
講師：大澤聡

新・批評家育成サイト

 

第 2回

 文学

テーマ

「文学のリハビリテーション」

課題提出締切｜ 2018年6月18日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年6月25日（月）

現段階の体力測定という意味もこめて、とにもかくにも全員に文章を提出していただきたい。だから、わた

しからの課題は今期も内容上の自由度を高めに設定しておきます。以下のとおり。

《文学作品を3点えらび、1点につき700～800字で論評せよ。それぞれに小タイトルも付すこと。3つの短い

批評文（あるいは書評）がならぶ以外には何も付け加えてはならない。》

ここでいう「文学作品」は自分なりの定義にもとづいたものでかまいません。というよりも、事前に手のう

ちをごっそり明かしてしまえば、「3点のセレクトによってあなたの考える文学を批評的に表現してくださ

い」、これが課題の趣旨です。ですが、注記したとおり、「批評的に表現」の部分を独立的に言明するには

およびません。3点ならべてもらえば、それだけで意図は伝わるでしょうから。
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いまのところ文学のメインストリームにカウントされてはいない断片たちをつかまえて、文学の外延の拡張

を試みること、それこそが文芸批評のミッションだとわたしは考えています。言葉をかえれば、これは全体

性を思考するということでもある。

ちなみに、最近『教養主義のリハビリテーション』という本を出しました（このタイトルはじつは次回講師

の高橋源一郎さんの初期エッセイへのオマージュでもあったわけですが）。第4章では、「全体性」につい

てあれこれ語っていますので、ヒントくらいにはなるかもしれません。そこでわたしが伝えたかったこと

は、「いま見えている全体はニセの全体かもしれないよ」という1点につきます。

3点という日本的箱庭のような限定性のなかで、ぜひ文学の全体性の提示（全体性という思いあがりの危険

にきっちり配慮しつつ）に挑戦してください……なんていうと、きっと過剰に構えてしまうでしょうから、

基本的には現時点で論じてみたい作品を自己紹介がてら3点えらんでもらえば、とりあえずはオーケーで

す。

■

＜運営による追記：今回提出されたすべてのテキストに対するチューターからのコメントはこちらからご覧

ください。＞

課題提出者一覧
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講師：鴻巣友季子

新・批評家育成サイト

 

第 4回

 文学

テーマ

「翻訳、とくに古典新訳におけるle plagiat par

anticipationについて考察してください。」

課題提出締切｜ 2018年7月16日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年8月1日（水）

参考テキストは拙訳の『風と共に去りぬ』（新潮文庫1～5巻）です。

le plagiat par anticipationは英語にすれば、the plagiarism by anticipationです。ピエール・バイヤールやウ

リポ工房が使った言葉だそうで、わたしはひとまず、「先取りの剽窃」と訳しています。

しばらく前にSNSでも話題になりましたが、若い読者に大友克洋の漫画を勧めると、「なんですか、これ。

既視感のあるパクリばかりじゃないですか」などと言ったという。
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ある時代のある領域の世界観を丸ごと変えてしまうほど強力な作家や作品というものがある。その影響をさ

まざまに受けた後続の作品が生まれる。しかし後世の読み手は先にそれらを読むため、後からオリジナル作

に触れると、むしろそちらの方が盗作のように感じられてしまう。そういう現象を指します。

そこからもう少し意味を拡大し、「時間的に先行する作品が、読者の目を通じて後世の作品に影響を受ける

こと」「影響の時間的転倒」なども含めて考えていただければと思います。

翻訳というのは原作より先に存在することはできない。本質的に（ハロルド・ブルーム風にいえば）「遅れ

てきた者」です。不可避的に「未来の読み」を被るものです。それが特にオリジナルから時間を隔てた古典

新訳であれば、なおさらでしょう。

さらに、遅れてきた者＝翻訳者のなすべきこととはなにか？翻訳で読む読者は、オリジナルで読む読者に対

してどのような位置にあるか？などについて、考察していただいても良いかと思います。

■

＜運営による追記：今回ゲスト講師より提示された文字数制限は「3000字以下」です。また、今回提出され

たすべてのテキストに対するチューターからのコメントはこちらからご覧いただけます。＞

課題提出者一覧

   

春木晶子

77

 0

灰街令

77

 0

岡 俊一郎

76

 0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VYjr5HzuBkLXipC88P-8tbL7bXfNqOMCiTwUBvmHKEc/edit?usp=sharing
https://school.genron.co.jp/works/critics/2018/students/harukishoko/3144/
https://school.genron.co.jp/works/critics/2018/students/hitsujinohane95/3113/
https://school.genron.co.jp/works/critics/2018/students/soka/3146/
http://school.genron.co.jp/


講師：土居伸彰

新・批評家育成サイト

 

第 5回

 ポップカルチ

ャー

テーマ

「ポップカルチャー的事象があなたを集団化し、再び

孤独化する可能性をもった瞬間について（もしくはそ

の瞬間をベースにした批評を）書いてください。」

課題提出締切｜ 2018年7月30日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年8月9日（木）

自分が「ポップカルチャー」の枠の講師に入っていることに気づいて驚きました。なぜなら、僕自身の執筆

のキャリアは、短編作品をはじめとする大衆文化では「ない」アニメーションの可能性についての考察から

始まったからです。（その成果は『個人的なハーモニー　ノルシュテインと現代アニメーション論』という

書籍にまとまっています。）

しかし確かに、最近、僕はポップカルチャーと呼びうるものについて思考をめぐらせつつあるのかもしれま

せん。実際、『21世紀のアニメーションがわかる本』はポップカルチャーの領域にも足を踏み入れるもので

 ツイート 36
いいね！ 0

https://school.genron.co.jp/works/critics
https://twitter.com/share
https://school.genron.co.jp/works/critics/2018/subjects/05/
https://school.genron.co.jp/works/critics/2018/subjects/05/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E7%9A%84%E4%BA%8B%E8%B1%A1%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%82%92%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%8C%96%E3%81%97%E3%80%81%E5%86%8D%E3%81%B3%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%9E%AC%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%9E%AC%E9%96%93%E3%82%92%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E6%89%B9%E8%A9%95%E3%82%92%EF%BC%89%E6%9B%B8%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%20%E2%80%93%20%E6%96%B0%E3%83%BB%E6%89%B9%E8%A9%95%E5%AE%B6%E8%82%B2%E6%88%90%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88&url=https%3A%2F%2Fschool.genron.co.jp%2Fworks%2Fcritics%2F2018%2Fsubjects%2F05%2F&hashtags=%E6%89%B9%E8%A9%95%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%A1%BE&via=genronschool&related=genronschool
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc&q=https%3A%2F%2Fschool.genron.co.jp%2Fworks%2Fcritics%2F2018%2Fsubjects%2F05%2F
http://school.genron.co.jp/


した。この本は今世紀に入ってのアニメーションの変化について、世界的な市場を視野に入れた劇場用長編

から、鑑賞される範囲がきわめて限られる短編まで網羅して語ろうとするものでした。いやそれどころか、

他の表現分野においても、きっと同じようなことが起こっているはず、というボンヤリとした確信とともに

書いた本でもありました。

そんなようにあいまいで広い射程を持たせようと思ったのは、僕自身の関心というかカルチャーに対する原

体験が短編アニメーションそのものになかったからかもしれません。僕が物量的に最も多く吸収してきたの

は（まだ何かを執筆したことはないですが）インディーズを中心としたポピュラー音楽であり、（いまちょ

うど初めてのまとまったものを執筆中ですが）ゲームでした。マンガや映画も、おそらくアニメーションに

比べれば断然多い。今回、批評再生塾に講師として呼ばれたことは、そして、「ポップカルチャー」の枠で

講師を務めることは、僕自身のアニメーション論が、アニメーション以外で積み重ねたポップカルチャーの

経験を元に、それをアニメーションに援用するものであったという自分の立ち位置を再認識させてくれまし

た。

そんな気づきを元に課題を考えてみました。とても抽象的に言えば、あなたはなぜここにいるのかを考えて

みてください、ということかもしれません。

具体的に書いていきます。自分が今ここにいてこのようなことをしているのはなぜだろう？と考えたときに

ふと思い出すのはとりわけ音楽との遭遇です。音楽というか、むしろ特定の音でしょうか。中学生のときに

背伸びして買ったオアシスのセカンドをCDラジカセで聴いて、一曲目「ハロー」のイントロのギター音を

「うるさいな」と思ったことだったり、高校生のときに背伸びして買ったビルト・トゥ・スピルの『キー

プ・イット・ライク・ア・シークレット』の一曲目「プラン」をCDラジカセで聴いて「うるさいな」と思

ったことだったり（繰り返し）、ペイヴメントの『ブライトン・ザ・コーナーズ』の一曲目の「ステレオ」

のイントロを聴いてCDウォークマンが壊れたと思ったり、もしくは新宿のタワレコにいたときにフレーミ

ング・リップスの『ソフト・ブレティン』の一曲目「レース・フォー・ザ・プライズ」のイントロが流れた

瞬間、頭をぶち抜かれるような思いをしたことだったり、そういった”イントロ経験”の積み重ねが今ここへ

と自分を導いてきたような気がします。あれらの爆発するようなイントロ音との遭遇の前と後で、世界の景

色もまた随分と変わったなと今になってみれば思いますし、今でもなお、そのとき自分が起こった衝撃が何

なのかを繰り返し考えてしまうのです。

それらの”イントロ体験”は、同じような体験をした、同じような価値観と知識を共有する人たちのいる場所

に集うことで、ある程度咀嚼可能にはなります。でも、どうしても、そこからはみでてしまうものもある。
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それはつまりどういうことかといえば、あるポップカルチャー的事象が見せてくれたもの（これらはコミュ

ニティ内で共有できる）とは別に、その事象のなかに自分だけが見出してしまったものもある、ということ

です。

今回の課題で追求したいのは、その後者の部分です。あるポップカルチャーの事象との遭遇は、確かにあな

た個人としての経験を世代や地域といったコミュニティの経験へと接続するフェーズをもたらしたでしょう

が、さらにその先にまで広がる射程を持っていなかったでしょうか？　極端な言い方をすれば、中間的なコ

ミュニティのその先の、たとえば人類としての経験であったり、もっと極端にいえば、無生物も含めた地球

の経験、もしくは一回性のある宇宙の経験にまで広げていける可能性はなかったでしょうか？　自分が想定

していなかったものが、揺さぶり、そして新たな地平でものを見せてくれたこと。それが、自分を新たなコ

ミュニティに連れていってくれたこと。ここまではよくあることです。ここにいるみなさんならばほぼすべ

ての人が通ってきていることでしょう。ではその先は？　ここにいるようなみなさんなら、同世代、同じ経

験をして、先輩や同輩、後輩たちとかりそめのコミュニティを作りつつも、誰もついてこられないところま

でその広がりと射程を感覚してしまった瞬間というものをどこかに抱えているはずです。そのときあなたに

は何が見えてしまったのか？　それを追求するとき、あなたは再び（いや、初めて、でしょうか）孤独にな

っているはずです。そしてその場所こそが、あなたの批評家としての立ち位置なのではないかと僕は思いま

す。

ちなみに、これらのことは、僕の『個人的なハーモニー』という本の重要なテーマでもありました。ほかで

もないあなたの元にしか訪れず、あなたにしか生きられなかった何かについて認識すること、です。それが

本のタイトルにもなっていた「個人的なハーモニー」でした。今回の課題は、ポップカルチャーがもたらし

たその「個人的な」瞬間を描き出してみてほしい、ということでもあります。ちなみにノルシュテインは、

芸術は時代とともに進歩するわけではない、ということを語っていました。そのときその場所ごとで、宇宙

のなかの自分の立ち位置を確かめていく行為こそが、芸術創造だと言うのです。おそらく、芸術の受容体験

についても同じことが言えるはずです。

改めて課題をまとめます。ポップカルチャー的事象との遭遇によって、あなたには何が見えてしまったの

か、それを今回の課題では文章化してください。その事象が何を見せてくれたのか、だけではなく。課題に

取り組むにあたって、あなたの個人的なポップカルチャー体験をベタにそのまま書いてくれてもいいのです

が、なるべく自分語りを排したかたちで書くことも試してみてほしいということです。「個人的な」瞬間

を、あなただけに固有の固定的で限定された現象として記述することを試みる……それは間違いなく、あな
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たの特有の出来事であるにもかかわらず。この課題は巨大な対象・領域を自らに降ろす経験を目指すもので

す。なので、あなたの既知にすべてをおさめてしまわぬよう、心がけてほしいということです。そのため

に、あなたの経験でありつつあなただけの経験ではないものとして書いてみてください。おそらくそのため

には、文体などの工夫も必要となってくるかもしれません。文章が読み手の脳裏に浮かばせるイメージそれ

自体が重層的かつ流動的に（僕の本が書くところの「原形質的に」）混ざりあうような文体が必要になって

くるかもしれません。僕にとっては、『個人的なハーモニー』という本がその実践でした。音楽体験とアニ

メーション体験が混ざり合うことで（異なるコミュニティの掛け合わせというのも今回の課題のひとつの取

り組み方として有効かもしれません）、僕自身の姿は後景化され、自分だけのものではない瞬間として拓く

ことができました（…と僕は思っています…）。

講師の専門はアニメーション映画ですが、ベースとなるポップカルチャー的事象について、みなさんが取り

上げる題材は何でもかまいません。文字数の指定も特にありません。この課題をきちんとやれば、おそらく

ですが、自分の原点に立ち返るために繰り返し参照しうるような文章が書けるのではないかとなんとなくで

すが思っています。僕自身が読みたい文章もそういうタイプのものです。あなたと宇宙の交流の両方が混ざ

り合った状態の残滓が漂うような文章を、ポップカルチャーとの遭遇をベースに書いてみてください。なの

で必ずしも批評のようなルックにならずともよいのですが、批評としても十分に通用するものが書けたとし

たら大成功なので、そこまで狙ってみてください。批評再生塾という場で取り上げるには勇気がいるような

固有名詞がもたらした十代の頃の原体験をベースにしてみてもいいかもしれません。逆に、大きな地殻変動

を起こせるかもしれませんし。

■

＜運営による追記：今回ゲスト講師から文字数制限はありませんので、批評再生塾の基準である「2000字～

8000字」を選考対象とします。また、今回提出されたすべてのテキストに対するチューターからのコメント

はこちらからご覧いただけます。＞

課題提出者一覧

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJdNRjDYQ1ni-uJVs1LhLDXZac7x336Wxpo8zXUnu2g/edit?usp=sharing
http://school.genron.co.jp/


講師：さやわか

新・批評家育成サイト

 

第 6回

 ポップカルチ

ャー

テーマ

「平成年間（1989～2020）のポップカルチャーで、

この時代の、あるいは人々や社会の、あり方がもっと

もよく描かれている作品や事象を一つ選び、論じてく

ださい。」

課題提出締切｜ 2018年8月20日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年8月29日（水）

≪課題の背景≫

ポップカルチャーとは、ひとくちにいえば、映画やポピュラー音楽、アニメやマンガやゲーム、テレビやイ

ンターネット、その他もろもろなんでもいいですが、受容者として同時代の大衆が想定される文化を指して

いると言っていいでしょう。ゆえにこそ、この手の文化は、政治や社会の動向、またはその構成員の精神を

反映したものとして、分析的に語られることがあります。
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こうした文章には、批評として商業的な需要があります。皆さんがポップカルチャーについて書かれた本を

読めば、多くが、現代社会とか、世界情勢とか、日本とか、日本人、あるいは現代人とか、その中の特徴的

な一部の層、について考察したものとして書かれているはずです。たとえば東浩紀『動物化するポストモダ

ン』（2001）は、その中でも高く評価された本です。

というわけで、これをやってみましょう。具体的には以下の鉤括弧の中を課題文とします。

 

≪課題文≫

「平成年間（1989～2020）のポップカルチャーで、この時代の、あるいは人々や社会の、あり方がもっとも

よく描かれている作品や事象を一つ選び、論じてください。文字数は4000字から8000字（400字詰め原稿用

紙10～20枚）とします」

 

≪条件≫

ポップカルチャー批評は、ポップカルチャーについて一見ペダンティックな、何となくハイブローそうな、

文章を書いたものではありません。そんな文章は掃いて捨てるほどありますから、あなたは書かないように

しましょう。そこで、執筆にあたっては、以下の条件を満たしてください。これはポップカルチャーに限ら

ず、批評で読者を得るために必要なことです。文章は基本的に読者を求めますから、満たすよう頑張ってく

ださい。

①作品や事象、ジャンルについて、全く知らない、聞いたこともない、一般の読者が、その作品や事象の内

容を十分に理解できるものを書いてください。

ポップカルチャーについての文章は、対象が大衆文化であるからこそ、読者がそれについてよく知っている

という前提で書かれてしまいがちです。ところが一方、今はポップカルチャーという言葉とは裏腹に、世の

誰しもが見知っている作品や事象というのはなくなりました。そういう感覚で文化を語ることができたの

は、少なくとも、平成年間よりも前の時代です。だから、あなたは「知らない人」のために書かねばなりま

せん。未知の人に、その文化を伝えるつもりで書いてください。

http://school.genron.co.jp/


②他のどんなものでもなく、この作品や事象こそが平成年間を語るうえでふさわしいと、偽装してくださ

い。

ポップカルチャーは膨大な数があり、本当は、語られるのがその作品や事象でなければならない理由はあり

ません。しかしそれでも、それでなければならないと語ってください。批評というのは読者の価値観を変え

て、波及的には社会に影響を及ぼすものですから、そう説得するのが、批評の技術です。たとえばそれは、

あらかじめ文章の中に反論を仕込んでおくことかもしれません。あるいは同時代の作品と比較しながら、そ

の作品や事象こそ典型的であるとすることかもしれません。また、論理展開の魅力によって読者を引き込

み、「本当はこの作品や事象じゃなくてもいいのではないか」という気持ちを忘れさせることかもしれませ

ん。別に作者が本当にそう意図したかはどっちでもよく、あなたの理屈であって構いません。しかし、そこ

には強い説得力を持たせてください。

③愛情から距離をとってください。

ポップカルチャーは強く人を惹きつけます。だからあなたも、単に「その作品や事象が好きだから」という

動機で批評を書こうとするかもしれません。愛情を持つことは好ましいことです。しかし、その動機のまま

に筆を走らせるのは、間違ったやり方です。なぜなら、この課題であなたが書かねばならないのは、作品や

事象についてでなく、それ以上に、平成という区切られた時代についてだからです。その前提を忘れて愛情

を書くと、読者は「ああ、この人は平成だの社会だのという、普遍性がありそうなテーマを語るフリをしな

がら、自分の愛情を語っているのだ」と思います。それはただ愛情を語るだけの文章以上に、読者にとって

退屈です。

 

≪ヒント≫

上記の文章をよく読んで、課題のキモになる部分を推測してみてください。それに素直に答える形で執筆し

てください。安易な逆張りは必要ありません。あなたの批評家としての能力はそのときに発揮されるはずで

す。以下は、上記の文章を読み、理解できたと思った人のための、より突っ込んだヒントです。

①について。
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あなたはつまり、この文章の読者を想定せねばなりません。とりあえず、その文化のことをよく知っている

人と、全く知らない人の両方、しかもあなたのできるかぎり多数、に届けるつもりで書いてみましょう。し

たがって、あなたが書こうとしている文章を、「批評再生塾の課題」だと思って書いてはいけません。これ

は、あなたのことも、批評再生塾のことも、全く知らない誰かが読むのです。「今回の課題は…」「批評再

生塾では…」みたいな書き方も、当然、避けましょう。

②について。

つまり、あなたが考えねばならないのは、まずその作品や事象のこととか、それに対するあなたの愛情につ

いてだけでなく、平成という時代のことです。どんな時代か考えて、かつそこで、別の理論を接合したよう

なオリジナルな価値観の提示を目指してください（これは重要なことです）。そして、そのオリジナルな価

値観のために作品や事象を語ってください。言い換えれば、あなたは今から書こうとしている作品や事象に

ついて、ことさら好きである必要すら、ないかもしれません。また、もし論理が築けるならば、日本の作品

を挙げなくたっていいですし、もちろんわざわざ「作品や事象」と言っているのですから、パッケージソフ

トのかたちをとっていないものでもかまいません。あるいは平成年間という言葉を単に「1989‑2020年」と

して捉え、グローバルな状況について語ってもいいのです。

③について。

どんな作品・事象をポップカルチャーと捉えるかは書き手にお任せしますが、「ポップカルチャーを批評的

に取り込んだハイカルチャー」などについて書いてはいけません。たとえば村上隆の作品はポップカルチャ

ーの影響がありますが、ポップカルチャーそのものではありません。「それをあえてポップカルチャーと捉

えたい」とか「ポップカルチャーについて自己言及したポップカルチャーの例を挙げたい」という方面での

掘り下げがあってもかまいません。しかしそれにこだわりすぎると今回の課題の要件を満たせなくなるはず

で、それは結局、書こうとしている対象への、何らかの愛情に基づいたものになりがちです。

■

＜運営による追記：今回はゲスト講師より指定の「4000字～8000字」を選考対象字数とします。また、今回

提出されたすべてのテキストに対するチューターからのコメントはこちらからご覧いただけます。＞

課題提出者一覧

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1284ijIXqwTGsuz4csdC03co2mLag8gmRUgBWMKHnXKU/edit?usp=sharing
http://school.genron.co.jp/


講師：黒瀬陽平

新・批評家育成サイト

 

第 9回

 空間芸術

テーマ

「展覧会評を執筆せよ」

課題提出締切｜ 2018年10月1日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年10月10日（水）

ぼくたちが美術作品に触れるとき、多くの場合、「展覧会」という発表形式を通して鑑賞します。もちろん

現在では、ネット上の画像や印刷された図版を介して、膨大な数の作品に触れることが可能ですが、展覧会

という発表形式に取って代わるまでには到っていません。

そして、展覧会そのものを批評する「展覧会評」もまた、美術批評においてはスタンダードなスタイルのひ

とつです。

展覧会評では、美術作品そのものの批評だけでなく、展覧会の枠組みやキュレーションの思惑、開催場所の

文脈、発表時期の意味などなど、美術作品を取り巻く様々な要素を関連付け、その意味を解析しなければな

りません。
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たとえば、近代的な美術批評は展覧会評というスタイルを取ることで、美術作品を「社会」の内側に（再）

配置しようとしましたが、そのような操作が美術に対する言説を拡張し、美術批評というジャンルの形成に

寄与した事実は見逃せません。

つまり展覧会評とは本来、美術作品を作者や美術史といった既存の枠組みから一度解放し、批評の力によっ

て新たな関連性を見出そうとする試みだったのです。

■

ということで、今回はみなさんに展覧会評を執筆してもらおうと思います。

条件は「実際に鑑賞した展覧会を対象にすること」くらいで、あとは自由に書いてもらえればと思います。

複数の展覧会を取り上げてもかまいません。

専門的な美術批評を書いてもらいたいわけではないので、必ずしも狭義の美術展を対象にしなくてもよいで

す。そのあたり、どんな「展覧会」を取り上げるのか、という嗅覚も重要になってくるでしょう。

いろいろと書きましたが、簡単に言えば「展覧会評というスタイルを利用して、おもしろい批評を書いても

らうこと」が狙いです。

どのような批評が出てくるのか、楽しみにしています。

■

＜運営による追記：今回ゲスト講師から文字数制限はありませんので、批評再生塾の基準である「2000字～

8000字」を選考対象とします。また今回は新芸術校とのコラボレーションとして、新芸術校の受講生も同じ

課題に提出が可能です。批評再生塾生の優秀者は、従来通り三名選ばれます。別途芸術校生からも優秀者が

選ばれ、全員がプレゼンテーションを競います。なお、得点も全員に割り振りとなります。＞

課題提出者一覧
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講師：渡邉大輔

新・批評家育成サイト

 

第12回

 映画

テーマ

「2018年を軸に、新たな映画史を構想せよ」

課題提出締切｜ 2018年11月12日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年11月21日（水）

批評再生塾ではこれまでも３年間にわたって、映画（映像）批評をめぐる課題を、さまざまな視角から出し

てきました。1年目は映画の「定義」、2年目は映画の「記述」、3年目は映画の「受容」をめぐる課題だっ

たといっていいでしょう。そこで今年度は、映画をめぐる「歴史感覚」を、批評家として鍛える課題を出そ

うと思います。 

今年度の課題は以下です。

「今年（2018年）の映画をめぐる状況をなんらかの軸にして、映画史の新しい見取り図を作ってください」

【いくつかの補足】 

・ここでいう「映画」「映画史」とは狭義の映画に限らず、あなたが作る「新しい映画史」に関係すると考
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えるならば、どのような作品／表現／オブジェクト／現象を対象にしてもかまいません。 

・「映画史」の範囲ですが、最短でも平成年間（1989～2019）を視野に入れてください。 

・2018年公開の作品を含め、過去から現在まで、「新たな映画史」にとって指標となるような作品／表現／

オブジェクト／現象などを必ず出してください。 

・分量は特にこちらからは指定しません。

この批評再生塾でも何度か話していますが、ぼくは批評の役割とは、「パースペクティヴの組み替え」だと

考えています。ぼくたちはつねに、作品であれ作家であれ社会現象であれ、既存の社会や文化に沈殿してい

るお仕着せの見取り図や方程式にしたがってそれらに接している。しかし、批評的ないとなみとは、人類が

これまでに蓄積してきた多種多様な知見を縦横に参照しながら、そうしたお仕着せのモノサシではない、世

界とぼくたちとの、新たな距離感や布置を作り上げていく作業です。そこに批評をやること、また読むこと

の、ワクワクするような創造性があります。 

さて、この批評が創出するパースペクティヴとは、当然、さまざまなジャンルや表現の歴史にこそ、当ては

まるでしょう。しかも、もともと映画というジャンルは、こうした映画史的記憶の身体化や規範化を他のジ

ャンルよりも強固に求める批評スタイルが、一定の期間、強い知的影響力を担っていたことがありました。

いうまでもなく、「シネフィル」という存在に理念的に仮託されるような批評スタイルがそれです。そし

て、文化全体の教養主義の没落とともに、21世紀に入るころには、そうしたタイプの映画との接しかたもい

つしかリアルなものではなくなってしまった。 

ところが、興味深いのは、近年になって、かつてシネフィルが体現していた映画体験と歴史性との強固なか

かわりかたが、新たなリアリティとスタイルをもって復活しているような気がすることです。たとえば、今

年相次いで刊行された『『ハッピーアワー』論』や『オーバー・ザ・シネマ』といった映画論の話題書は揃

ってこのテーマを意識していますし、手前味噌ながら、今年終了した『ゲンロンβ』でのぼくの連載もある

意味で同じ問題を扱っていました。『オーバー・ザ・シネマ』でも参照された菊地成孔氏の名言を出せば、

いままた、「シネフィルがもう一回オッケーになりつつある」わけです。 

そしてそこには、『『ハッピーアワー』論』の三浦哲哉氏が出す、フランスの映画批評家アンドレ・バザン

がかつてもちだしたという「幼形成熟」（ネオテニー）の例もかかわってくるでしょう。幼形成熟とは、ウ

ーパールーパーが有名ですが、生き物の個体のうち、成体に成熟しても幼体のときの性質がポテンシャルと

して保持されている状態を指します。バザンはサイレントからトーキーへ、そしてネオレオリスモへとい

う、戦後の新たな映画の状況を見ながら、映画とは一見、すでに完成されきった芸術に思えるが、じつはま

だまだわれわれの知らないポテンシャルを孕みもった幼形成熟の状態にすぎないのではないかと考えまし

た。そして、三浦氏のいうとおり、このバザンの歴史感覚は、「ポストNetflix」時代のいま、映画について
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ますますリアルなものになっていると思えます。 

たとえば、ぼくはいま、それこそNetflixでほとんど観たことがなかった『男はつらいよ』シリーズをビンジ

ウォッチ（一気見）することにハマっているのですが（笑）、ストリーミング配信で『男はつらいよ』をつ

ぎからつぎに海外ドラマのように観ることを可能にした今日のメディア的な慣習は、かつて昭和の時代に盆

休みと正月の劇場興行のリズムで観ていた当時の観客たちとはまったく異なる文脈を、ぼくたちの映画をめ

ぐる歴史感覚にもたらすでしょうし、そのことによって、それまでされてきた評価とは全然違ったかたち

で、作品を新たな映画史的パースペクティヴのもとに位置づけることができるようになるでしょう。そし

て、そうした状況の到来には、濱口竜介監督など、新たな映画作家の登場が深く関係してもいるわけです。 

というわけで、今回はみなさんに、2018年の現在から見た新たな映画史の見取り図を大胆に構想してもらお

うと思っています。もちろん、今回の課題をこなすために、オーソドックスな映画史の知識があるに越した

ことはないですが、逆にいえば、歴史とは物語なので、仮にそうした知識がなくとも、いかにも説得力のあ

るオーソドックスな映画史の姿を「捏造」できることも、批評家としての重要な才覚のひとつでしょう。

■

＜運営による追記：今回ゲスト講師から文字数制限はありませんので、批評再生塾の基準である「2000字～

8000字」を選考対象とします。＞

課題提出者一覧

20821388kk
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 ‑
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 ‑
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講師：内野儀

新・批評家育成サイト

 

第10回

 空間芸術

テーマ

「『アーカイヴ』と『レパートリー』」

課題提出締切｜ 2018年10月15日（月）

講評・ワークショップ｜ 2018年10月24日（水）

パフォーマンス研究のダイアナ・テイラーは、〈知〉の伝達という文脈において、「アーカイヴ」を、「耐

久性があると想定されている素材（たとえば、テクスト、文書、建物、骨）、また、その場で消失してしま

う「レパートリー」とは、「身体化された実践／知、たとえば、話される言葉、ダンス、スポーツ、儀礼」

だと定義している。「『アーカイヴ的』記憶は、文書、地図、文学テクスト、書簡、考古学的死骸、骨、ヴ

ィデオ、フィルム、CDといった、変化に抵抗すると想定される諸アイテムとして存在する」。他方、「レ

パートリーは、身体化された記憶を行為化する。即ち、パフォーマンス、身ぶり、口伝え、動き、ダンス、

再生産不能な知、要するに、消えてしまう再生産不能な知だと通常考えられる諸行為」である。

 ツイート 18
いいね！ 7
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「アーカイヴ」と「レパートリー」という〈知〉の伝達のための形態的カテゴリーは、相互貫入的／侵犯的

であり、その卑近な事例は、演劇的表象における「アーカイヴ」としての戯曲テクストと、「レパートリ

ー」としてのパフォーマンス（演出と俳優の語りと身ぶり）である。

以上を参考にし、「動かないもの」（たとえばテクスト）としての「アーカイヴ」と、その場で消えてしま

うが「動きつづける＝可変的」なものとしての「レパートリー」（たとえばパフォーマンス）という記述概

念を使い、芸術文化の諸領域における同時代的課題を、具体的な作家や作品、あるいは事象に必ず言及しつ

つ、批評的に論じてください。

■

＜運営による追記：今回ゲスト講師から文字数制限はありませんので、批評再生塾の基準である「2000字～

8000字」を選考対象とします。＞

課題提出者一覧
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