にて 安息大学バビロン分校

～心のゲットー、どこですか？～
堀 真悟（安息大学／早稲田大学大学院文学研究科）

わたしたちはここに安息大学バビロン分校の設立を宣言する。東京バビロンをスーダ
ラにサバイブするため、不定期で「安息大学 ZINE」をばらまいたりゲットーを訪問
したりバビロンを徘徊したり、安息したりしています。
　今回はカルチュラル・タイフーン 2014 をマイクジャックし、ゲットーをキーワー
ドにした出張講義（？）を行ないます。といっても、安息大学は誰もが非常勤講師で
あり学生！　 お茶やお菓子や ××× を持ち寄って、あなたの心のゲットーについて語
り合いましょう。もちろん ZINE も置いてます。　また、ZINE 掲載用の対談「ヒッ
プホップに見る夢」、「家とゲットーと私」も公開収録予定！　有象無象の安息クルー
が吐き出すリリックをお見逃しなく！「奇跡よりも軌跡　 なぁそうだろ？」ZORN 
aka ZONE THE DARKNESS　「わかっちゃいるけどやめられない！」ハナ肇とクレ
イジーキャッツ

presented by: 

[Sat] 28th  10:00-16:00  
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カルチュラル・タイフーン 2014＠ICU 実行委員会 

- CULTURAL TYPHOON 2014 staffs -

実行委員長 : 田仲 康博
事務局長 : 有元 健

池田 悠輝
植松 青児
内海 彰子

織田 真菜実
小笠原 寛明

落合 斐子
栢木 清吾

鰍澤 恵美里
金井 奈穂

蒲田 みずき
上口 優花
榧場 理佳
河田 優希

河村 南州果
川村 覚文
栗栖 由喜
佐藤 晋作

島 晃一
高橋 絢子
高原 太一

高見 あや子
田中 東子

崔日善
出口 優夏
戸塚 真理

仁平 千賀子
長谷川藍子
挽地 康彦

Peter Muehleder
深澤 冠

藤井 遥香
松田 千広

村瀬 萌
森本 理紗子

渡邊 友美
山本 敦久
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