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巻頭言 

日本比較文学会第 38 回中部大会シンポジウム報告 

「音とコラボレートする」 

岩田和男（愛知学院大学） 

 

前回シンポジウムのテーマ「アダプテーション」に触発されて、今回は音のアダプ

テーションを考えました。「アダプトする」ということが、「新しく使うのに合わせて何か

を変容させる（to alter or modify so as to fit for a new use）」（OED）ことであるの

なら、音とは、まさに、言葉／リズム／映像という新たな契機と絡む（コラボレートす

る）ことで、場合によっては雑音すら、文化的・社会的意味は言うに及ばず、美学的

価値までもが加わる面白いメディアであることに着目したわけです。 
報告は、①音と映画の場合として、楊金娣さん（名古屋大学・院 博士後期）の

「『悲情城市』におけるサウンド・スタディーズ」、②音楽と文学の場合として、大場健

司さん（九州大学・院 地球社会統合科学府博士後期）の「ロックを聴く安部公房―
ビートルズ、プログレッシブ・ロック、シンセサイザー」、③音とことばの場合として、長

澤唯史さん（椙山女学園大学）の「音が「意味」を作り出す――ユーミンによる恋愛

の脱構築」です。内容については Newsletter 14（日本比較文学会中部支部、

2015 年春号）をご覧いただくとして、ここでは、岩田からの課題・質問にどう答えてい

ただいたか、そして質疑応答の結果、議論はどのような深まりを見せたかを報告しま

す。 
岩田が各報告者にお願いした課題は二つありました。一つは、音が付加されると

何が新たになるのか？で、もう一つは、もし「メディアはメッセージである」（マクルー

ハン）のなら、音メディアが言語にアダプトされると、そのメッセージは何か？です。 
一つ目の課題に対する楊さんの報告は、「リアリズムの新たな展開」ということでし 
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た。侯孝賢『悲情城市』における日本映画の影響を「日本を表象する視覚的情

報」と捉えると、それが「音」によって強化されたり、台湾と日本の複雑な関係の表

象として二重構造化されたりすることで、音メディアは不思議な「リアル」を台湾の

映画に付与する、という興味深い指摘でした。それは、台湾の現実に与える「見え

ない日本の影響」となって映画に定着するのです。 
大場さんの報告は、ピンク・フロイドが表象するものを「政治性」と捉えることで、

それがパーソナル化していく過程を明らかにしてくれました。91 年『カンガルー・ノ

ート』における「ごぼごぼ」という音（ノイズ、シンセサイザーの音の比喩でしょう

か？）、ピンク・フロイド『エコーズ』への言及が、安部自身の病と重なることで、70
年代にあった社会的・政治的意味が脱色されていくという、面白い発見です。 

長澤さんの報告は、消費社会を生きる人々にますます適合するように、「現実」

が変容していく文化的過程に関するものでした。ユーミンの歌とは、音が意味に先

行することで、情念の修羅場と化す可能性を胚胎させた「恋愛／失恋の物語の現

実感」が脱構築され、ふわふわとした感覚的「レンアイ」イメージを満喫させるもの

である、という指摘は実に刺激的でした。それが、例えば中島みゆきのストレートな

表現と対置してみることで、それを受容し歓迎する社会の特徴が新たな「現実」感

の傾向として鮮明に浮かび上がるのです。 
これら、何らかの政治性・社会性は、二つ目の課題である「音メディアのメッセー

ジは？」への回答を経ることで、さらに面白い展開を示しました。今回に限っての

話かもしれませんが、「現実をどういうものと捉えるか」に関する明確な違いが、台

湾映画『非情城市』と安部公房『カンガルー・ノート』並びにユーミンの歌（音が歌

詞に付加されたところでのメッセージ）との間に出たのです。シンポジウムのまとめ

で結論したように、それは政治を現実感覚として実感するアジア社会と、経済的

繁栄の代償？としてそれを無化してきた日本社会との差異と言えるでしょう。三人

のご報告は、フロアとの大変生産的な質疑応答を経ることによって、確かに、音と

映像／言葉との関連を徹底的に精読・分析することが、そういう興味深い問題点

を明確に浮き彫りにしてくれることを明らかにしてくれました。自画自賛めくのを承

知で敢えて言います。実に生産的なシンポジウムになったことを素直に喜びたい

です。 
ただ、上述したように、それはあくまでこの三報告に限られる可能性も排除できま

せん。たまたま上手く行っただけなのかもしれないですから。その意味でも、続けて

別の題材による新たな検証を重ねることが必須ですが、それにしても大変面白い

シンポジウムでした。懇親会でのある幹事の発言どおり、音の前に言葉は無力か

もしれないのです。そして、逆説的ですが、止むことのない言葉へのこだわりという

文学の営みの重要性も併せて浮かび上がってくるように思うのです。 
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日本比較文学会 第３９回中部大会のご案内 

 

 

日時：２０１５年 １２月５日（土） 

場所：名古屋大学文系総合館カンファレンスホール 

〒４６４-８６０１ 名古屋市千種区不老町 地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 

名古屋大学ＨＰ 東山キャンパスマップ Ｂ４④の建物です。 

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html/ 

 

１１：３０－１２：５０ 幹事会（文系総合館７階オープンホール） 
       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  大会進行： 龍谷大学 メベッド・シェリフ 
１３：００  開会の辞 愛知県立大学 松本 三枝子 
 
１３：１０－１４：４０  研究発表（発表 30 分、質疑応答 10 分） 
 
1. 李安（アン・リー）の『ラスト・コ－ション』における上海イメージ 

発表： 名古屋大学（院） 陳 悦 
司会： 名古屋大学    星野 幸代 

（休憩 10 分） 
2. 『残菊物語』の音のコラボを考える——アウラ・時間イメージ再考—— 

発表： 愛知学院大学   岩田 和男 
司会： 京都女子大学   武田 美保子 
 

１５：００－１７：２０  シンポジウム 
「SFやメディアにおける科学・災厄表象——文理融合研究の試み」 

 司会・パネリスト： 椙山女学園大学 長澤 唯史 
 パネリスト： 立命館大学   ドゥニ・タヤンディエー 

パネリスト： 成城大学    標葉 隆馬 
                                

１７：２０  閉会の辞：  名古屋工業大学 藤岡伸子 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

１７：２０  総会（会計監査報告）    名古屋大学 星野 幸代 
１８：００  懇親会     司会： 愛知淑徳大学 平林 美都子 

 （グランピアット山手通店：名古屋市昭和区 1-24 052-834-8973） 
 

【日本比較文学会会員以外の方々のご来場も歓迎いたします。】 
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第３９回中部大会 研究発表要旨 

 

「李安（アン・リー）の『ラスト・コ－ション』における上海イメージ」 

陳悦 （名古屋大学・院） 

本発表は中国の人気女性作家張愛玲の原作「色,戒」を映画化した『ラ

スト・コーション』における老上海（Old Shanghai）イメージに着目し、

監督李安が時代背景としての上海イメージをどのように映画化したか、

またその上海イメージと物語の繋がりとを探求するものである。 

 手法としては、映画の具体的なシーンを挙げ、老上海の表象が映画内

テキストとして、プロットと緊密に融合している様を検討する。小説に

言及されていないが映画に付加されている「里弄」、「市民生活」などの

要素、また小説で着筆された「人力車」、「宝石店」、「チャイナ・ドレス」

と言った文化表象を監督がどのように描いているかを考察する。さらに

映画のスパイという主題にも注目し、空間と視線のポリティクスの視点

から、老上海表象に監督がいかに政治、権力という要素を付加している

かを究明したい。 

 

 

「『残菊物語』の音のコラボを考える――アウラ・時間イメージ再考――」 

岩田和男（愛知学院大学） 

 第 38 回シンポジウム「音とコラボレートする」は音のアダプテーショ

ンを考えた。趣旨は報告にあるとおりだが、岩田個人は、発想の端緒と

なった、音が言葉／リズム／映像とコラボレートし、他メディアにアダ

プトされる瞬間についての自らの問題意識を述べる時間を、シンポジウ

ムで持つことができなかった。本発表ではそれに取り組みたい。目的は、

溝口健二『残菊物語』（1939 年）を題材に、映画に音が加わったことと関

連づけてドゥルーズの「時間イメージ」、ベンヤミンの「アウラ」を再考

することである。そのうえで、トーキー映画の出現、すなわち無声映画

に音が付加されたことの文化的・美学的意味について再考する。きっか

けは、ドゥルーズが「時間イメージ」の嚆矢を第二次大戦後のロッセリ

ーニとし、その準備段階をヒッチコックとしているのに、なぜ『残菊物

語』がヒッチコック以上にそれを可能にしてしまったのか、である。 
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シンポジウム 

「SF やメディアにおける科学・災厄表象――文理融合研究の試み」 

 

SF というジャンルには、社会・人間・科学などの未来や可能性を探るという、旧

来の芸術表現とは異なる志向性があり、様々な学問領域からのアプローチが可

能である。 
とくに近年は、大規模な自然災害や社会変動などについての過去の予想や未

来図が改めて注目されている。例えば 2011 年 3 月 11 日の東北地方における

大震災後に、小松左京の『日本沈没』（1973）と SF 的想像力の再評価が始ま

り、笠井潔／巽孝之監修『３・１１の未来—日本・SF・想像力』（2011）という書物に

結実している。一方科学史・科学社会学・STS などの学問分野においても、S. J. 
Doorman ed. Images of Science: Scientific Practice and the Public (1989) 
などを嚆矢として、SF コンテンツにおける社会・科学表象の問題を扱う研究が

増えており、2014 年にも Arthur B. Evans, ed., Vintage Visions: Essays on 
Early Science Fiction や Sherryl Vint, Science Fiction: A Guide for the 
Perplexed のような成果が続々と発表されている。 

今回は日本研究、科学技術社会論、アメリカ文学の研究者がそれぞれの専門

分野から SF やメディアにおける科学と Disaster（災厄）の表象について、その検

討や分析などを行い、対話を通じて文理融合、学際領域研究の可能性を探って

みたい。（文責 長澤） 

 

（発表順） 

「SF における災厄表象――H. G. Wells から現代小説まで」 
              長澤唯史（椙山女学園大学） 

 SFというジャンルはDisaster（災厄）表象から始まった。言うまでも

なく、H. G. Wellesが”The Time Machine” (1896) で描き出した未来の

退化した人類の姿と、地球の終末の風景である。またJ. O. Baileyは、

世界初のSF研究書Pilgrims Through Space and Time (1947) を始める

にあたり、広島と長崎への原爆投下と人類滅亡への恐怖から筆を起こ

した。能天気な宇宙冒険活劇がパルプ雑誌やスクリーンを賑わしなが

ら、一方でSFはとり憑かれたように滅亡や災厄を描き続けている。そ

してその想像力はおそらく9.11以降、ジャンルの枠を超えて現代的表現

の核を成している。 
  本発表ではSFにおける災厄表象の歴史を辿りながら、Steve 
Erickson, Our Ecstatic Days (2005) やCormac McCarthy, The Road 
(2006) などの現代小説の災厄表象との接続を試みる。 
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「極微世界のイマジネーション 
−―SF における入れ子構造宇宙のモチーフについて」 

       ドゥニ・タヤンディエー（立命館大学） 

 極微世界のイマジネーションは、ナノテクノロジーの誕生によって

大きく変容してきた。Eric K. Drexler が 1986 年に出した Engines of 
Creation の影響は特に大きく、ナノロボットが登場する〈ナノパンク〉 
というSFのサブジャンルがアメリカで流行してきた。しかし、日本で

は〈ナノパンク〉は定着しておらず、梶尾真治のSFに見られるように、

２０世紀前半のアメリカSFの黄金時代が夢見た極微の世界像を引き継

いでいる作品が１９８０年代以降にも現れた。 
本発表では、梶尾真治作の「玲子の箱宇宙」（1981）と「神はいか

に、人を愛したか」（1992）という短編を取り上げ、Edmond Hamilton, 
Fessenden’s Worlds （1937）、Ray Cummings, The Girl in the Golden 
Atom（1919/1923）とFitz-James O’Brien, The Diamond Lens （1858）

を比較しながら、梶尾真治が英米圏SFによる極微世界のイマジネーシ

ョンをどのように取り入れて、そしてそれをどのような形に変容させ

たかを考察することにしたい。  
 

「東日本大震災に見るメディア・社会・景観」 

                 標葉隆馬（成城大学） 

 2011 年 3 月 11 日に発生した地震・津波，それに続く東京電力福島第

一原子力発電所事故（以下，併せて東日本大震災と表記する）は，多

様かつ甚大な被害と混乱をもたらした．震災の発生から 4 年半が過ぎ，

その間にも復興に向けた不断の努力が行われてきたが，3000 人に迫る

行方不明者や，続く避難を始めとして，いまだ多くの課題が残る現在

進行形の問題である． 
この東日本大震災は、戦後の日本が経験した最大の災厄であるが、

それは直接的な被害に留まらない。むしろ、社会構造的な問題との相

互作用の中で、災厄のある側面が見えにくくなるという側面が生じる。

しかし、現地の光景を見るならば、その被害の状況は、姿を変えつつ、

いまだに続いている。その光景は、様々な事柄を我々に想起させるも

のでもある。本報告では、東日本大震災をめぐる現状とマスメディア

言論の乖離の分析から、災厄の持つ一つの側面を検討したい。とりわ

け、メディア上における表象と問題関心の収奪という側面から、東日

本大震災を検討したい。 
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支部長便り 

松本 三枝子 

 

  

最近の本支部での研究発表は、アダプテーション、コラボレーションなどの言

葉が躍っている。ジャンルやメディアの境界を越え、人種やジェンダーの境界そ

れ自体の意味を問うような状況の中で、いわゆるディシプリンに基づく学問研究

から大衆文化研究へと、研究の地平は広がり、自由闊達な研究活動が展開し

ているように見える。われらが比較文学会の展望は明るいように期待される。 

 その一方で、人文学や社会科学などの学問分野への評価は下がっているの

ではないかと危惧されることも少なくない。なぜなら、これらの学問分野における

研究・教育の拠点となる大学の学部・学科の再編が模索され、資格取得などの

より実際的な目標設定をできる教育を重視する傾向が顕著になっているから

だ。大学の専門学校化とも言えなくはないが、実務や効率重視の傾向は現在の

日本社会を反映している。そのため、大学教育は以前よりも短期的なヴィジョン

での成果や社会貢献を求められている。 

このような状況の中で、人文学が果たすべき役割があるとすれば、逆境でも「生

きる力」や「考える力」を身につけることである。そのためには、われわれの学会も

さらに活発な自己変革を求められている。若手、中堅の研究者の研究活動の

支援や、活性化など積極的に支部としてもエネルギーを傾注していきたい。 

最後になったが、長く中部支部を幹事として支えて下さった小林かおりさんが 9

月に急逝された。あまりに突然のことで幹事一同言葉を失ったが、生き生きと国

内外で研究活動を展開していた小林さんの姿は我々の脳裏に刻まれている。ご

冥福をお祈りしつつ筆を置きたい。 
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22001155 年年度度のの中中部部支支部部役役員員  

 

支部長： 松本三枝子（愛知県立大学） 
代表幹事： 福田眞人（名古屋大学） 
事務局長： 星野幸代（名古屋大学） 
編集委員長： 長澤唯史（椙山女学園大学） 

会計監査： 田所光男（名古屋大学） 

幹事： 

岩田和男 （愛知学院大学） 林正子  （岐阜大学） 

工藤貴正 （愛知県立大学） 平林美都子（愛知淑徳大学） 

小松史生子（金城学院大学） 藤岡伸子 （名古屋工業大学） 

杉浦清文 （中京大学） 星野幸代 （名古屋大学） 

武田美保子（京都女子大学） メベッド・シェリフ（龍谷大学） 

長澤唯史 （椙山女学園大学）  
  

※支部運営についてのご意見やご提案など、役員の誰にでもお気軽にご連絡下さ
い。研究発表のお申し込みも随時受け付けております。また、みなさまのご意見・ご
連絡等をコンスタントに集約するため、メールでの連絡窓口も設けています。
hikaku-chubu@googlegroups.com をご利用下さい。 
 

事務局からのお願い 

 

■ご異動、お引っ越しなどに伴う登録情報の変更について： 

 ご異動、お引越しなどに伴う登録情報の変更がありましたら、速やかに本部事務
局長 中直一先生（naka@lang.osaka-u.ac.jp）までご連絡をお願いいたします。例
年、本部より「最新版」名簿が送付されてきますが、中部支部ですでに把握してい
る新しいご住所が反映されていない場合があり、照合や修正に手間取ることが多く
なっています。ご面倒ですが、本部へも直接ご連絡下さいますよう、どうぞ宜しくお
願いいたします。 
 
日本比較文学会中部支部ニューズレター第 15 号 
2015 年 11 月 10 日発行 
 発行人 松本三枝子 

 編集担当 長澤唯史 
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