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第 9回 KoSAC、「gnck「画像の問題系 演算性の美学」合評会」  

2014年 12月 20日（土）東京経済大学 第四研究センター４階 4422研究集会室 

評者：森功次（もり・のりひで）1
 

 

 

gnck論文構成 

1. 画像という新しいメディウム 

2. 電子計算機に画像は踊る 

3. 絵画史的な対立としてビットマップとベクターを見る 

4. ドット絵はなぜ美しいのか。記号性の美、十全さの美 

5. 中解像度における美  [ジャギー、アンチエイリアス] 

6. グリッチ「破損した」画像 

7. インターフェイスの美学 [JNTHED「デフォーム」] 

8. 画像の演算性の美学 

 

 

1. まず読んだときに感じたこと――参考文献について 

・ いきなりダメ出しから入るようで非常に申し訳ないのだが、一番最初に抱いたのは「参

考文献無いのか……」という感想だった。参照先を明示して欲しいところ――たとえば

人の発言を引いているところなど――で、しばしば典拠を書いてくれていないので後続

の研究者は困る。（学術論文じゃないからいいのかもしれないが。たしかに芸術批評文

（と一部の哲学文献）では、しばしばこういう教養見せつけスタイルが取られる。ただ、

わたしはあまり好きじゃないです。） 

・ また、先行研究、とくにデジタルアート論やメディア論研究との比較がない（もしかし

たら、あえてそういうスタイルをとっているのかもしれない。ジャーゴンに振り回され

がちな既存のメディア論から距離を置くために……？）ため、主張のどの部分が新規的

なのかがあまり明確ではない。そのこともあってか、現代アート系の何人かの人々が

twitterで新規性についての疑問を提出していた2。一方、この論文を「これまでこうした

議論が芸術批評の文脈でなされることはなかった」という点から擁護しようとしていた

人たちもいたが、そうした擁護が本当に妥当なのかはよくわからない3。 

・ 海外文献をまったく引いてないのも弱み。 

                                                   
1
 日本学術振興会特別研究員、文星芸術大学非常勤講師 morinorihide@hotmail.com 

2
 具体的には、黒瀬陽平、奥村雄樹あたり。詳しくは togetterを参照。

（http://togetter.com/li/720485） 
3
 黒瀬陽平は「ただ、この２つの論考を読んで「すごい面白い！」とか「勉強になる！」と

か「示唆的だ！」とか言ってる人は、単に他の批評を読んでないだけだと思います。」と述

べていた。まあわたしは勉強になりましたが。ただしわたしも、批評文の質としては『美

術手帖』に載ったものよりも、「北加賀屋クロッシング 2013 MOBILIS IN MOBILI -交錯する

現在-」カタログに寄せた二艘木洋行論、梅沢和木論の 2本のほうが断然上だと思う。

（http://mobilis-in-mobili.org/） 
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・ そうした不満をふまえて、先行研究で目についたものをざっと紹介しておく。 

・ 少なくとも、トーマス・ルフ論とかはそれなりの蓄積があるはず。トーマス・ルフの作

品集 Joanna Lehan (ed.), Tomas Ruff jpegs, Aperture Foundation, New York, 2009.あたりは参

照してもよかったかもしれない。 

 そしてちょうど今年、Ingrid Hoelzl & Remi Marie (2014) “CODEC: on Thomas Ruff’s 

JPEGs,” Digital Creativity 25: 79-96という論文が出ていた4。 

 「ルフの作品はまったくの虚無の中に登場してきたわけではない。なぜなら

電子機器をつかうアーティストたちは、デジタル技術やグリッチの美学をこ

こ数十年探求してきたからだ。その出発点には 1960年代のナム・ジュン・パ

イクによる TVイメージの操作があり、さらにはジョン・サトロム Jon Satrom
5

のような、グラフィック・インターフェイス・グリッチ・アーティストたち

もここに含まれる。しかしながらトーマス・ルフは、写真的イメージのデジ

タル保存・配布の新しいモード（JPEG：Web）と新しい美学（pixilation）を芸

術写真の領域に持ち込んだ最初の人であった。」(p.84) 

・ あと『美術手帖』の 2004年 6月号は、特集「フォトグラフィーからデジグラフィーへ」。

この号には河合純枝によるトーマス・ルフ論「トーマス・ルフ：絵画的ヌードの作り方

とは？」がある（ただし「JPEG」シリーズへの言及はない。代わりに「ヌード」シリー

ズについて述べながら、作品とデジタル技術との関わりについて論じている）。 

 「99 年以降の「ヌード」シリーズからは、写真を撮影することから離れ、インタ

ーネット上の“像”を集め、ピクセル構造を変えるデジタル操作を通して、コンピュ

ータで生まれる新しい“像”の実験を行っている。インターネットのポルノ写真に動

きを与え、ごかし、視覚的に邪魔になるディテールを消し、「絵画的ヌード写真」

（ルフの言葉）を生み出した。このヌード・シリーズのための素材を探している

とき、ルフはインターネットにおける“像”は現実を伝えるものではなく、たんなる

エレクトロニクスの助けを借りた視覚的刺激に過ぎないことに気づく。インター

ネットに溢れる“像”の洪水においては、いったいどの“像”がリアルでどれがにせも

のかは区別がつかなくなっている。そこで、ルフは、意味をもたないインフォメ

ーションの“nothing”の“像”に取り組む。そこで生まれたのが、完全に抽象化された

最近のシリーズ「基層」だ。インターネットで集めた日本のカラー・漫画を Photoshop

で完全にぼかし、自分が望む抽象的“像”が得られるまでマルチプルした。」(p.59) 

 「ルフの大型作品はすべて、ディアセック・フェイス（Diasec Face）というテクニ

ックで表装されている。それは、簡単にいってしまえば、写真の表面とアクリル・

ガラスをシリコン製の特別なグルーで貼り合わせたもので、このテクニックをド

イツで唯一やっているのがデュッセルドルフにある写真ラボ、Foto Griegerである。

ルフもこのラボをつかっている。」(p.59) 

・ Webジャーナルworld pictureの 2011年冬号（特集「wrong」）にはHugh S. Manon and Daniel 

                                                   
4
 この論文では、上に挙げた Tomas Ruff jpegsに収録されている論考、Bennett Simpson “Ruins: 

Thomas Ruff’s JPEGs.”も参考文献に挙げられている。 
5 Jon Satromのページは面白いので一見の価値あり。（http://jonsatrom.com/）あと本人の

ブログにも glitchアートが多数挙げられている。面白い。 
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Temkin “Notes on Glitch”という論文がある6。（この論文は、どなたか奇特な方（urlを見

る限り ucnvさんのようだが）が私訳を webに上げてくださっている。すばらしい7。）8
 

 この論文ではグリッチを、〈デジタルな部分へのアナログの介入〉という点から説

明しようとしている。なかなかおもしろい論点だと思う。 

 「われわれはグリッチを純粋にデジタル的な現象だと考えがちであるが、それは

まるで見当違いだ。グリッチとは、アナログ的な生産モードとデジタル的なそれ

とが交差する場所である。デジタルコード変換のブロックごとにレイヤー化され

分解された基底部を暴露することで、グリッチアートはひとつの歪像となる。そ

こではデジタルがアナログ的なものによって邪魔されたのだ（poked）。アナログの

指先がかすめるとき、「デジタルが野生化した digital gone wild」のである。」（第

18段落） 

 

 

2. 分析美学とデジタル・アート 

・ 分析美学界隈では最近 Katja Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art. 2013という本

が出ていて、British Journal of Aesthetics で Dominic McIver Lopesが書評を書いている。

Lopesは A Philosophy of Computer Art (2009)の著者で、この本はアメリカ美学会の賞をと

った。この書評の中で Lopesが結構いいこと言っているので、後でまたとりあげる。 

・ 「分析美学とデジタル画像との関係」という点で小ネタをひとつ紹介すると、初期分析

美学を日本に紹介した重要な美学者のひとりである川野洋9
(1925-)は、コンピュータ

ー・アートの作家としても活動しており、2011 年にはドイツのカールスルーエ・アート

＆メディア・センターにて展覧会「Hiroshi Kawano : Der Philosoph am Computer」を開催

している10。 

・ ほかにも川野洋がかかわった展覧会としては、2006 年の多摩美術大学美術館「20 世紀

                                                   
6
 http://worldpicturejournal.com/WP_6/Manon.html 

7
 https://gist.github.com/ucnv/35d8ff75ef46e1a16f11 

8
 ちなみに音楽の glitch についていえば、Bad Music: The Music We Love to Hate (2004)という

ポピュラー音楽の論文集の中に、「グリッチ」を表題に掲げる論文が 2本収録されている。
Torben Sangild “Glitch – The Beauty of Malfunction” ; Eliot Bates “Glitch, Bugs, and Hisses: The 

Degeneration of Musical Recordings and the Contemporary Musical Work”  
9
 川野洋は竹内敏雄監修『講座美学新思潮 3 芸術記号論』（美術出版社、1966 年）に「分

析美学」という項目を執筆している。末尾には次のような記述がある。初期の分析美学観

をよく表している。 

「分析美学は美学理論や芸術批評の言語分析を仕事とするもので、いわば「メタ美学」

「メタ批評」とでもいわれるにふさわしく、それ自身は、芸術や美意識についての新

しい知識をもたらしたり、それを拡げてくれるいわゆる美学ではないし、また芸術運

動の実践理論である批評でもない。むしろ分析美学は、それらにおける言語使用の形

式的交通整理をおこなう、それ自身は経験的になんら実質的内容をもたない論理的手

続きのマニュアルにすぎないものである。しかし経験科学としての美学や芸術批評運

動が真に効果的な力を発揮するためには、このような高い立場からする理論そのもの

への方法論的反省がつよく要請されるのである。」（川野洋「分析美学」『講座美学新思

潮、第 3巻、芸術記号論』竹内敏雄監修、美術出版社、126頁）」 
10

 http://www03.zkm.de/kawano/ 
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コンピュータ・アートの軌跡と展望――現代アルゴリズム・アートの先駆者・現代作家

の作品・思想」展がある。この展覧会で扱われたのは川野洋のほか、Georg Ness、Herbert 

W.Franke、Harold Cohenなど11。 

 

 

3. gnck論文の意義 

・ 他の文献をあげて gnck 論文のオリジナリティをくさすような作業をしてもあまり意味

はないし、生産的でもない。 

・ あと字数的にほんとはもっと語りたいけども語れなかったこともおそらくたくさんあ

るだろう。gnckをよく知る人達が言うように、やはりこれは総集編的な論考なのだろう。

言葉足らずな部分があるのはしょうがない。 

・ その点をふまえて本論文の意義をどこに見出すべきかというと、私は、お絵かき掲示板

系の作家を取り上げたところにこそ、この論考の意義を見出すべきだと思う12。Pixivの

ようなお絵かき掲示板界隈でどのような文化が育っていたのかを、美術手帖界隈の人に

向けて提示した功績は大きい。 

・ また、中ザワヒデキから二艘木洋行らにつづくアンチエイリアスを軸にしたつながりを

示そうとしたことには一定の意義があるだろう。日本のイラストレーション史に一つの

基軸を作ろうとした点は評価されていい（ここで「イラストレーション」という言葉が

はたして適切なのかどうかは考える必要があるが）。 

 

ただし若干の懸念もある。というのも、お絵かき掲示板系の作家をメインで扱っていると

はいえ、タイトルが示しているように、この論文の主眼はやはりデジタル画像の美学を語

ろうとするところにあるはずだからだ。さらにいえば gnck はその議論を既存の美術史と接

続させようとしているように思われる。そのいわば論文の「主眼」をふまえた上で、以下

では、gnck の議論に即しながら大きく 2 つの懸念を述べたい。ひとつは〈gnck の議論はデ

ジタル画像の美を語りきれているのか〉、もうひとつは〈属するアートワールドが異なる作

品群を並列に論じてしまってはいないか〉という懸念である。 

 

 

4. 第一の懸念：gnckの議論はデジタル画像の美を語りきれているのか 

 

4.1「デジタル」という言葉について 

・ 「デジタル」の 2 つの意味を区別したほうがいいという点は松永くんの指摘通り13。 

1. 電子演算処理によって記録・保存され、かつ
．．

表示される14
 

                                                   
11

 http://www.tamabi.ac.jp/museum/exhibition/061103.htm 
12

 おそらく gnckの初期のモチベーションもこうした作家たちを語るところにあったように

思われる。最後の注で触れられている論文「想像の欲望をめぐって――キャラ・画像・イ

ンターネット」は愛に満ちた文章でとても良い。わたしはこの辺りの歴史をちゃんと追え

てなかったので、個人的にはとても勉強になった。 
13

 「デジタル画像についてのいくつかの整理 - 9bit」http://9bit.99ing.net/Entry/53/ 
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2. 統語論的に関与的な諸性質（SRPs）が（空間的に）デジタルに分節化されている 

・ レゴブロックは前者の意味ではアナログだが、後者の意味ではデジタル15。また Retina

ディスプレイで表示される写真は、前者の意味ではデジタルだが、後者の意味では「ア

ナログ？」になる。 

・ 後者のデジタルは、各要素に意味を見出すことができるかどうかという度合いの問題に

なる。点描画とかはデジタル画像といえるかは微妙なケース？ 

・ gnck論文では、グリッチについて語っている箇所では前者の意味でのデジタル画像、ド

ット絵について語っている箇所では後者の意味でのデジタル画像について語っている。 

 

4.2 デジタル画像の美について 

・ gnck は、〈最小の要素で～しかじかのことを達成する〉という評価をどちらの「デジタ

ル」にも適用し、それをデジタル画像の「美」の説明としているが、その内実は異なる

ように思われる。じっさい、それぞれの「美」について gnck が説明している箇所の表

現は、やや異なっている。 

 「最小単位でありながら、十全に完結している様こそが、ドット絵の美の要件の

一つなのではないか」(168/4) 

 「デフォームは、まさに最小限の手数で人がキャラになってしまう瞬間を暴き出

している。故に奇跡的なのだ。」(174/9) 

 「ここまで述べてきたことは、像の現前とは、そもそも絵が持つ魔力（＝魅力）

であり、最小限の手数でそれが十全に成立しているものは、それゆえにこそその

メディウムを明らかにし、そしてそれは美しい、という話である。」(174/10) 

 この各評価の内実については、本日皆でもう少し考えてみてもいいだろう。

【要討議事項】 

・ しかしドット絵について述べている指摘は点描画やリキテンスタインの絵にも当ては

まるし、デフォームについて述べていることは多くのデッサンやクロッキーにも当ては

まるように思われる。つまり、これ（だけ）だとデジタル画像特有の「美」を説明でき

ているとは言いがたいのではないか16。 

 

・ 先ほど挙げた Lopes による Kwastek 本の書評の中にある次のような指摘は gnck 論文を

考える上でも参考になるだろう。 

                                                                                                                                                     
14

 この定義についてはもう少し考える必要があるかもしれない。「保存」だけだとスキャン

された画像すべてがデジタル画像になってしまうし、「表示」だけだとモニターに表示され

る画像すべてがデジタル画像になる。（それでもいいのかもしれないが） 
15

 レゴは個別のブロックにそれぞれ色や大きさに種類があるという点で、単なるドット絵

とはすこし違う。レゴとドット絵どっちが面白いかはさておき、そこから浮かび上がる美

学にどのような変化が出るのかは考えてみてもいいかも 
16 ここで一つ注意を述べておくと、「デジタル画像」というのはあくまで「ジャンル」「形

式」を指すものである。ジャンルや形式それ自体が直接的に「美」を備えることはない。

あくまで上記の指摘は、デジタル画像作品のうちによく見られる美的特徴を把握するため

の、示唆（つまり、「デジタル画像作品はこの部分に着目してみるべきなんですよ」という

指摘）にしかならないはずだ。 
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「この本は相互作用 interactionの美学を扱おうとしている。一つの良い出発点は、

相互作用的作品 interactive worksを他の作品から区別する本質的特徴を特定 locating

することだ（そしてこのことは上記に挙げた哲学者たちのあいだでも議論の焦点と

なっている）。相互作用的作品はあるインターフェイスを要求するので、次のステ

ップとしては、その物語的、画像的、三次元的、音響的特徴をサーヴェイすること

になる。だが Kwastekが主張するには、これらすべての作業はひとつの出発点にす

ぎない。というのも、これらの作品が提出すべきものを、単にその作品にとっての

本質的特徴の点だけから評価するのは不可能だからだ。同じ仕方で相互作用的で、

かつ、同じ種類のインターフェイスをもつ 2つの作品が、まったく異なる美的なイ

ンパクトをもつことはありうる。これを理論が直面する限界とみなすので、Kwastek

はボトムアップ的アプローチを採っている。彼女は〈それぞれの作品が多くの要素

からどうやって観賞者 interactor に意味深い「プロセス的ゲシュタルト」を組み立

てさせているのか〉を考察しているのだ。こうした要素に名前を与えることって、

彼女は相互作用的デジタルアートの批評のための語彙をわれわれに提供してくれ

ている17。」 

 つまり、われわれがここから受け取るべき教訓は〈本質的特徴の指摘だけでは

作品の美的特性を説明することはできない〉という点。この教訓は gnck の次

のような記述にクリティカルに響いてくる。 

 「ドローイングやキャラが美しいのは、描線であることが明らかなのにも

かかわらず、それが像として現前しているからである。ドット絵が美しい

のは、それがピクセルであることが明らかなのにもかかわらず、それが像

として現前しているからだ。」(173/9) 

 「イリュージョンだから美しい」的な説明はもはやクリシェだが、それがどう

いうことを説明しているのかはあまり明確ではないし、ほとんどあらゆる画像

経験に当てはまる説明なので、デジタル画像特有の説明にはならない。 

 

・ では、デジタル画像にしか当てはまらないような、それ固有の「美」はあるのか？ 

 おそらくある。 

 「裏側で演算処理機が働いている」という指摘は、けっこういい指摘な気がする

が、それはあくまで非美的な特徴の指摘であって、美的特徴の説明としてはやや

足りない。 

 むしろ、デジタル画像特有の美を説明しようとするのであれば、その「電算処理

機の働き」のような事実がわれわれにどのような感覚を与えてくれているのか、

を説明すべきだろう。そしてその感覚は、表面や構造の形式だけから出てくるも

のではなく、未来派的なテクノロジー賛美や、懐古主義的ノスタルジーといった、

時代的文脈をふまえて出てくる感動のように思われるが、どうだろうか18。 

                                                   
17

 Dominic McIver Lopes (2014) “Book Review: Aesthetics of Interaction in Digital Art by Katja 

Kwastek,” British Journal of Aesthetics 54 (Advanced Access) 
18

 もしくはソフトウェアをハッキングしようとするような「遊び」の精神も重要な要素か

もしれない。gnckは「解体されるキャラ」展に寄せた文章で JNTの「ハッカーマインド」
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 これは、脱歴史的に当てはまる特徴だけからデジタル画像の美を語ることができ

るのか、という問題である。私としては、それは無理（というか不十分）だろう

と考えている。おそらくデジタル技術を活かした作品は、制作年代の技術状況を

ふまえつつ、そのデジタル性がどのような感覚を与えようとしていたのか、とい

う観点から考えられなければならないだろう。 

 昔、松永くんがゲーム『To the Moon』を紹介したブログ記事で「ドット絵バロッ

ク」という言葉を出していた19。この言葉は、ツクール系ゲームのドット絵につい

てわれわれが抱く感情をうまく言い表しているように思う。（もしかしたらこれは

われわれがファミコン世代だからかもしれない20。ただし、ノスタルジーというも

のは、当該の時代を生きていない人々にとっても文脈を理解しさえすれば感じら

れるものだ。） 

 

・ あと些細な点だが、第八節「インターフェイスの美学」については多少議論が錯綜して

いる感がある。いくつかの議論を分けたほうがいいかも。 

 メディアと像の関係 

 操作の痕跡を追えるかどうか 

 「最小限の手数」で「十全」な像を生み出すという奇跡 

 

 

5. 第二の懸念：異なるアートワールドの作品群を一緒に論じてしまってはいな

いか 

 

5.1 異なるアートワールドの評価軸を持ち込んではいないか 

・ gnck論文は、お絵かき掲示板界隈でも自己反省的な作品が評価される土壌が整ってきて

いることを示した。先に述べたように、これはたしかに意義ある作業21。 

・ だが〈自己反省性を評価する〉というのは、多分に（西洋）芸術に由来する近代的価値

観のように思われる22。お絵かき掲示板界隈の人たちは本当にその点を評価していたの

か？ むしろ現代アートに親しんでいる人たちが、別の評価軸を持ち込んでいる可能性

はないか？【要検討】（もちろん、お絵かき掲示板系とアート系とですっぱりと切れる

                                                                                                                                                     

について語っている。 
19

 「『To the Moon』は琴線を殴る - 9bit」http://9bit.99ing.net/Entry/18/ 

ちなみに、Dominico Quaranta は GameScenes: Art in the Age of Videogames, 2006の中の記事 

“Game Aesthetics: How videogames are transforming contemporary art”(p. 297-308)の中で 

“Videogame Baroque” “Retro-Aesthetics”という表現を出して同様のことを語っている。（この

論文は web上に pdfがある。） 
20 スマホ版の『ファイナルファンタジー』シリーズのリメイクで白魔道士が細かいドット

絵になってるのとかは、ほんとにダメだと思う。この感覚はまさに「古き良きドット絵」

というものへの感覚。 
21 余談だが、ゲーム業界ではこうした作品を評価する土壌はどれくらい育ってきているの

だろうか。 
22 モダニズムってやつか 

http://9bit.99ing.net/Entry/18/
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問題でもないのだが。） 

 中ザワヒデキによる次の記述は気になる。 

 「2011年 12月 1日、東京銀座のギャラリーセラーで「第四表現主義（仮）につい

て語る会」が、開催中の私の個展「かなきり声の風景」の関連イベントとして行

われました。登壇者は齋藤祐平、小田島等、藤城嘘、黒瀬陽平、石井香絵、二艘

木洋行、松下学、都築潤、沖冲.。私の意図は、2010年前後から各所で数多く行わ

れているお絵かき大会や、マニエリスムとは正反対な制作の動向を、「第四」の「表

現主義」と呼ぶことによって、循環史観的にハイアートの文脈に位置づけようと

することでした。結果は美術にくくられることに対するそもそも的な拒否をはじ

めとする多くの反発と、少しの賛同でした。」（中ザワヒデキ『現代美術史日本篇 

1945-2014』p.126） 

・ 何が起こったのでしょうか。 

 

5.2 中ザワヒデキをどのように考えるか23
 

・ 中ザワは、イラストレーションという手法を選んだ理由を次のように語っている。 

 「好きなものを好きなように描いたものに、昔から僕は存在理由をみとめていな

いから24。僕がイラストレーションを一時期志したのは、「需要があり、納品しな

いと他人が困る」という他者の存在を「作品の存在理由」に転用できると考えた

からだった」（中ザワヒデキ連載「まるちめ日記」『CD-ROM Fan』1997 年 12月号、

164頁、石井香絵『中ザワヒデキの美術』16頁。） 

 

・ 石井は中ザワの 1990 年の個展「大ボケツ」について、その何が「大ボケツ」なのかを

次の四点にまとめている。 

1. パソコン主義、デジタル主義を徹底したこと 

2. ドット（ギザギザ）を強調したことでマウスの不自由な手描き感を出したこと。 

3. 時代遅れの「ヘタうま」・「テクノ」のつもりだったこと 

4. イラストレーションであろうとしたこと。 

・ 二つ目の理由について石井は次のように説明している。中ザワの関心は gnck 論文で書

かれていることとかなり近い。 

「ドットから発生するギザギザは単純にパソコンの性能限界を示すものである。当

時は「ギザギザのでないプリンタ」が売られるなど誰もがギザギザを消すことに躍

起になっている時代であったのに、わざとギザギザを強調した作品を作ることは最

先端のはずのコンピューターには似つかわしくない、見た目的に大ボケツであると

のこと。しかし中ザワにとってはむしろギザギザこそがデジタルの証であり、その

不自由さがパソコンの肉体性を表しているようで魅力に感じられたので、画像を拡

                                                   
23 本日のネタ本は、石井香絵『中ザワヒデキの美術』（トムズボックス、2008年）。この本

で 2000年代半ばまでの中ザワの関心の移行がとても明快に示されている。オススメ。 

24 この中ザワの発言は、「キラキラしてる作品とか最高じゃないですか」（梅沢和木）とい

った発言とは対照的に響く。 
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大して１ドットを何センチにも強調するという挙に出たのである。作品が白黒なの

も、ドットを強調するのはその方が効果的だし、そもそもドットを強調するのに色

は必要ないからだった。」（石井香絵『中ザワヒデキの美術』21頁。） 

 ここから、上記の 4.2に近い話をすることもできる。中ザワがバカ CGを描いてい

た時代と、現在とでは機材状況がまったく異なるからだ。90 年代のジャギー、ギ

ザギザと、たとえ今の絵画のギザギザは、どちらも「誰もがギザギザを消すこと

に躍起になっている時代に、わざとギザギザを強調した作品」という表現でくら

れるが、そのギザギザの意味するところはまったく変わってくるのではないか。 

・ だがむしろここで考えてみたいのは、制作時の技術状況というよりは、作者の試みを評

価する土壌の違い。（これを「アートワールドの違い」と呼んでもいい。） 

・ 中ザワの作品が評価される文脈は、次第に変化してきている？ 

・ 90 年代のバカ CG 時代の作品には、商業的 CG へのアンチテーゼ的な側面があった。 

 伊藤ガビンは『美術手帖』に次のように書いていた。 

 「CGというと「数学」とか「関数」とか「サイン、コサイン、タンジェリンドリ

ーム」なんて言葉が浮かんでしまい、尊敬してしまいそうになるが、実はバカで

も作れる。ワープロの操作を覚えるように、ツールの使い方を覚えればいいだけ

の話である。それなに、いまだに CGプロダクションの連中は頭のいいフリをやめ

ない。〔……〕まったく困ったもんだが、そんなバケの皮が剥がれるのも時間の問

題だ。バカを自覚した CG製造軍団、国際バカ CG 連盟（略して国連だと主張する）

が発足したからである。この団体は、頭と質の悪い CG（バカ CG）を安価で乱造

することで、CG の値崩れを目論む。25」 

・ だがその後中ザワは「イラストレーター」から「美術家」へと肩書を意図的に変更し、

美術に本格的に取り組むようになる。現在の中ザワの活動は、その変化をふまえて捉え

る必要があるだろう26。画廊での個展を精力的に行っている現在の中ザワの活動をどの

ように捉えるべきかは正直難しいが、少なくともバカ CG のときとは評価軸を変えなけ

ればならないのではないか。 

・ gnck は 1990 年のバカ CG を、現代のお絵かき掲示板系の作家と並べて論じるが、そこ

に問題はないか？27【要検討】 

                                                   
25 伊藤ガビン「国際バカ CG連盟発足」『美術手帖』1990年 1月号 p.16 
26 『STUDIO VOICE』2000年 9月号において中ザワヒデキは村上隆と対談しており、そ

の中ではヒロ・ヤマガタをどう評価するか、という問題を話し合っている。そこから浮か

び上がる中ザワの美術史観は興味深い。 
27 虎硬はお絵かき掲示板の雰囲気を「ストリート」のようなものだと語っていた。 

「お絵かき掲示板の面白さはなんといっても運営者やそこでの住人とのダイレクトなコミ

ュニケーションにあります。いわば「ストリート」のようなものでそこ独特の空気感や流

れを重視し、音楽でいうところのグルーヴのようなものが生まれてきます。よって絵が上

手い／下手という点でも注目されますが、ノれてるかノれてないかというところが重要に

なります。つまりイケてる作家＝絵が上手いではないのです。むしろ掲示板によっては絵

は下手だけど流れに対するレスポンスやツッコミ、切り返しなどが最重要視されていると

ころもあります。」虎硬「昨今、お絵かき掲示板」筒井宏樹編『であ、しゅとぅるむ』2013, 

pp.115-6。 
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オマケ：よくわからなかった表現（面白そうな論点なので、もう少し解説してほしい） 

・ 「画像がコンピュータに存在しているということは、誰かが画像を定義し、実装してい

るということである。画像形式とは、ゆえに世界をいかに解釈し、表現するかという思

想にほかならないのだ。」(166/2) 

 「ゆえに」？ 

 あとこの書き方だと、画像とは「世界の解釈」「表現」であることになってしまう

けど、それでいいのか。われわれが通常目にするグリッチは、むしろ偶然の産物

であることのほうが多いわけだが。 

・ 「逆に言えば、ピクセルとはそもそも理念的な存在でしかないことを示す作品でもある。

／しかしその理念は、人間の頭の中だけにあるのではなく、人間の頭の中と、電子演算

処理機の装置の中にある。」(170/6) 

 作品の存在論的地位についての主張？〈デジタル作品は、人の心的状態と電子演

算器の両方に依存する依存的存在者である〉というように解釈してよいか。 

・ 「とはいえしかし、もっとも興味を惹かれるグリッチはキャラやポルノのグリッチであ

る。それは画像としての吸引力が強ければ強いほど、その像がいかに現前しているかを

明らかにする現象＝グリッチが見えてくる、ということなのではないか。」(171/7) 

 ここで唐突に「キャラ」概念が登場しているが、「キャラ」概念はお絵かき掲示板

まわりの作家を論じるにあたってけっこう重要な気がする。「像」という語だけで

はやや物足りないというか。 

 ポルノのグリッチってモザイクのこと？ 

・ 「メディアは高度化すればするほど、透明な存在になっていくのである。かつて透明で

ないメディアとして、筆触があった。」(172/8) 

 メディアの高度化とは？ 

 

ほんとにどーでもいい質問 

・ 「gnck」は「Gnck」と表記してはダメなのか 


