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1.序

本論文は、今日のデジタルメディアを活用した映像作家の制作プロセスを分析し、
そこにおいて見出される特異性を考察することで、「よりよい」映像制作のあり方を
議論するための論点を描き出すものである 2。
デジタル技術の発達と普及によって誰もが情報の作り手＝送り手になりうる時代に
なったということは、異口同音に指摘されて久しい。そうした情報の媒体として映像
メディアが占める割合はきわめて大きく、私たちの生活は映像に取り囲まれていると
いっても過言ではない。そうした今日の映像環境が果たして「望ましい」ものである
かどうかは今なお議論されるべき事柄である。同時に、私たちはもはや無責任な受容
者＝消費者でいることはできず、否応なくそうした映像環境の担い手となりつつある
ということもまた今日論じられるべき重要な問題である。
したがって考察されるべき課題は、〈創造的〉な担い手として私たちが映像環境に関
わっていくために、どのような態度とリテラシーが必要とされるかを探求することに
あると言える。本論文では、この観点から、今日の映像制作の現場でどのような実践
がなされているかを臨床的に分析することで考察を進めていく。
以下、第２節ではなぜ私たちが〈創造的〉な担い手である必要があるのかをメディアの政治
性の観点から論じる。第３節では映像メディアの特異性に触れつつ、どのような実践のあり方
が求められるかを議論する。続く第４節・第５節ではビデオアーティストの宮永亮の制作プロ
セスの構造を分析し、第６節においてそれらがどのような創造の実践であるかを考察する。
本論文においては芸術作品としての映像を主たる対象に考察を進めるが、しかし芸
術作品としての映像とコミュニケーションメディアとしての映像とを区分することは
今日ではほとんど無意味であるように思われる。むしろ重要なことは、仮設的に区分
されうるこの両者をいずれか一方に還元することなく包括的に捉えるための概念を創
造することであるだろう。その上で、映像制作の「よりよい」あり方を論じるには、
それらを支える美学と倫理を検証・批判・再構築していくための視座を構築すること
が求められる。ここでは、その探求のための学を映像制作の倫理学と呼称し、本論文
における考察を通じてその構築の足がかりを作ることを目指す。
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2. 来るべき映像環境について

本来、世界はひとつの見方では捉えきれない不安定さを持つ。だからこそ、異な
る立場から異なる見方を持つものが映像を作り出し、それを多くの人々が共有で
きるようになることは、特定の権力者だけが映像を自在に扱うのではなく、映像
を通してこの複数的な世界への信頼を獲得するための手段ともなる 3。

横浜国際映像祭でディレクターを務めた住友文彦は、今日の「映像」なるものに寄
せる期待を上のような言葉で表現している。デジタル化によって映像を撮影・編集・
発信することが容易になり、誰もがその担い手となりうるということはもはや周知の
事実である。旧来の情報メディアが覇権的・中央集権的構造を有しているということ
は、1960年代からギー・ドゥボールやジャン・ボードリヤールなどによって批判さ
れてきた。一見すると、受け手／送り手という固定化された二分法が溶解しつつある
今日の状況は、これまでの抑圧的な情報環境を刷新し、理想的なメディア環境を展開
させているように思わせる。
しかし、果たして「理想的なメディア環境」はすでに到来していると言えるだろうか。
インターネットを中心とする通信環境の整備などによっていくつかの必要条件は満た
されている。しかし、そうした情報環境の変化に私たちが未だ十分に適応できていな
いと考える論者は少なくない。すでに手垢にまみれた感のある表現だが、私たちに今
もたらされているのは「映像の氾濫」であり、分権型の双方向的な映像メディア環境
が整えられているとは言い難い。そしてそれゆえに、私たちの知覚のあり方は、拡張
されるというよりも、むしろ紋切り型へとますます固定化される方向に進んでいるお
それさえある。そうであるとすれば、私たちは多元的な世界を目にする機会を有しな
がら、それらを見逃し、あるいは一元的な見方に還元してしまっていることになる。
アーティストのアルフレッド・ジャーは、あるインタビューのなかで次のように指摘
している。

新しいメディアの景色は、よりよく情報に通じ、同時に複数の場所に存在し、つ
ながっているという幻想を実によく私たちに与えている。この幻想は、今日利用
できるあらゆる新しい諸技術やその技術の使い勝手の良さ、また価格の手頃さに
よって創造されている。しかし現実には、歴史上類を見ないほど、私たちが目に
するものは管理 (control) されてきているのである。政府と企業による管理である。
実際のところ、何も変わってはいないのである 4。

3 住友 , p.10
4 Jaar, p.84
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ジャーと言えば、1994年にアフリカのルワンダで起きた集団殺戮の現場に自ら取材
に赴き、6年にわたって数多くの作品を制作した《ルワンダ・プロジェクト》などで
知られており、そのアーティストとしての姿勢は、一貫して同時代の社会問題に政治
的観点から取り組み、現代社会のメディア環境を鋭く批評するものとして評価されて
きた 5。ここでもジャーは、資本や政治的権力と結びついたマスメディアによるイメー
ジやその流通構造を批判の対象として明確に意識している。
もっとも、ジャーのこうした見解は情報の受け手のリテラシーをあまりに低く見積
もっているという批判が向けられるかもしれない。たとえば Sturkenと Cartwright
はスチュアート・ホールの議論を踏まえ、マス的なイメージに付帯する支配的メッセー
ジを鵜呑みにするような受け手などはほとんどいないと主張する 6。あらゆる受け手
がもつ、文化的に限定された経験や記憶、欲望のすべてを満たすような大衆文化なる
ものは存在しえないからである。Sturkenらは、そうした受動的態度でイメージを消
費する姿勢よりも、イメージについて「交渉する (negotiation)」姿勢や「対抗する 
(opposition)」姿勢こそが、受け手のあり方の記述に適していると主張する 7。
しかし、Sturkenらがいう交渉あるいは対抗する姿勢も、イメージに付帯する支配
的メッセージへの反応のあり方としては、ベクトルの向きが異なるだけで、無批判に
従う受動的姿勢と同一のフレームワークのうちにあると言える。Sturkenらは例とし
てアイドル・シリーズと呼ばれるリアリティ番組を取り上げており、「普通の人でも
ただ才能によってスターダムにのしあがり、有名人になることができる」というイデ
オロギーがその番組の一つの支配的メッセージとなっていると述べている 8。交渉や
対抗とは、そうしたイメージに付帯するメッセージや価値観を所与のものとして批判
的に受容あるいは拒絶する態度に過ぎない。この議論においては、受け手のリテラシー
なるものは送り手から提供される理解可能なメッセージや価値観に対する態度決定の
あり方に還元されてしまっているのである。
言い換えれば、受け手はあくまで意味を読解し解釈する機能をもつ不変の主体とし
て想定されており、情報伝達にともなう主体そのものの差異化や世界の生成変化なる
ものは射程に含まれていない。その時点で私たちは、本来映像に備わっているであろ
う「異なる見方」を自分と異なるものとして共有するという視点̶何らかの映像体験
によって自らの知覚形式を拡張するという視点̶を欠くことになる。
ジャーの指摘を真摯に受け止めるならば、いわゆる批判的読解力としてのメディア・
リテラシーを習得するだけではもはや十分でない。受け手／送り手の二分法が溶解し
つつあるとは言え、決して情報メディアの覇権的な構造がすっかり解体されたわけで

5 「ART iT インタビュー」http://www.art-it.asia/u/admin_ed_feature/ (最終アクセス日, 2013年10月18日 )
6 Sturkenらが依拠するホールのエンコーディング／デコーディングの理論については、Brian Massumiに
よる批判などがある。

7 Sturken & Cartwright, pp.72-75
8 Ibid., p.74
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はない。そうであるならば、多くの「異なる見方」を共有し、自らのまなざしのフレー
ムワークをリデザインし続ける場としての映像環境のアレンジメントこそが必要とさ
れると考えられる。
そうした来るべき映像環境のアレンジメントの担い手に求められるのは、既存の権
力関係の中で構築されたステレオタイプや与えられたパブリックイメージの再生産に
陥ることなく、創造的であり続けるということである。誤解のないよう付言すると、「担
い手」とは必ずしも「作り手」に還元されるものではない。最も広義にとらえるならば、
それは映像なるものに関わりをもつ人すべてである。この見解からすれば、「見る」「撮
る」「作る」という行為を指す概念は有効であるにしても、「受け手」「作り手」「送り手」
といった固定的な概念はほとんど意味をなさないだろう。
その点を踏まえた上で、本論文では映像を作るという位相においてそれがどのよう
に実践されているかを検証する。次節では、どのような制作のあり方が〈創造的〉で
あるとされるかを考察するための議論を検討する。

3.映像表現のあり方について

まなざしのフレームワークをリデザインする試みの典型として、私たちは現代アー
トを連想することができる。対象とするモノに潜在している力や意味を表現活動に
よって現働化 (actualize)させることはアーティストの仕事の一つであると言えるだろ
う。特に「反美学」と呼ばれる企てにおいては、慣習的なフレームワークやそれを支
える近代以降の政治的規範性を批判することが明確に目指されている。こと映像に関
して言えば、1970年代から、それまでのフィルムによる映像表現とは異なる、ビデ
オによるさまざまな映像表現が本格的に開始されるようになり、非マス的な新しいコ
ミュニケーションのあり方が探求されるようになる。
理論研究の面においても、クリスチャン・メッツが 1964年に論文「映画̶ラングか、
ランガージュか？」を発表して以降、構造言語学をモデルとした映画記号学が活発と
なる。映画学に限らず映像学においても、記号学を援用した映像の意味作用について
の研究がビデオアートの誕生とほぼ同時代的に隆盛となる。
そうした記号学的研究の初期においては、映像メディアの特異性が強く意識されて
いた。メッツは映像記号がシニフィアンとシニフィエの関係が動機づけられたもので
あるという点に着目し、それらが恣意的に結びついている言語記号とは性質を異にす
るものであるということを指摘していた 9。
また、ロラン・バルトは映像記号がもたらす自然な意味 (sens obvie) と鈍い意味 (sens 

obtus) を対比的に論じることでその特異性を明らかにしている。ごく簡単に説明すれ
ば、映像記号には「まったく自然に精神に現れるもの」である自然な意味と、それに

9 Stam et al., p.35
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回収されないところの鈍い意味とがある。鈍い意味は自然な意味を異化し、それを支
えている文化的コードを逸脱させ、その映像記号を慣習的な「意味」ではなく創造的
な「意味生成の場」へと再構造化するものである 10。バルトのこのような理解を受け、
映像作家の風間正は、映像表現は〈鈍い意味〉を有効に使うことで「シニフィアンの
文明世界」の外部への扉を開く可能性を持っていると述べている 11。

3-1. 映像記号の美的機能

その意味で、映像作家の松本俊夫が
いう「美的機能」はバルトの鈍い意味
に呼応するものであると考えられる。
松本は、映像テクストとは「多層的な
機能の束を有機的に統合した機能的構
造体」であると述べ、その機能が美的
機能（非実用的機能）と非美的機能（実
用的機能）とに分類することができ、
かつこの両者の機能的性格が根本的に対立するものであると指摘している (table.1)12。
映像の非美的機能が担うのは主にメッセージの伝達であると考えてよい。それは政
治的、社会的、教育的、宣伝的といった実用的な目的に利用されるものである。ある
いは、一般的に言われているところのコミュニケーションを発生させるものである。
この意味でのコミュニケーションを促進する目的においては、社会的・文化的に共
有された知覚様式や価値観は重要な役割を果たす。それは意図されたメッセージ以外
のノイズとなる情報をあらかじめ排除することができるからである。特に映像テクス
トは言語テクスト以上に多様な情報を担う。そのためメッセージの送り手は、映像の
慣習的コードに習熟し、それらを利用して情報を整理することが求められる。
しかし、それが特定の社会や文化圏で制度化された特殊な知覚様式を自然化し強化
する側面を有するということはもはや言うまでもないことだろう。

問題なのは、その凝結したスタイルが一種の準ラング的機能を帯びて、対象を美
的に構成したり享受したりするありかたを規制し、しばしば強固なシェーマをつ
くりあげてしまうことである。(中略 ) 知覚の作動様式が常同的に自動化されれば、
人は知覚対象とダイレクトに触れ合うことができなくなり、固定したメガネを通
してしか物が見えなくなるからである 13。

table.1, 筆者作成

10 バルト , p.36-41
11 風間 , p.39
12 松本 , p.39
13 Ibid., p.42
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松本の指摘するところでは、芸術作品としての映像テクストに期待されるのは、そ
の美的機能が一般的な意味でのコミュニケーション機能から相対的に自立し、「美的
コミュニケーション」を成立させることにある。というのも、非美的機能が記号の外
側に主たる関心を置くのに対して、美的機能は映像記号そのものに関心を向けさせる
からである。松本によれば、美的コミュニケーションとは「何よりも意味されたもの
との距離において立ち現れる感覚的な対象の表層に、いわば官能的に戯れつつ心身の
固有な高揚感を得ようとする欲求の充足」であり、それによって慣習的な知覚の作動
様式を差異化し、新しい美意識のパターンの構築を促すものである。そして、芸術作
品としての映像テクストがそれを達成するためには「先行する支配的な美的規範を逸
脱して、自動化した美意識の作動回路を非コード化すること」が求められる 14。

3-2. 映像制作の倫理学の課題

したがって私たちの課題は、今日の映像制作者がいかにそれを実践しているかを明
らかにし、よりよい方法論を探求することであるとひとまずは言えるだろう。そこで、
非コード化と無コードとは区別されなければならないという松本の指摘に注目した
い。それは「よい」実践のあり方とそうではないあり方の区別を示唆するものである
からである。
先にも引用した通り、美的コミュニケーションを発生させるための映像テクストに
求められるのは、先行する支配的な美的規範を逸脱し、自動化した美意識の作動回路
を非コード化することである。松本によれば、それは「創造的にアナーキーな自由」
と言い換えられるが、「ただのデタラメな状態」すなわち無コードとは異なるもので
なければならない。

無コードとはそもそも了解しようのないものであり、それじたいとしては非社会
的なものである。それに対して非コード化とはコードとの葛藤である。つまり秩
序（先行する美的規範の体系）のネゲントロピー（負のエントロピー）とエント
ロピーの相克であり、制度の固定化とそれを桎桔としてとらえる意識（もしくは
無意識）との矛盾から生まれ、制度の拘束から逸脱し、その制度の膠着状態を変
えようとする弁証法的な運動である 15。

重要なことは、その映像テクストの構造的特性が、慣習的な美意識と拮抗すること
で、それを脱構築する関係的変化として現れることであり、「未知の情報的地平」が
現れることにある。したがって必ずしも映像テクストの形態が問題となるのではなく、

14 Ibid
15 Ibid., p.43
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規範からの逸脱のプロセスこそが問われるべき事柄なのである。
また「美」のあり方ということについても触れておく必要があるだろう。アーティ
ストのふるまいについて、分析美学者の西村清和はそれを「美的フレーミング」と呼
称し、それに伴う「醜」の問題について考察している。ここではその議論を参照したい。
美的フレーミングとは、対象についての非美的知覚を一定のコンセプトにもとづい
た特定の条件枠の下で美的に組織立て構造化する、社会的、文化的、慣習的なふるま
いである。たとえば、コンサートホールにひびく咳払いは通常ノイズとして無視され
るが、ジョン・ケージの《4分 33秒》はそれを音楽として組織立てることで咳払いを
「美的に」経験させようとした。これが美的フレーミングである 16。
議論の焦点となるのは、慣習的なそれと異なる新しい美的フレーミングを提示しよ
うとする試みが、結果として「醜」なる作品となる場合である。それは、その作品が
ただ単に美的質を欠損した（技術的に不完全であるというだけの）出来損ないという
ことでなく、感覚的・生理的レベルで嫌悪感をもたらすような種類の醜であるという
場合である。
西村は、作品やふるまいが新しい美的フレーミングのあり方の探求や提示を企図す
るものであったとしても、それがそのコミュニティの中で共有された「美的関心」に
もとづく「術」ないし「ディシプリン」でないならばそれは到底受け入れられるもの
ではないとして、否定的な態度を取っている 17。
前節から述べているような「異なる視点」を共有するということは、異質な価値観
を受け入れるということである。異質であるということは本来相容れないということ
である。つまり、まったく接点や連続性をもたない価値観や美的規範にはそもそも関
心が向けられるという事態が発生せず、無視ないし抑圧が起こると考えられる。松本
も「美」ついては「結局は社会的・慣習的・制度的に、大きくは相互主観化されている」
と認めている 18。そうであるならば、松本のいう弁証法的運動を駆動させるためには、
慣習的美的規範を逸脱するといっても、なんらかの形で慣習的なフレーミングを一定
程度共有し、かつそこから拡張的に逸脱することが求められるのではないだろうか。
そうであるならば、非コード化への強い志向が必要とされるべきかどうかは、なお議
論を要する問題であると言える。「創造的にアナーキーな自由」はなるほど求められ
るべき理想であるが、方法論として直接に志向されるものであるとは思われない。性
急なそれはかえって作り手自身を取り囲んでいる社会的・文化的なアレンジメントを
見失わせ、「異なる見方」の多様性を抑圧することにつながりかねない。美を追求す

16 西村 , p.21; ただし「非美的知覚」とは定義上直接は美醜に関わらない、非美的質についての知覚のこ
とである。非美的質とは、人間が五感によって知覚したり物理的に記述することができる質（なめらか、
細かい、赤いなど）のことである。したがって非美的質それ自体は美でも醜でもない。これに対して美
的質とは、そうした対象の非美的質に対する人間の特定の仕方で反応する経験の実質（優美、繊細、け
ばけばしい、情熱的など）のことをいう。この場合、醜とは「ネガティブな美的質」であると定義される。

17 Ibid., p.28f
18 松本 , p.42
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るという命題をこの文脈で考えるならば、それは慣習的フレーミングを支える美的規
範を仮設的に「美」として認めた上で、そこからそれと美的対話 (aesthetic dialogue) 
をするということになるのではないか。
したがって、今日求められるべき方法論とは、慣習的な美的規範に対するアンチテー
ゼを立てることではなく、美的規範それ自体を追求することで、それを内在的に差異
化させるものであると考えられる。

4.宮永亮の方法論

本節からは、今日活躍するビデオアーティストの宮永亮の方法論を取り上げ、その
制作プロセスの構造を分析する。次節以降においては、それが既存の知覚様式といか
なる関係にあるかを考察する。
宮永は、1985年北海道生まれ、京都市立芸術大学大学院修了、京都在住の映像作家
である。彼は平成 23年度京都市芸術文化特別奨励者に映像表現分野で認定されるな
どの評価を受けている 19。実写映像を幾重にも渉るレイヤーで構成しコラージュする
手法を用いて、イメージのシークエンシャ
ルな展開を見せる作品を制作し、インスタ
レーションおよびスクリーニングによる発
表を行ってきた。
なお、彼の作品は現代美術のギャラリー
や企画展などで見られるが、何点かはダイ
ジェスト版がWebで公開されている 20。右
に示したのは 2012年に発表された《scales》
からのスクリーンショットであるが、複数
の映像が重層的に合成されているのが分か
る (fig.1-5)。

4-1. 分析手法について

宮永への質的調査にあたっては、まずインタビュー調査を行い、その発話内容を録
音記録したものからトランスクリプションを作成、これを分析対象とした。このイ
ンタビューでは社会調査で一般に用いられている方法の一つである非構造化インタ
ビュー (unstructured interview)を採用した 21。非構造化インタビューは、主題に関

fig. 1-5, scales (2012) より

19 京都市が若手芸術家の活動を支援するために平成 12年度に設置した「京都市芸術文化特別奨励
制度」によるもので、奨励者には 1年間の活動経費として 300万円の奨励金が交付される。平成
23年度の奨励者は宮永を含む 2名である。( 京都市情報館 , http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/
page/0000099355.html, 最終アクセス日 : 2013年 2月11日より )

20 「Miyanaga Akira」(http://miyanagaakira.tumblr.com/works, 最終アクセス日 : 2013年 2月11日 )
21 メイ , p.172
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するインフォーマントの意識や行動様式の構造を前提として調査を進めるのではな
く、そうした意識や行動様式の構造のあり方自体を発見することを目的としている。
そのため、非構造化インタビューでは「自由回答式」が採用される。これによって非
構造化インタビューは、一方でインタビュアーの先入見に疑問を投げかけることがで
き、他方でインフォーマントが自身の準拠枠に照らし合わせて主題について語ること
ができると言われている 22。
インタビューデータの分析においては、トランスクリプションのコーディングを行
い、コードリストを作成した。それにもとづいて概念カテゴリーを抽出し、それらの
関係性の記述と図式化を試みた。以下インタビューにおいてみられた特徴的な概念に
下線を付し、インタビューの分析によって得られた概念を【】で囲い表記する。

4-2. 制作プロセスの基本的構造と特性

右に示す図 (fig.6) は、宮
永の制作フローを、イメージ
とその生成の連関を中心に、
長期的・俯瞰的視点からま
とめたものである。「長期的」
というのは、一つ一つの制
作フェーズの成果がそれぞ
れに蓄積され続け、それら
が複数の制作プロジェクト
に関わりをもつということを示すものである。縦方向の軸は、一つの作品を制作する
ための時間の経過を示し、横方向の軸は宮永の映像作家としてのキャリアを示す時間
軸である。
宮永の制作プロセスの基本的な流れは、ビデオカメラで撮影した実写映像を素材と
し、PC上でミックスやエフェクトを繰り返しつつ、複数の映像レイヤーを重ね合わ
せるというものである。また、撮影から編集に至る工程のすべてがデジタル情報によっ
て処理されている。

fig.6において、●で示しているのは、作家が自身の身体的感覚で受容している現実
の景色と呼ばれるところのイメージである。▼で示しているのは、作家による撮影行
為であり、■はそれによって生成された映像としてのイメージである。
二段の破線の囲いのうち、上段の囲いは撮影の場と期間の一定のまとまりを示しており、
下段の囲いはそれに対応する映像データのまとまりの単位を示している。それはたとえば
「新潟何月何日」といった具合である。これらは特定の作品に用いられた後（あるいは用

fig. 6, 筆者作成

22 Ibid., p.178
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いられなかった後）も今後の素材としてハードディスクに保存されることになる。
一つの作品をつくるとき、宮永はそのいくつかの素材群から出発し、樹形図を逆に
進みながら、それらが繋がっていき最終的な作品に到達するイメージがあると語る。
具体的には、構想というものを置かず、まず撮影から入り素材を収集する。それらを
撮影場所・期間ごとに分類して保存した後、そこからフォルダを選び、さらにそこか
らチョイスした素材を組み合わせるというものである。 
以上が宮永の制作プロセスの基本的な構造である。この構造において特徴的なのは、
相対的にではあるが一つ一つの制作フェーズが自立しているということである。加え
て、それぞれの制作フェーズが全体的な目的のために実行されているのではなく、実
践されたプロセスのいくつかが結果的にユニットを構成し、制作プロジェクトごとの
フローを形成しているのである。
したがって各フェーズにおいてどのような特異性が見られ、それらが異なるフェーズ
間でどのように異なり、そして連関し合うかを記述することが次節における課題となる。

5.宮永の方法論におけるまなざしの位相

本節では宮永の制作プロセスのフェーズごとの特異性を記述し、各制作フェーズが
どのように機能し、差異化し、連関し合っているかを考察する。論点を先取りして言
えば、本論文では特に各フェーズにおいて生じているまなざしのあり方を分類し、そ
れらの特性を記述することになる。

5-1. 構想を前提としない撮影行為におけるまなざし

宮永の制作プロセスの出発点には、撮影行為を一貫して直接条件づけ続けるような
構想がない。宮永によれば、宮永には「何だろうこの国」という関心があり、撮影地
の選定にあたっては、自分にとって未知である土地への知的欲求が表現欲求に先立っ
ている。そこには自身の経験としての【地図】があり、まず、その土地に自らの身を
置くことによってその【地図】の空白を埋めようとしているのだと言う。
この知的欲求と身を置くという行為が、テーマやストーリーといった構想に代わっ
て撮影行為を要請する役割を果たすことになる。宮永自身は、こうした知的欲求と結
びついた自らの撮影という行為を次のように捉えている。

そこはヴィジュアルを通して何を見る人がつかみ取れるのかとか、僕自身がヴィジュ
アルを通してどう思うかとか、どういう記録を撮れるかとか、そういうところが主
眼で、とりあえずそれを集めてるみたいな段階です。(中略 ) そうですね、わりとそ
ういう興味があって、記録してこようとか、ドキュメントというか、ドキュメンタリー
じゃないですけど、そういうのを集めてくるという感覚でやってますね 23。
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このフェーズにおいて撮影
行為は知的欲求と強く結びつ
いており、表現活動にはまだ
直結していない。またその知
的欲求は「ヴィジュアルによっ
て理解する（したい）」という
ものであり、それは既知の情
報や既存の価値観を追認しよ
うということではなく、自身の体験として新しい何かを見出そうとするものである。
加えて、この撮影行為には自分自身の見ることを反復することがすでに折り込まれ
ている。宮永の場合、自らその場に身を置くことで生じる見ることが撮影行為に先立
つ。そしてその見ることによって喚起された【感動】が撮影行為を条件づける (fig.7)。
宮永は「ものすごいきれいな空」といったいわゆる感動的な美しい景色だけではなく、
農作業に従事しているその場の人たちがみな菅笠を被っている光景といった「何気な
い景色」もまた自分の撮影を喚起する【感動】であるという。
しかし、撮影行為は、そうした見ることをそのまま記録するということではない。む
しろ宮永にとって撮影行為とはカメラという装置の操作を通して、【見ること全体】の
うちに含まれえた情報を取捨選択することであり、身体的な見ることによってもたらさ
れた【感動】を機械的に視覚化し直す作業である。それは、一方では撮影者の知識や技
術や撮影環境に条件づけられながら、他方で自分自身の身体的な見ることをどのように
捉えるか̶立ち現れているイメージ全体から自分は何を記録しておきたいと感じたのか
という再帰的思考とも関わっている。ここで、身体的に直接見ることを第一のまなざし、
撮影行為において生じている見ることを第二のまなざしとして捉えたい。
この第二のまなざしは、第一のまなざしと同一であることを目指してはいない。あ
くまで両者におけるイメージは本性的に異質なものである。また【感動】についても、
撮影においてはそれが契機となり、方向としてはその再視覚化が目標とされながらも、
そこにはカメラの機械性による差異が生じ、結果的に第一のまなざしによる【感動】
は第二のまなざしにおいて見つめ直されることになる。そして、制作工程全体を通し
て、それは必ずしも同一のまま保持されることを目的としていない。

5-2. 第三のまなざしの可能性

宮永の編集は色んな素材をとにかく組み合わせることを基本としている。その特色は、
ショットを時間軸上に並べるということよりもレイヤーを重層的に組み合わせること
で、複数の異なる映像を同じ画面上に出現させ、新しいイメージを創出することにある。

fig.7, 筆者作成

23 青山 , p.85; 宮永へのインタビューのスクリプトは青山論文に付録されているため、参照されたい。



メディアと社会　第 6号

90

ここではその手法によって生成されるイメージをレイヤード・イメージと呼称したい。
こうした宮永の編集は事前の構想をもたないため、まずは、第一・第二のまなざし
によって得られた【感動】が人に伝わることを目指して始められる。しかし宮永にとっ
てその【感動】を表象することは、制作の最終目的ではなく、あくまで編集を駆動さ
せるための最初のプログラムとして位置づけられている。

でもそこ [撮影を触発する景色 ] を撮っただけではそれ [感動 ] が伝わらないな、
見せただけでは伝わらないかなって思うんで、そこでミックスをして、それを補
強していったり。たまにその過程で全く違うものになっちゃったりもするんです
けど、それはそれでまたそのまま出しちゃったりとか、そういう色んなマッチ／
ミスマッチの中で右往左往しているのが僕の作品っていう感じなんですけど 24。

したがって、宮永の制作手法はつねにプログラムから逸脱していく可能性を孕んで
いるということになる。それは宮永自身がこの制作手法に期待することでもあり、こ
の点に、意志するものとは異なる、第三のまなざしの創出の可能性を指摘できる。
映像素材の組み合わせ方として宮永がしばしば用いるのは、たとえば、硬い感じを
もつ石畳の道と柔らかい感じをもつ水面や、空と海、地平線と水平線のような、日常
的な感覚や言葉の意味合いからすると対照関係にあるようなイメージを組み合わせる
というもので、ヴィジュアル上でその意味合いを近づけてみるというものである。ま
た、意味の異なるイメージの組み合わせだけでなく、異なる土地のイメージ、異なる
時間のイメージといったものの組み合わせが意識されることが多い。そのような組み
合わせの試行錯誤の中で、異なるイメージが「ハマる」気持ちよさがあると宮永はいう。
そこでは作家自身が予想もしていなかった、素材となるそれぞれのイメージから得ら
れる感覚とは異なるものがもたらされるという。

それは本当に時々によって違ってきますよね。組み合わせの仕方によって何が浮
き上がってきて何が沈んでいくかっていうのは全く予想がつかなかったりするの
で。それは僕のコントロールをある程度離れてしまうというか。そこをまあ強い
てコントロールしようとして作品になっていくわけですけど 25。

ここで提案したい第三のまなざしというのは、この編集過程を経て作り出されたレ
イヤード・イメージが創造するところの新しい何かを見つけ出すことである。しかも
それは、編集されることではじめて現れた一つのレイヤード・イメージへのまなざし
と、その素材となっているそれぞれのイメージへのまなざしという二種類の̶しかし、
24 Ibid.
25 Ibid., p.94



91

レイヤード・イメージによる表象の創造性について －映像制作の倫理学の構築のために－

切り分けて考えることの難しい̶まなざしを含んでいる。以下、この点について具体
的な作品を通して考えたい。

6.レイヤード・イメージの創造性

ここでは宮永が 2011年に発表した《arc》という作品を通して、レイヤード・イメー
ジの創造性について考えたい。この作品は 2011年に個展『成層圏 vol.5 宮永亮』(gallery 
�M, 東京 ) にて発表後、2012年に個展『scales』(児玉画廊 , 京都 )、2013年『第５回恵
比寿映像祭：パブリック⇄ダイアリー』(東京都写真美術館 , 東京 )にて展示された 26。
《arc》では東日本大震災の前後の東北地方の風景が素材の一部として用いられてお
り、特に被災地の映像は加工された作品中でもそれと分かるほど強い存在感をもって
いる。だからといってこの作品は震災や被災地の様子を提示することを目的としては
いない。
それでは、被災地の映像を素材としたこのレイヤード・イメージは何を表象し、何
を創造するのか。これは作品解釈にも関わる問いであると思われるが、まずはその問
いを足がかりに考察を進めたい。

6-1. 第三のまなざしの二重性

一つのレイヤード・イメージへのま
なざしは、一つの作品としてのイメー
ジの調和に関わる。レイヤーという手
法は、一つの画面上で複数の異なる映
像を調和させ、ある種の作品世界のよ
うなものを想起させる。たとえば、田
園地帯の道路を走っていく光景といく
つもの海の水面が重ねられているイ
メージは空との境目が合わせられるこ
とで、一つのまとまりある光景が構成
されているように見える (fig.8)。
宮永の制作プロセス自体が、このレ
イヤーされたイメージがもたらす想起
にもとづいて次の作業のプログラムが
立てられることで進められるのである 
(fig.9)。

fig.8, arc (2011) より

fig.9, 筆者作成

26 なお、『成層圏 vol.5 宮永亮』では素材映像を含めた 6チャンネルの映像インスタレーション作品として展示
され、『scales』および『恵比寿映像際』ではシングルチャンネルのスクリーニング・バージョンが展示された。
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宮永はそれについて次のように述べている。

作ってく上でなんとなく、こことここが合って、ここのヴィジュアルから想起す
るイメージに、次は前後に何がつくか、とか、もうちょっと先にこれとは全く逆
のものを置いてみて、その間をどう上手くつないでいくか、とか。そういうこと
で尺が出来ていって、っていう感じなので、だから構想はせず、身を任せてって
感じで作ってます 27。

それはその映像に潜在している美的な魅力を顕在化させるということでもあり、制
作作業そのものがそうした潜在的な力を注意深く見ることによって組み立てられてい
ると言える。このとき、素材となっている映像は、現実的な文脈から切り離されて純
粋に視覚的なイメージとして、編集作業中に何度も繰り返される試行錯誤によって、
その潜在的な力を多角的に検証されることになる。
しかし、この《arc》は素材となる映像群を完全に調和させ、独立した作品世界を
立ち上げることや作品への完全な没入を誘うということをしない。素材となった一つ
一つの映像は作品の中で具体的な時間性や場所性を失ってはいるが、完全に一つのイ
メージに融解しきっているわけではなく、あくまでそれを構成する要素として、他の
映像と新しい関係性を現在に構築しているのだと言える。
それは空間的なヴィジョンにも関わる事柄であるが、時間的なヴィジョンの問題と
して捉えると、より分かりやすい。宮永は自身の作品の時間性について、特に物語映
画における時間性と対比して次のように述べている。

確かにそのレイヤーを重ねるってことは、[一つの映像の ] こういう時間に対して
実は [他の映像の ] こういう時間も重ねていくことだ、って僕は思っていて。映画っ
てのは後ろにどんどんとくっつけていくから一流れの時間を持ってると思うんで
すけど、レイヤーってなると一流れの時間の中にもさらにこう重ねていく場所が
あって。それをこういうふうな [縦方向の ] 時間として見ることができるなって、
今考えてるところですけど。僕らの持ってる時間軸とは違う時間軸みたいなもの
が、重ねることで生まれていくっていう 28。

これは哲学の領域でベルクソンやドゥルーズが提唱している記憶 (mémoire) の概念
に近しい考え方である。時間は止まることなく流れ続けるものであるが、しかしそれ
は消失するのではなく、過去それ自体において保存される。現在目の前に立ち現れて
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いる諸々のイメージは現働的イメージ (image actuel) と呼ばれるが、それらが過去に
おいて保存されることで、それらは潜在的イメージ (image virtuel) として時間の中に
存在し続けることになる。この潜在的イメージの全体が「記憶」である。
ドゥルーズによれば、記憶とは逆円錐 S-AB (fig.10) 
のような構造をとっている。頂点Sは現働的現在を指し、
それは記憶全体に裏打ちされている。回想される純粋な
回路（過去）として断面 A’-B’、A”-B”がそれぞれ
に固有の層を構成しており、現働的現在は過去一般と相
関しているということになる。しかしまた時間は過去か
ら現在、未来へと一方向に向かって進んでいくものでも
あり、生身の私たちが過去をそのまま思い出すというこ
とはできず、過去は新しい現働的イメージとして思い出されるのであって、私たちは
現在と過去、あるいは現在と記憶との関係を直接知覚することはできない 29。
宮永のレイヤード・イメージのもつ時間性とは、この現在と過去の関係を視覚的な
重なりとして見せるものだとみることができる。一つの作品としての時間軸は一つで
あり、鑑賞者の体験も一流れの時間であることは違いないが、作品の中に立ち現れて
いるイメージは、異なる複数の̶とはいえ本来は連続していた̶時間の堆積の表象で
ある。
私たちが不連続に見える複数の出来事を関係付けて考えるとき、通常そこには何ら
かの思考方法の型があり、それに合わせて考えることが多い。たとえば因果関係とい
うのはその典型である。あるいは、震災前の景色と震災後の景色を並べてみるとすれ
ば、それは対比ということになる。しかし、レイヤード・イメージはそうした関係性
とは異なる新たな関係性を探索するものである。しかもそれはまったく一方的に作家
が持っている観念を押し付けるということではなく、あるいはまったく無秩序に結び
つけるということでもなく、それぞれのイメージに潜在する固有性との緊張関係のな
かで見つけ出し、現働化しようとする試みであると言える。
翻ってそれは、新たに見つけ出された関係性のもとで、それぞれのイメージあるい
は出来事を見つめ直すという契機を与える。言い換えれば、異なるフレーミングにお
いてそれぞれのイメージに別様のまなざしを向けさせるということである。

6-2. 美的コミュニケーションについて

宮永の《arc》は多様な素材によって構成されているが、強いてそれらを分類すると
すれば、5つのモチーフが見出される。それは海、道路、瓦礫、都市、光の流動である。
たとえば冒頭のシーンでは穏やかな海の水面が映し出され、画面奥には一隻の漁船が

29 Deleuze, p.108

fig.10
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漂っている。次第に、現実的イメージからの離脱を予告するかのように、海面が変色
し始める。そして、そのイメージの下層から複数の異なる映像̶走行中の道路の白線、
走行中の車内から見える都市の景観、瓦礫が漂う海面̶が浮かび上がってくる。それ
らはゆるやかに結びつき一つのイメージを構成するが、同時にそれらがそれとして認
識できる程度に離れている。私たちはレイヤード・イメージからなる一つの作品を見
ながら、同時にそれらのモチーフをレイヤード・イメージがもたらすフレーミングに
おいて見ることになる。
松本は映像の多層的な機能を美的機能と非美的機能とに分類したが、レイヤード・
イメージがもたらす一つの調和したイメージが担うのは、まさしく美的機能であるだ
ろう。それが何を賦活しているかと言えば、少なくともこの作品について言えば、そ
のレイヤード・イメージそのものとその素材となっているモチーフや出来事の両方で
ある。
冒頭にも触れたが、芸術作品としての映像とコミュニケーションメディアとしての
映像とを区分することはおよそ無意味であると思われる。ことこの作品については、
映像の内へと向かうコミュニケーション（美的コミュニケーション）と外へと向かう
コミュニケーション（現実の出来事への志向）とが相互補完的に成立していると言え
るだろう。
松本の指摘に批判を向けるとすれば、美的コミュニケーションにおける私たちの関
心は映像そのものに向かうところで終わるものではないということである。つまり、
映像の美的機能は、そこで用いられている既知の素材や筋や説話的内容を未知なるも
のとして受け取り直すためのまなざしの創造を促すということである。
レイヤード・イメージの創造性とは、その素材となっている映像が潜在的に要請す
るまなざしのあり方を他の映像との美的 -重層的関係のもとで現働化するということ
である。そこにあるのは、作り手が制作プロセスの中でそれを発見＝創造し、発見＝
創造されたものが作り手や受け手を差異化＝再創造するという創造の循環的構造であ
る。

7.結

以上の考察から、宮永の方法論はイメージの側にある潜在的な創造性を探索し現働
化させるものであると言える。それは、作り手自身の主体的能動性に依拠しないあり
方の実践とも言えるであろう。宮永におけるまなざしのフレーミングは、宮永自身の
主体性においてデザインされるものではなく、まなざしを向ける対象の側に潜在する
創造性によって構築されるものであり、その意味では宮永の方法論はきわめて受動的
なものである。
しかし、受動的であるということはただ「待つ」ということとは区別される。対象
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の側の創造性はただ「待つ」ということでは得られないからである。映像制作におい
て受動的であるということは何らかの方法論をもって「待ち構える」ことであるのだ
ろう。宮永においては、映像を重層的に組み合わせるレイヤード・イメージを作り出
すプロセスがそれに当たる。加えて、特に宮永の方法論に顕著に現れているが、デジ
タルテクノロジーに支えられた今日の映像環境が、作り手のふるまいのあり方を強く
条件づける一方で、これまで以上に多角的で実験的な映像の検討―すなわち「待ち構
え」を実践可能にしている点にも注目したい。つまり、ここで私たちに提示されてい
るのは、映像との実験的なインタラクションの反復可能性であり、宮永の場合はレイ
ヤード・イメージという方法論でもってそれを実践しているのだと言える。そしてそ
れは、作品を生成すると同時に、作り手自身を差異化し創造し直すものである。
ここではこれを受動的創造性と呼称する。それは「知る」「見る」「作る」といった
欲求と行為において駆動されるものであり、その意味で主体性は全面的に放棄される
ものではない。そこには自分自身が差異化されることを意志するという意味でのメタ
的な主体性ないし方法論的態度が不可欠である。それは、映像装置を使いこなしてア
ンチテーゼを自ら立てるという態度ではなく、そこに生じる主体性の制御 (control) に
自ら従い、それに呼応するという態度であると言い換えられるかもしれない。
来るべき映像環境において受動的創造性が求められるとするならば、その担い手に
必要とされるのは、直接的な水準での自らの主体的能動性を制御しつつ、まなざしを
向ける側に潜在するフレームワークの創造性が到来するのを待ち構える、その方法論
を構築する能力であると言える。映像制作の倫理学の課題とは、したがって、そうし
た方法論の実践を検討し、さらにはそのアップデートのあり方を探求することである。

【参考文献】
Deleuze, G. (1985) Cinéma 2: L'Image-temps, Paris: Minuit　
Jaar, A. (2009) “Internet: A beautiful dream”, 横浜国際映画祭実行委員会編『DEEP 
IMAGES: 映像は生きるために必要か』フィルムアート社 , pp.84-85
Stam, R. et al. (1992) New vocabularies in film semiotics: structuralism, post-

structuralism and beyond, London: Routledge
Sturken, M., Cartwright, L. (2009) Practices of Looking; An introduction to Visual 

Culture, Oxford: Oxford University Press　
バルト・R. (1999)『ロラン・バルト映画論集』(諸田和治編訳 ) ちくま学芸文庫
メイ・T. (2005)『社会調査の考え方：論点と方法』(中野正大監訳 ) 世界思想社
風間正 . (2007)『現代映像芸術論̶映像作家活動の思想的背景 1970年 -2000年̶』
出版文化研究会
住友文彦 . (2009) 「Deep Images̶海としての映像」, 横浜国際映画祭実行委員会編



メディアと社会　第 6号

96

『DEEP IMAGES: 映像は生きるために必要か』フィルムアート社 , pp.7-12
西村清和 . (2010) 「「美的なもの」の分析美学」, 『哲学の探求』第 37号 , pp.18-30
松本俊夫 . (1981)「美的機能の構造と賦活原理」『季刊映像』第 20号 , pp.29-44
青山太郎 . (2013)「映像制作における触覚的・感覚的知性の涵養としての創造性につ
いて」(名古屋大学 ; 修士学位論文 )




