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記録資料なきドキュメンタリー？─エコシネマと有害物質
カール・スクーノヴァー

（大﨑晴美訳）

キーワード：エコシネマ（環境映画）、ドキュメンタリー、廃棄物、有害物質、映画的表象（不）可能性

ジークフリート・クラカウアーはその著書『映画理論』で、映画というメディ
アに、とりわけモダニズム的なリアリズムを任務として課しているが、それ
は、脇に置かれた事物や、視界に入らない眺めの重要性を回復するようなリ
アリズムである。彼にとって、このメディアがそのポテンシャルを十二分に
発揮するのは、慣れ親しんだものを見知らぬもののように感じさせたり、隠
されていたものを私たちの目の前であばき出したりする映像を生み出す時で
ある。最も映画的な映画は、私たちがその映画を見なければ認めるのを避け
るような物事に、私たちの目を向けさせる。そうした映画の映像は、世界に
ついて私たちが自分で目にすることができる以上のものを見るというカメラ
の能力を利用して、物理的な現実に対する私たちの関係を回復する。カメラ
によって明かされる典型的な「盲点」の一つが、ごみである。
「廃物」という
見出しで、クラカウアーは次のように書いている。
多くの物体が気にも止められないのは、それらがどうなるかに私たちが決
して目を向けることがないという、ただそれだけの理由からである。ほと
んどの人は、ごみ箱や足の下の泥や、自分の捨てたごみに背を向ける。映
画にはそうした禁止事項はない。それどころか、普段私たちが無視しがち
なものが、そうやって広く見過ごされるからこそ、映画の魅力的な題材に

Siegfried Kracauer, Theory of film:

The Redemption of Physical Reality
(Princeton: Princeton University
Press, 1997; orig. in 1960), 54.

なることもある 1。

メディアとしての映画の持つ政治的なポテンシャルを擁護する著書のこの
箇所で私たちが目の当たりにするのは、物事を表象するという点で映画カメ
ウ ェ イ ス ト

ラの持つ潜在的可能性であり、それは廃棄物で溢れ返った世界を明るみに出
すというカメラの独自の能力に典型的に表れている。廃物についてのクラカ
ウェイスト

ウアーの短い注釈に既に明白に表れているのは、近代の浪費文化が、ごみの
遍在する状態を帰結しているだけでなく、この状態の否定を可能にするよう
リヒューズ

な物の見方を助長しているという認識である。
「廃物」とは、私たちがもう見
リ ヒ ュ ー ズ

たくなくなったものを指す言葉である。それは、私たちが拒絶するもののこと
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なのだ。スラヴォイ・ジジェクもまた、支配的な物の見方が、ごみの排除に
よって構造化されていると述べている。実のところ彼は、私たちがイデオロ
ギーを介して世界に関わる営みの核心にあるのは、廃棄物を視界の外に出す
行為だと論じてさえいる。ジジェクは大きな産業廃棄物処理場の中に立って、
現代哲学についてのドキュメンタリー向けに話をしながら、次のように語っ
ている。
「私たちの世界から［ごみが］姿を消すことは、現実についての私た

2

Examined Life (Astra Taylor, 2008).
ジジェクの注釈は、映画からの抜粋で
ある以下のビデオクリップで見ること
ができる。http://www.youtube.com/

watch?v=iGCﬁv1xtoU.［現在ではアク

セス不可能。］

ちの日常的な知覚の一部となっている」2。
欧米で製作されるエコ・ドキュメンタリーの最近の潮流は、廃棄物に対し
て私たちが盲目状態にあるというこの感覚にマッチしているように思われ
る。これらのドキュメンタリーは、ごみによる環境破壊が目前に迫っており、
目下人間が廃棄物を問題として認めたがらないせいで将来全世界的な大惨事
が起こるだろうと予測している。そうした映画群に含まれる長編の「エコ・
（The
ドキュメンタリー」には、次のようなものがある。
『イレヴンス・アワー』
11 th hour; レイラ・コナーズ、ナディア・コナーズ監督、2007年）、
『クルード
（ Crude; ジョー・バーリンジャー監督、2009
─アマゾンの原油流出パニック』
年）
（ Flow: For Love of Water; イレーナ・サリーナ監督、2008年）、
、
『フロウ』
（ GasLand; ジョシュ・フォックス監督、2010年）
『ガスランド』
、
『ザ・コーヴ』
（The Cove; ルイ・シヨホス監督、2009年）、
『 TRASHED─ごみ地球の代償 』
（Trashed; キャンディダ・ブラディ監督、2012年）、
『ヴィック・ムニーズ／ごみ
（Waste Land; ルーシー・ウォーカー、カレン・ハーリー、ジョアン・
アートの奇跡』

3
ここで言及した映画について私が議
論するのは、廃棄物を表象する方法の
典型例としてそれらの映画を紹介す
る意図からである。ただ、このリスト

ジャルヂム監督、2010年）。これらの映画の多くは、当初から劇場公開を念頭

が包括的なものだと言うつもりは全

に置き、アル・ゴアの講演を撮影したデイヴィス・グッゲンハイムの映画『不

キュービットなら「ポピュリズムの環

（ The Inconvenient Truth; 2006年）の興行的な成功の後に続こう
都合な真実』

とするものである3。これらの映画のほとんどは、幅広い地域でDVD 鑑賞が

くないし、本論文の射程は、ショーン・
境主義」とでも呼ぶような多くの映画
を含むまでに容易に広がってしまう
かもしれない。

可能で、有料テレビで放映されている。これらの映画以外にも、何らかのコ
ミュニティによって製作を支えられた、より小規模の作品があり、そうした
作品は映画祭やインターネット・アクティヴィストのプラットフォームで観
（ La
客を獲得する。その中には、
『女の子は空気を吸い込なければならない』
bambina deve prendere aria; バルバラ・ロッシ・プルデンテ監督、2009年）
『美し
（ Biùtiful cauntri; エスメレルダ・カラブリア、アンドレア・ダムブロシオ
い国 』
監督、2008年）
（ Una montagna di balle; ニコラ・アグリサノ監督、
『梱包の山』
2009年）のように、南半球の国々のごみ危機を取り上げた一連のイタリア映

画がある。こうした多彩な映画群を一つにまとめているのは、それらが映画
というものを、世界についての物理的な事実に観客を直面させるための手段
と見なすそのやり方である。クラカウアーの考える映画の使命において、真
実の暴露は政治的なものだが、これらの映画はこの使命に忠実に、環境意識
を高める目的で、視覚的なものに対する洞察力を覚醒状態に置いて活性化し

｜特集─文化としてのゴミ｜カール・スクーノヴァー
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直す役割を担っていると自認している。同時にこれらの映画は無意識のうち
に、人の目に止まるのがより困難な問題が山積していることを明るみに出し
ている。
もし廃棄物が定義上、私たちが見たくないもの、視界から追放したいもの

4

ト キ シ ッ ク

スタンダードな英語辞書で「有害物質」

だとすれば、目に見えない形の廃棄物はどうなるのか。写真では記録できな

という言葉の現代の用法が定義され

い、あるいは人間の視覚では知覚不可能な危険物質はどうなるのか。以下で

る際には、人造の毒、負債、汚染を撒

私は、ごみが再び私たちの目に入るようにするためにこれらの映画が用いる

人間が地表環境を破壊するのに用い

き散らす煙、放射能、殺虫剤のように、

形式的な方法が、しばしば有害物質を捉えそこねている様子を考察する 4。

た最も悪名高いものが引き合いに出

私は有害廃棄物の様々な表象の分析を通じて、現代のエコ・ドキュメンタリー

とは正反対のものである。
「毒素」はし

では省略されている、ある区別を明るみに出せればと思っている。それは、

ばしば、動物もしくは植物に由来する

表に出されるのを私たちが拒絶するようなごみと、そもそも目に見えない有

ば、
「毒 素」よりも「有 害物質」という

害物質の毒性の現実の間の区別である。写真によって世界のありのままをさ
らけ出すというリアリズム的な要請は、人間にとって最も恐ろしい脅威とな
ド

キ

ュ

メ

ン

ト

る廃棄物を記録資料によって実証するよりも、そうしたものを目につかない

トキシン

されるのが常である。これは「毒 素」

物質として定義されるのだ。とすれ
トキシン

ト キ シ ッ ク

言葉の方が、ごみ投棄との関連や、一
所にとどまらない危険物質との関連
をよく表している。有害物質は溶け出
し、漏れ出し、染み出るのだ。

ようにしてしまうために、より大きく貢献しているのではないか。

暴かれるべくそこにあるもの
『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡』の開始から 45分頃に、旅をする
様子を写したロングテイクが出てくるが、これは、ある種のエコ・ドキュメ

奇跡』は、アートワークが人生を変え

ンタリーがごみを政治的な問題にする際のごく典型的な手法である5。その

ると主張するが、ここで言われる人生

テイクは、オレンジ色の大きなバケツを持って身をかがめ、ごみの山をあさ

人間にとって最も過酷で不安定な状

とは、単に普通の人生にとどまらず、

る女性のミディアム・ロング・ショットから始まる。カメラはゆっくりと後退

況の一つに住み続ける人々の人生で

し、人間よりもずっと大きなごみ捨て場を映し出す。さらに数秒後には、当

デジャネイロの外にある世界最大の

ある。誰かと言えば、ブラジル・リオ

初クレーン・ショットだと思われたものが、どうやらヘリコプターにカメラ

ごみ捨て場グラマチョ・ガーデンの住

を載せて撮影したものらしいと判明する。私たちが目を見張るのは、この

の映画は、有名なアーティストである

ショットがあらわにするスケールの大きさである。人の姿が次第にごみの山
に飲み込まれていくのだ。地面からの距離を徐々に大きくしていくという
ショットのデザインは、観客を盲目状態から抜け出させるために、ごみの光

人たち / 労働者たちのことである。こ
ヴィック・ムニーズのプロジェクトを
追っていく。これは、ごみ捨て場の住

人たちと協力して、彼らを取り巻くご
みから彼ら自身の肖像画を作るプロ
ジェクトである。その結果作り出され

景をどんどん大きくしていく。ごみの占める比率が少しずつ大きくなってい

た作品は大きなアジャンスマンであ

くと、私たちの世界を満たしているのは、何にも増してごみではないのか、

を突き動かす衝動を増幅させて、ポス

と問わざるを得なくなる。この映像は、ごみがどれほど生活を侵食している
のかがまだわかっていない観客に向かって語りかけているのだ。ごみを扱っ
た別のドキュメンタリー『 TRASHED ─ごみ地球の代償』でも、クレーン・
ショットとヘリコプター・ショットが用いられているが、それは、グローバル
なスケールとプライベートなスケールを交互に映し出して、この映画のタグ
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5

『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの

り、それがモダニズム的なコラージュ
トモダン的な肖像画法と、コンセプ
チュアル・アートのパフォーマンスと、
コミュニティの組織化と、NGO のよ

うなスタイルのチャリティ活動を一つ
にしている。

ラインを視覚的に強調するためである。このタグライン
は、
『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡』のモットー
にもなりうる。
「もしあなたが廃棄物など誰か他の人の問
題だと考えているなら、…もう一度考えてみてほしい」6。
（図 1 – 3）

これら二本の映画 ─そして上述したその他の映画の
多く─は、破壊的な人間生態系の中に私たちが場所を占
めている状態は、ごみの否認によって可能となっている
のだと教えてくれる。何でも捨てて構わないとか、すべ
ては使い捨て可能だとか、自分の家やコミュニティから
完全にごみがなくなるよう努力すべきだとかいうナイー
ヴな信念の誤りに私たちが気づくよう、これらの映画は
働きかける。こうした信念は、日常的にごみを隔離する
私たちの日常習慣に基づいているだけでなく、私たちの
視界や視覚文化からごみが排除された状態に基づいてい
る。これらのドキュメンタリーは政治的な自覚の向上を
唱え、そのための手段として、旧態依然とした視覚のプ
ロトコルに対して、私たちの中に刻み込まれた見る行為
の文化に対して、また衛生の（したがってイデオロギー的
かつ持続不可能な）視覚体制に対して異議を申し立てるた

めに、映画の映像をどのように使用可能かを証明してみ
せる。とすれば、廃棄物の問題とは視覚的な表象の問題
であり、これらのドキュメンタリーは、映画の画像のみが
明るみに出すことのできる新事実に私たちの目を開かせ

図 1、2、3 『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡』では、大きさ
のスケールが望遠鏡を用いて撮影されているため、ごみの山に比べ
て人の姿が小さいのがよくわかる。

ることで、この問題の解決を提案しているのである。

6

『 TRASHED─ごみ地球の代償』の映像が私たちにこの問題を見せつけ

『 TRASHED ─ごみ地球の代償』の

るや否や、ナレーターのジェレミー・アイアンズは、ごみの山の本当の恐ろ

目状態と啓発のレトリックがコンパク

しさが、その危険が知覚不可能な点にあるのだと口にする。有害物質の毒性
は滲み出る膿のようで、密封することも、行き先を突き止めることも困難な

予告編には、この映画で用いられる盲
トにうまくまとめられている。http://

www.youtube.com/watch?v=7UM73C

EvwMY

のだ。自分の視覚領域の中で今日の廃棄物問題が目に入らないという条件
の下に私たちが置かれているというだけではない。人間の知覚と写真の画像
がこの問題を記録することが、単純に不可能なのである。新たな形態の廃棄
物により、ごみが姿を現わす場所についての私たちの感覚に問い直しが迫ら
れている。そうしてこのような廃棄物が、ドキュメンタリーの解説の旧来の
方法の限界を押し広げているという見方もできる。最も有毒性の高い形態の
廃棄物が、ごみ箱に収まり切れず、ごみ捨て場に送られたり、下水溝に追い
やられたりして、私たちの中にも外にも、至るところにある。廃棄物のこの

｜特集─文化としてのゴミ｜カール・スクーノヴァー
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遍在性によって、人間を世界から分かつ境界線が完全なものだという通俗的
な観念の問い直しが迫られている。
『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡』
と『 TRASHED ─ごみ地球の代償』の上述のショットもこれに似ていて、
フィクション映画の方でより一般的な、大胆でお金のかかるこの種のカメラ
ワークを用いて、廃棄物の新たなパラメーターを扱おうと試みており、その
ために、望遠鏡を使って主体のスケールを撮影するという、見る者の不安を
掻き立てる手法を導入している。
『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡』は、有害物質の表現に関しては、
『 TRASHED ─ごみ地球の代償』よりも及び腰である。映画に価値転換の
実践（ごみからアートを作り出し、ごみを拾う人々をアーティストにする）が 映
し出されても、映画のヴォイス・オーヴァーの提起する、現代のごみ捨て場
に溢れる有害物質の毒性の話題は避けられている。有害物質が物質性を持
ち、それがあちこちに浸透していき私たちの安全を脅かす危険性があること
は、概して無視されている。実のところ、ムニーズの共同作業から生まれる
アートワークは、有害物質を隔離するためにカメラを用いている。この共同
作業で作り出された肖像を写した写真は、絵の形になってもごみはごみのま
までありうると私たちに信じさせてくれるだろう。現代のごみ山の中で垂れ
流しになっているありとあらゆる毒素を伴わなくても、ごみは存在しうると
いうわけだ。映画に出てくる共同作業のアートワーク、またより一般的に言
えば、ドキュメンタリーのイメージトラックは、有害物質が物質性の組成を
変えてしまうのではないかという問いにはずっと目を閉ざしたままである
─物質のこうした再組成は、世界最大の数々のごみ捨て場のスペースで例
証されている。それなのに、ごみの光景は、有害物質の毒性の孕む危険性と
は無縁なものに変えられてしまう。
同様に問題なのは、
『TRASHED ─ごみ地球の代償』が、新たな形態の廃
棄物が古い形態のごみの延長線上にあるとほのめかしている点である。この
映画の中では、旧来の形態のごみ（堆積して壮大な山をなしたレバノンのごみ）
と、新たな形態の廃棄物（目に見えないダイオキシン）の間で話の横滑りが起
こっている。私たちは、両者がこのように一緒くたにされているのを認識す
ることで、ある一定の現象が知覚不可能だという事実（有害物質の毒性につ
きものの目に見えない汚染の典型である、微視的な変異や長期的な変化が目に
入らないこと）から、イデオロギーによる盲目状態（目の前に、そして身の回
りの至るところにあるごみが目に入らないこと）を区別する方向に向かうべき

なのである。これは何も、有害物質が知覚不可能だという概念の中にある
イデオロギーの作用を否定することではない。事実、有害物質は私たちに
とってダブルバインド的なものだと言ってもいいかもしれない。なぜなら、
私たちはそれを見たくないのだが、大事に至った後でなければ、それが目に
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入ってくることは全く不可能だからである。有害物質の毒性がそもそも目に
見えるかどうかは厄介な問題である。なぜならそれは、画像の中に見せるの
が困難なやり方で私たちの世界に浸透しているからだ。有害物質を隠すた
めに共謀している例の数々のイデオロギーは、この意味でとりわけ悪質で
ある。なぜならこれらのイデオロギーは、前述のような条件に制約された見
方に、つまり廃棄物を既に視界から隠している当の見方に忠実なのだから。
『 TRASHED ─ごみ地球の代償』と、ごみから毒素へと話を横滑りさせる
この映画の語り口は、新たな形態の廃棄物を隠蔽するこの共謀を、意図せず
して手助けし後押ししてしまう。
有害物質の毒性の蓄積はごみの堆積と同じ現象ではない。映画ではしばし
ば、ごみの堆積が有害物質の毒性の蓄積のメトノミーとして用いられている
が、それぞれの現象は、廃棄物に関わる共約不可能な別々の認識論に起源を
持つものとして理解されるべきなのだ。毒素とごみを一緒くたにすること
は、別々の環境危機を混同することであり、そのようなやり方では、どんな
有効な対応策も台無しになる恐れがある。視覚的な表象に対して有害物質の
毒性が突きつけるジレンマを避けて通ると、今日の通俗的な環境メディアの
リヒューズ

核心にある矛盾を隠すことになる。
「廃物」がもはや、単に私たちが見るのを
リ ヒ ュ ー ズ

拒絶するものだけに限られなくなったこの時代に、映画の持つドキュメンタ
リーの能力についての昔からの観念が、こうしたエコロジー映画でこれら二
種類の廃棄物が混同されるのを許容する─ひいては、要求しさえする─
のだろうか。現代のこれらのドキュメンタリーは、それらが本当の姿を表象
できないようなものに関わる問題を提起するのを目的としているのか。それ
ド キ ュ メ ン ト

らは記録資料なきドキュメンタリーなのか。

廃棄物管理のイメージの昔と今
『 TRASHED ─ごみ地球の代償』と『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの
奇跡』の言説をめぐる様々な問題は、現代文化における有害物質の認識が、
ごみに対する人間の当初のメンタリティに固執し続ける度合いに比例して制
限されている様子を明るみに出す。言い換えれば、これらのドキュメンタ
リーは度々、両方の種類の廃棄物を一緒に画面に登場させるのだ─この時
代錯誤は矛盾や不整合を生じさせてしまう。この複雑な二元論が、これらの
映画の歴史性と、環境主義の大衆文化の歴史性にはっきりと刻み込まれてい
る。これらの映画が有害物質にどう迫っていくのかの検討を続ける前に、廃
棄物が辿ってきた大まかな道筋の概略を述べておくことが決定的に重要で
ある。
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時代遅れで、ある意味で前近代的な廃棄物の概念は、私たちの世界が抱え
る重大な環境危機と全く噛み合わなくなっているにもかかわらず、世界を見
モ

ダ

ン

る私たちの視覚を支配する力を持ち続けている。近代的な世界は、廃棄物の
除去をより迅速で効果的なものにするテクノロジーを提供してきた。北半球
の先進国においては、廃棄物を厄介払いしたり、廃棄物と自分の間に感覚の
壁を作ったりすることに関わる、ポストモダン的な警戒心の過剰とでも言っ
たものがある。ファブリーズのようなブランドや、水を二回流せるようにタ
ンクが早く一杯になるトイレ、香り付きのごみ袋といったものが大西洋の両
岸で人気を博したり、公共施設に手指の消毒液のディスペンサーが広く普及
したりといった事態が、この警戒心の過剰を証拠立てている。しかし、除去
という形でごみにアプローチする動きが加速するその一方で、私たちの多く
は廃棄物との共存を受け入れている。廃棄物は私たちの日常生活の一部であ
り続けているのだ。工業国では、経済的に豊かな地方自治体がごみ収集を月
二回にするケースが増えている。それはつまり、たとえごみがキッチンの天
板の下に（あるいは、臭いを出さずに何日もかけて肉を分解するコンポスト型
の電動生ごみ処理器の中に）隠されていたとしても、ほとんどの人の家庭にご

みが以前よりも長く置きっ放しになっているということである。ニューヨー
クのファイアー・アイランドのリゾートビーチに医療廃棄物が打ち上げられ
ても、それが新聞の一面を飾るニュースになることはもはやない。モルディ
ヴのある島の全土が有害廃棄物の流れ着く先になっていると暴露するような
恐ろしいニュースが報道されるのを、私たちは心のどこかでうすうす予測す
るようになっている。エコ・ドキュメンタリーと並び、テレビの多くの暴露
番組が、人間の作り出した毒素が私たちの体中に回り、多くの場合に一生の
大部分そこに留まり続けるのだと教えてくれる7。私たちの前に広がる新た
な世界の事実に対するメディアの絶えざる注目が示唆するのは、大衆が環境
に対してあくなき関心を持っているだけでなく、有害物質が身近にある状態
と無意識に妥協しており、しかもこの妥協の範囲がますます広がってもいる
ということである。これはつまり、危険な汚染物質の存在が日常的なものに
なってしまった状態に対する諦めの蔓延である。有害廃棄物のせいで、現代
の工業国において人々は奇妙な二重生活を送っている。有害廃棄物はよくな
いものとされているが、どこにでもありふれている。見えないと同時にすぐ
近くにあるのだ。
廃棄物に対するこれらの態度は、どちらも空想上だけで可能なものでおよ
（人間の生活が、そこから生じる廃棄物が完全に使い捨
そ実現不可能である。
て可能であることに依存しているという）廃棄物についての時代錯誤な理解が
（人間の生活は毒まみれの環境で営まれ続
いつまでも根強く残っているのは、
けていくという）汚染された未来と妥協するのと同じくらい道理に合わない。
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7
例えば、アメリカ公共放送サービスで
放映された、ビル・モイヤーズによる

二部構成のテレビレポート『営業秘密』

（ Trade Secrets; 2001 年 3 月）を参照。

毒素を脇に置いておくなどそう簡単にはできない。毒素は都合よく分解して
はくれないので、私たちの世界から完全に消え去るのを拒絶しているように
見えるかもしれない。山積みになっていくのは粗大ごみだけでなく、地球上
の私たちの体にどんどん溜め込まれる毒素であり、しかもその量はますます
増えている。そうして、私たちの私的な空間と公的な生活、私たちの世界の
地政学的な現実を侵食していく。毒素と言われて思い浮かぶのは、9/11以後
いつまでも止まらない咳が人々を苦しめたり、魚の水銀含有量のレベルが上
昇したりといった事態に、毒素が影響を及ぼし続けるその威力である。毒素
は体内に残留し、細胞の発生に変異を起こす。もしかしたら、有害物質の毒
性の力の根強さを人間という存在が超えることは未来永劫ないかもしれな
い。この意味で有害物質は、物質を物質たらしめたり、対象を対象たらしめ
たりする性質のスタンダードな定義の問い直しを迫っている。
政治理論家ジェーン・ベネットは、その著書『 脈動する物質─ 物の政治的
（ Vibrant Matter: A Political Ecology of Things）の冒頭で、より大
エコロジー』

きな展望の中で新たな唯物論哲学を希求する彼女自身の立場に活力を与える
手段として、ごみの持つ現代的な物質性を援用している。
「私たちのごみは、
埋め立て地に埋まって「遠く離れた」ところにあるのではなく、私たちが話
している間にも、噴き上げる化学物質の流れや揮発したメタンの風を生み出
している」
。彼女が提案する唯物論への新たなアプローチが目指すのは、次
のようなことである。
人間の傍を、また人間の内を流れ脈度する物質性を表現すること、またそ
こから、物の力に帰されるべきものを私たちがより多く認めるなら、政治
的な出来事の分析がどう変化しうるかを注視すること。例えば、ごみ、く

ず、がらくた、
「リサイクル」といったものではなく、生き物のように活発

に動いていて、もしかしたら危険かもしれない物質がどんどん山積みに

8

なっていく事態に私たちが向き合うとすれば、消費のパターンはどう変化

Political Ecology of Things (Durham:

するのだろうか 8。

Jane Bennett, Vibrant Matter: A
Duke University Press, 2010), p. vii.

ベネットはここで「有害な」もしくは「毒性のある」という言葉を使ってい
ないが、有害物質の毒性についての近代的な概念、またこの概念が物質性に
ついての伝統的な観念に対して突きつける問い直しが、彼女の使うごみとい
う言葉の意味を貫いているのは明らかである。
1990年代末、文学理論家ローレンス・ブエルは、現在のリベラルな政治文
化が「有害物質の毒性に対する覚醒した自覚」9という病に侵されている、と
述べたが、この自覚の論理は概して全く批判的に解明されないままである。

9

Lawrence Buell, “Toxic Discourse,”

Critical Inquiry, vol. 24, no. 3, 1998,
p. 642.

彼が論じたところでは、
「毒まみれの世界への恐怖はますます差し迫ったも
のになっている。…しかし、有害物質の毒性が言説として論じられることは
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めったにない」10。言い換えれば、私たちは世界が有害物質だらけだと知っ
ているのに、文化理論家は、有害物質からどのように意味が作り出されるの

10

Ibid., p. 639.

か、あるいはレトリック上で有害物質がどう配置されるのかには言及してい
ない。ブエルが「有害物質の毒性の言説」と名付けるものは、ある種のエコ
ロジカルな関心を指すが、その論理についてはなお究明の余地がある。

有害物質についての映画的言説
とすれば、最近のエコ・ドキュメンタリーに現れた「有害物質の毒性の言
説」の特徴とはどのようなものか。エコロジーに関わる特定の現実を語る際
に、物質性についての日常的な概念に対して、有害物質が根本的な部分でど
のように問い直しを突きつけているのかが、これらのエコ・ドキュメンタ
リーでは認識されているのか。あるいは、これらのエコ・ドキュメンタリー
が 私たちの心の中に入り込んで、ペットボトルが直接的に癌を引き起こし、
口紅がすべて鉛を大量に含み、自然が永久に失われているといった妄想の渦
巻く悪夢を見せるのか。先に示唆したように、何よりもまず明らかに思われ
るのは、これらのドキュメンタリーがフェティシズム的なやり方で、ごみの
スペクタクルに時間と労力をつぎ込んでいるということである。このやり方
のせいで私たちは、20世紀と 21世紀の廃棄物の恐るべき新形態を、否定し
つつも同時に肯定することができるようになる。これは何も、現代のエコ・
ドキュメンタリーが、環境の中にある毒素という話題を敬遠しているという
ことではない。こうしたドキュメンタリーは、有害物質の出所やその余波に
ついての、目に見える証拠を執拗に追求している。しかし、ナラトロジーの
観点から言えるのは、これらの映画のナレーションのスタイルは、原因と結
果を述べるという奇妙な説明法に従いはしても、行為主体を明らかにしたり、

という点で映画の果たす役割について
のさらに踏み込んだ議論としては、以
下を参照。Kirsten Ostherr, Cinematic

変化の瞬間を見せたりは決してないということである。これらのドキュメン

Pro p h y la xi s: Glo ba li za ti o n a n d

タリーは有害物質の毒性の作用を私たちに見せることはできないので、その

Health (Durham: Duke University

かわりに、この毒性の経路を追跡したり、その余波を推し量ったりしなけれ
ばならない。

Contagion in the Discourse of World

Press Books), 2005. 私は自分の議論
の中で放射能と核廃棄物については

話を保留にしているが、それは紙面の
都合上であり、かつ、これらのものが

驚いたことに、現代のエコロジー映画ではしばしば、写真では記録不可能

最近話題のドキュメンタリーの中心的

なスケールとペースで有害物質が作用するという認識が示されている。この

な関心になることが比較的まれだと

意味でこれらの映画は、アニメーションを用いて感染の経路を示そうとした

ものは、有害物質の可視性についての

いう理由からである。しかしこれらの

1950年代の健康教育映画や、核汚染による奇怪な突然変異を描いて見せた

問いに関わってくる。例えば、原子力

同年代のSF 映画と似ていなくもない11。実は、過去 10年のエコ・ドキュメン

が弁舌巧みに繰り広げる考察を参照。

タリーを見るべき主な理由の一つは、有害物質を可視化し、その効果を周知
のものとし、そうして有害物質の持つ新たな物質性をある程度まで認知させ
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11
目に見えない感染を見えるようにする

への映画の関与については、リピット

Akira Mizuta Lippit, Atomic Light

(Shadow Optics) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005).

るような映像言語を確立するために、これらのドキュメンタリーが奮闘する
様子を観察するためである。この奮闘は、これらのドキュメンタリーのテク
ストとしての歴史的な固有性を特徴づけてもいる。
例えば、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞受賞のドキュメンタリー
『ザ・コーヴ』は、秘密裏に行われているイルカの大量虐殺の映像（と音声）を
ミ ッ シ ョ ン ・ イ ン ポ ッ シ ブ ル

捉えるという「遂 行不可能な任務」を中心に据えている。この虐殺は、日本
の海岸にある洞窟の中で、厳重な見張りの下で定期的に行われているのだ。
『ザ・コーヴ』は、盗撮映画に対するドキュメンタリーの側からの応答と銘打っ
ており、その謳い文句に違わず、製作側が撮影のために行った危険で向こう
見ずな努力を詳細に描写している。そうして撮影された映像が、イルカ殺し
を公衆の面前にさらして自覚を促すことで、この行為に対する人々の受け止
め方を変え、殺戮を終わらせるだろうと期待されていたのだ。この映画の醸
し出すドラマティックな緊張感は、映像が現実に対する人々の受け止め方を
変えることができるという、リアリズム映画のポリティクスに基づく。しか
し『ザ・コーヴ』は、イルカが大量虐殺されてその内臓が引きずり出される映
像が出てくる下りまでこの緊張感を盛り上げている最中に、その流れを止め
て、なぜ海洋哺乳類が高濃度の水銀汚染にさらされているのかを説明する。
そうすることでこの映画は徐々に、指標的な写真映像を画面に出さなくな
る。これは、水銀が海洋生物の食物連鎖のピラミッドを上っていき、クジラ
やイルカのような大型の海洋哺乳類に達すると、体内に蓄積され生物濃縮が
起こる経緯を説明するシークエンスの流れる数分間の間に起こる。イルカの
苦しむセンセーショナルな光景はもはや私たちの目の前には映し出されな
い。そのかわりに、私たちの目に入ってくるのは、煙を上げる煙突の並ぶ工
場と、蒸気を吐き出す発電所─産業公害や汚染の迫り来る未来をメトノ
ミーで表すお決まりの絵柄─を、静止したフレームで撮影したいくつもの
ショットの連続である。スクリーンに現れる文が次々と事実を語っていく。
それに続いてあるショットでは、写真映像に映った変電所から出る排気ガス
にカメラが唐突にズームインし、そこで水銀汚染が分子レベルから始まるの
だと宣告するヴォイス・オーヴァーのナレーションが流れる。フレームが排
気ガスで充満し、画像がぼやける。この灰色の視野を横切って、小さな粒が
いくつもフォーカスに飛び込んでくる。これらの粒は、水銀を多量に含んだ
水滴をデジタル・アニメーションで表現したものである。これらのバーチャ
ルな形象から、魚や海洋哺乳類を描いた別のイラストが姿を表す。これらの
絵は、フレームを占めると、
「環境の中では最も小さな生き物から水銀に汚
染され始める」のはどのようにしてかを図示する棒グラフへと形を変える。
決定的に重要なのは、写真撮影による映像製作から、非指標的な形態の画像
製作へと舵を切る動きを、この映画が隠そうともしていない点である。この
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移行は見る者の目前で公然と行われる。有害物質に備わった性質のせいで、
その描写法を暫定的に変更することが求められるわけである。
このシークエンスは、
『ザ・コーヴ』の中のほんの小さな部分にすぎない。
にもかかわらず、現代の廃棄物のせいで、写真的な描写の問い直しが迫られ、
そのような描写によるリアリズム的なプロジェクトが頓挫する恐れが生じる
のは明らかである。他のエコ・ドキュメンタリーの多くは、地図や表やグラ
フその他のアニメーションを用いて、人間の生活にとって危険な毒素がます
ます存在感を増し、私たちの身近にまで迫ってきているのをわかりやすく示
している。こうした図やシンボルを用いた映像のおかげで、映画の議論の範
囲を、広範な空間と時間にまで拡張することが可能となる。その範囲は、一
人の人間に観察可能なものや、典型的な映画の製作スケジュールの時間枠内
で観察可能なものの範囲をゆうに超える。
毒素を扱う際に、標準的なエコ・ドキュメンタリーにとってとりわけ有用
なのが、手描きやコンピュータ制作のイラストである。なぜなら、そうした
イラストだと、原子レベル以下までの微視的な変化のプロセスを図示できる
からだ。人工物質に起因する脅威のうち最も警戒すべき事態が起こるのは、
この種の変化においてである。さらに、こうした非指標的な画像により、あ
る事柄だけを取り出すことが可能にもなり、そうすれば、環境に対して多大
なインパクトを持つ上述のような変化が、たとえ何十年もの期間にわたって
いようが、複数の大陸にまたがっていようが、それをパターンとして目に見
えるものにすることができる。対照的に、写真による無差別の「データ」取集
は、こうした目的のためには余分なものを含みすぎることがしばしばであ
る。しかし、表やグラフのような働きをする例外的な写真映像も少数あり、
それらは人間の通常の視覚のパラメーターの範囲を広げる。そうした映像の
中には、溶けていく氷冠の衛星写真を何枚も撮影して比較したものや、汚染
の進行を明らかにするために映画のカメラクルーが数ヶ月後や数年後に同じ
現場に戻って例証として撮影したものがある。

視覚的なものの限界
ド

キ

ュ

メ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

有害物質が注目を集め、写真を用いた記録資料による実証の方法に抗い、
リアリズム的な表象実践に揺さぶりをかけている事態を鑑みれば、多くのエ
コロジー批評の至るところで写真画像が今だに幅を利かせているのを目に
すると、驚きを禁じ得ない。エコシネマの理論家の多くは、ドキュメンタリー
映画の映像が人々を引きつける絵をふんだんに用いるのに疑念を抱いている
様子で、そうした手法がレトリックで人を操っている（これは、プロパガンダ

020

的だと解される）とほのめかしている。他の理論家たちは、このような映像

12

には本質的に物事を具体的な形に還元する傾向があるようだと指摘してい

論を総合的かつ有用な仕方で概説し

以下の論文は、エコロジー映画の理

る。彼らはそうした映像のフレームが、自然界を暴力的に固定させ括弧に入

ている。Adrian Ivakhiv, “ Green Film

れてしまうものだと見なしている12。

ciplinary Studies in Literature and

決定的な例外がいくつかある。実は、こと近代の表象という段になると、
写真と映画がしばしば行き詰まってしまうのはどのようにしてかを知りた
がっている少数の学者たちがいるのだ。
「地球温暖化は表象の危機を加速し、
そうして環境団体のコミュニケーションを促進した」とジュリー・ドイルは書
いている13。彼女が主張するには、気候変動から帰結する破滅的な未来は「目
で見ることができない」が、その一方で、気候変動を声高に叫ぶ側は、大き
な空間的、時間的パラメーターによって危機を表象するために写真という方

Criticism and its Futures, ” Interdis-

Environment, vol. 15, no. 2, Summer

2008, pp. 1‒ 28.

13

Julie Doyle, “ Seeing the Climate?

The Problematic Status of Visible

Evidence in Climate Change Cam-

paigning, ” Ecosee: Image, Rhetoric,

Nature, edited by Sydney I. Dobrin
and Sean Morey (Albany: SUNY
Press, 2009), p. 280.

法を使用し続けてきた。結局のところ、彼女が言いたいのは、写真を使用す
ると、倫理的に好ましくないやり方で、世界や変動や未来が安定を取り戻し
てしまう、ということである。これと関係して、ショーン・キュービットが
論じるところによると、気候変動の証拠が概して統計学的なものであるせい
で、地球温暖化はエコロジーを擁護する映画に対して表象に関わる問題を突

14

Sean Cubitt, “Everybody Knows This
Is Nowhere: Data Visualization and

きつける。

Ecocriticism,” Ecocinema Theory and

数は本質的に写真とは相容れない。これらの見えない傾向が、私たちの目
に見えるように形をとったものを見る必要がある14。

Practice, edited by Stephen Rust,

Salma Monani and Sean Cubitt
(London: Routledge, 2013), p. 281.

キュービットの研究は、現代のエコ・ドキュメンタリーを定義するのは、
グラフィックによる義肢学と写真による描写への依存だと示唆している。
地図、数字、グラフィックス、シミュレーションを含むデータの視覚化は、
気候変動についての言説に必要不可欠である。象徴的なのは、
『不都合な真
実』におけるデータの視覚化の使用である。気候変動のようなグローバル
な出来事は、人間に知覚可能なスケールや時間枠では起こらない。…例え
ばゴッドフレイ・レジオは、彼の三部作『コヤニスカッツィ』
、
『ポワカッ
ツィ』、
『ナコイカッツイ』で低速度撮影の使用の先駆者となった…15。

アニタ・アンジェローネは、イタリアの「ごみの緊急事態」に応答する何本
ものドキュメンタリーにおいて有害物質の毒性がどのように表現されている
かを扱った論文を執筆している16。アンジェローナは、この内容豊かで入念
な分析の中で、汚染のせいで映像がどう不安定になるかを記述している。あ

15

Ibid., p. 280.
16

Anita Angelone, “ Talking Trash:

Documentaries and Italyʼs ʻGarbage

Emergency,ʼ ” Studies in Documentary

Film, vol. 5, no. 2/3, 2011, pp. 145 ‒

156.

る一本のドキュメンタリー映画のカメラが、有害物質による汚染の現場を明
るみに出すと、精神的な動揺が次々に観客に襲いかかるのだ。独特の感受性
を示すこれらの論文全体を通じて、はっきりとではないにせよ浮かび上がっ
てくるのは、現代のエコロジカルな視覚文化が、今日の、そして明日の環境

｜特集─文化としてのゴミ｜カール・スクーノヴァー
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危機を表象する手段を手に入れようとしているということである。これらの
ド

キ

ュ

メ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

研究はそれぞれ、写真を用いた記録資料による実証が何事もなくうまくいく
ことは不可能で、そのかわりに、何かが起こった時にその埋め合わせを行う
ような表象方法を模索しなければならないのだと、私たちに教えてくれる。

埋め合わせの機能を担う形象
映画は一個のメディアとして、人や物の姿形を表現する豊かなポテンシャ
ルを持っている。映画は、映像の範囲内だけにとどまらず、編集による様々
なショットのつなぎ合わせの全体を通してメタファーを作り出すことができ
る。映画の言語は実際、写真では描写できないものを埋め合わせる主要な手
段として進化してきた。エコ・ドキュメンタリーは、映画がいくつもの映像
をミックスする能力を頼りにして、有害物質そのものを表象できないという
無力を埋め合わせる。この能力のヴァリエーションには、以下のようなもの
がある。異なる時間性を同時に描写する能力（『イレヴンス・アワー』では、一
日の間の大気汚染の累積を示すために、人や車の通行がスピードアップされる）
、

別々のままでは共約不可能な空間を一緒に並べて、一目でわかるように対比
する(『フロウ』では、用水権をめぐって抗議行動を繰り広げるボスニアの
人々が、中国の巨大ダム計画のせいで立ち退きを強いられた人々に並べて映
し出される)、複数のスケールの間を素早く移動する能力（『ザ・コーヴ』では、
微視的なものからグローバルなものへの移行が行われる）、別々の記録を同時

に利用する能力（『女の子は空気を吸い込なければならない』では、ドキュメン
タリー、フィクション、解説、ナレーション、要旨、人の感覚といったものによ
る記録が利用される）、異なる種類の話し声を使う能力（
『梱包の山』には、証
言する声、擁護する声、感情的な声などが出てくる）。エコ・ドキュメンタリー

は、有害物質が環境にどう影響を与えるか、そして物質界についての旧来の
観念を瓦解させてしまうかを、描写するというよりも示唆するために、これ
らの埋め合わせ的なやり方を用いている。
これらの映画はしばしば、地球の状態と人間の身体の状態の対比に依拠し
ている。一例を挙げるなら、生態系が私たちの消化管に似ているとほのめか
されるのだ。こうしたメタファーやアナロジーは、環境の健康が損なわれつ
つあるという、そのままの状態では複雑で曖昧な、もしくは曖昧にされた現
実を、身近に感じさせるのに役立つ。そうする中で、これらの映画はしばし
ば、描写しようとする事物に具体的な形を与える。自然を固定的なものにし
たり、生態系よりも人間の文化の方を反映するような、世界についての常識的
な概念を再肯定したりするのである。言い換えれば、有害物質の物質性が表

022

現不可能、描写不可能であることに対する不安に駆られて、これらの映画は、
いざ人の姿や物の形を使って問題を説明する段になると、人間と自然につい
てのある種の根強いイデオロギー的な概念へと後退してしまうのだ。例えば、
有害物質の毒性によって表象の安定性が揺るがされた状態を、映画がどう
やって埋め合わせようとするのかを考えてみてほしい。そのために、セック
ス、ジェンダー、生殖についてのがんじがらめの異性愛規範的な概念が持ち
出されるのだ。良質の比喩的表現と同じように、こうしたシンボル、またメト
ノミーやアナロジーの構成要素は、それらが用いられたもともとの意図とは
逆に読解可能である。
『イレヴンス・アワー』に出てくる専門家の多くは、生態系の壊滅に対する
解決策が人類の滅亡しかないと言っているようなものである。地球上に私た
ち人間がいなければ、自然界の状態は格段によくなるだろう。しかし、人間
の身体と地球の健康の間にアナロジーを打ち立てるようなモンタージュ・
シークエンスがこの映画に度々出てきて、それが専門家の解説の力を削いで
しまう。この映画の中で最も長いモンタージュの一つでは、迫り来る滅亡の
運命が竜巻と同列に置かれている。そこではまた、怪物のような巨大な機械
が動物の死の原因として描かれてもいる。その間、このモンタージュ全体を
通じて、段階を踏んで徐々に成長していく胎児の画像が何度も映し出され、
映画は人間の生殖の脆弱性を強調する。
『TRASHED ─ごみ地球の代償』や
『フロウ』にも、ひときわ目立つ形で胎児が出てくる。
『イレヴンス・アワー』
に胎児が出てくるのは、迫り来る世界の終末において究極的に問われている
ものを私たちに思い出させるという意図からである。胎児は、地球上の人間
の生命の脆さを表象している。胎児は、私たち人間の最も貴重な資源を意味
している。胎児の写真は、現代のどんな政治的な視覚言語においても、希望
イ コ ン

を表す中立的な図像にはならない。生殖の権利と女性の健康をめぐる 20世
紀後半の闘争から生まれた挑発的なイコノグラフィーとの関係を抜きにして、
こうした画像を見ることはできない。そのため、この画像の持つ不安定さが、
人間の生殖が持つのが自明だと見なされた地位を揺るがす恐れがある。前よ
りも少し成長した姿で胎児が映画の画面に繰り返し現れる度毎に、サウンド
トラックは、次第に大きくなる心臓の鼓動の音でこの成長を表す。この脈打
つ音から、胎児に対する別の見方が促される。その見方からすれば、胎児は
自然の美しい意図の象徴というよりも、自己複製して世界を乗っ取る寄生生
物である。この成長する胎児の与える強いインパクトは、地球上の生物の立
場の不確かさを、二つの相矛盾するやり方で表象する。胎児は汚染の被害者
でありかつ汚染物質なのだ。
『フロウ』では、同様に不安定なやり方で人間の生殖が引き合いに出され
る。この映画中には、カリフォルニア大学バークレー校の科学者が出てきて、

｜特集─文化としてのゴミ｜カール・スクーノヴァー
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医薬品の使用の普及のせいで河川に環境ホルモン
が排出されることになった経緯を説明する一場面
がある。これらの物質は、動物の生殖システムを
変えてしまうことで、動物の持つ生物としての完
全性を脅かす。この破壊作用の被害を最も受けや
すいのは、汚染された水の中に住むカエルで、多
くのカエルは性的機能を失ってしまう。ある毒素
がオスガエルを「非男性化」し、
「化学的に去勢」し、
「女性化しさえした」様子を科学者が述べると、
『フ

図 4 『フロウ』では、毒素がジェンダー規範を撹乱させてしまう。

ロウ』はその場面をカットして、口紅とおしろいを
顔に塗るカエルを描いた白黒のカートゥーンのクリップへとカメラを移す。
この映画は、汚染の問題をわかりやすく示すためにこの映像を用いることで、
カエルには人間と同じようにジェンダーやセックスに基づく役割があるとほ
のめかす。カエルのカートゥーンはこのように、擬人化のメタファーの問題
をショーケースにして見せてくれる。この手のメタファーは、人間の生活の
既成事実としての社会規範を自然化し、その一方で、文化的な期待を動物の
生活に押しつけるのだ。どんな種の動物であれ、なぜ服装倒錯のオスのこと
を私たち人間が憂慮しなければならないのか。化粧するオスガエルの姿の中
には三つの脅威が入り混じっている。人工物質が生物に浸透するという脅
威、人間世界が動物世界を侵害するという脅威、そして、女性的なものが男
性的なものを侵食するという脅威。それ自体ではリベラルなこのレトリック
は、擬人化されたものを逆に人間に投影するという興味深い操作によって、
保守的なものへと転化してしまう。人間のセックスとジェンダーのシステム
の転倒が、重大な環境破壊の前兆となり、動物種の存続が危ぶまれるような
（図4 ）
未来の到来を早めてしまうというわけだ。

明白なことだが、自分の同意なしにホルモンを変化させたいと思う人間は
わずかしかない。人口制限は、優生学と全体主義の中に陰惨な歴史を持つ。
私がこれらのシークエンスを交互に読み解いていくのは、知らず知らずのう
ちにホルモンの異常が起こっているのを是認するためではない（とはいえ、
私たち人間の多くは、セックスもしくはジェンダー上のアイデンティティを、
一見すると生物学的な「宿命」と思われるものから解き放つために、自ら進んで
自分のホルモンを操作しているのだが）
。また私は、こうした異常が地球上の

生物に与える脅威を矮小化するつもりもない。しかし私は、これらの映画の
置く前提を問いたい。地球の健康と人間の生殖が相互に肯定し合う現象だと
いうのが、その前提である。さらに、これらの映画は私たち人間自身の身体
と他の種の身体の主権を擁護する中で、生殖を私たちの人間性の究極の表現
と見なすよう私たちを巧妙に誘導する。これらの映画は、ジェンダー／セッ
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クスのシステムを、生物の辿るべき自然な道筋として、あまりにも軽率に具

17

体化してしまう。有害物質の毒性を描き出そうとするこれらの試みの陰に隠

ミルズは、自然ドキュメンタリーの

れて、環境とはほとんど関係のない様々な価値の集合がまるごと入り込んで

いての異性愛規範的な概念を動物界

くる。ジェンダーの同等性、すべての人間が生殖を行う必要性、人間存在を

大部分が、性同一性、性行、家族につ
に 押 し 付 け て い る、と 論 じ て い る。

Brett Mills, “ The Animals Went in

構成するものの一部を生殖が定義するという提言などがそれである17。地球

Two by Two: Heteronormativity in

上の巨大な人口は、必ずしも悪いものではないし、大勢の人間が脅威となる

European Journal of Cultural Studies,

必然性はない。だが、純粋にエコロジカルな見地からすれば、環境を救おう
とする地球上の人間はもっと少ないだろう。この映画が私たちに思い起こさ

Television Wildlife Documentaries, ”
vol.16, no. 1, 1 February 2013, pp.

100 ‒114.

せてくれるように、1960年以降地球の人口は三倍に増えている。それなのに
なぜ人間のさらなる生殖を奨励するのか。どうして私たちは、生殖活動を減
らした生活の正当性を高めるために活動しないのか。子供を作らない人々
を、不毛だとか、普通ではなく人から望まれないとか決めつけて、まるで病
気のように扱うよりむしろ、そうした人々の持つ価値をどうして擁護しない
のか。
口紅を塗るカエルの画像や、胎児と石油流出の映像の並置によって試みら
れているのが、有害物質を不自然だと思わせてその怪物性を際立たせること
だとすれば、こうした試みはまた、一緒に目にするなど夢にも思われないよ
うな事物の組み合わせを目にすることからくるショック・バリューに依拠し
てもいる。とすればこれらの画像は、危険な廃棄物の驚くべき遍在性と、こ
の廃棄物の救いようのないほどの身近さという二つの中心的なベクトルを介
して、これらの映画が有害物質をどのように究明するのかを如実に示す例で
もある。これらのドキュメンタリーにおいて子供を写した映像が持つ高度に
レトリカルな機能を考えてみてほしい。
『クルード─アマゾンの原油流出パ
ニック』では、ごみ捨て場で子供が遊んでいる。
『ガスランド』では、水圧破
砕法の跡があちこちに残る芝生の上で、子供がイースターエッグを探してい
る。
『TRASHED ─ごみ地球の代償』には、汚染された川から水を飲む子供
が、そして『女の子は空気を吸い込なければならない』には、汚染された空
気の中で息をしようとする子供が出てくる。有害物質による汚染は、身近さ、
所有権、責任、コミュニティについて私たちが持つ旧態依然とした観念の中
に根本的に不十分な点がいくつもあるのをさらけ出す。危険にさらされた子
供の姿が繰り返し登場する中で、有害物質の有毒性 ─それが空間と身体の
物理的な完全性を不安定なものにしていく─が、伝統的に人間の生殖と未
来への希望の象徴であったもの［子供］に重くのしかかってくる。
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有害物質という運動主体
エコ・ドキュメンタリーはまた、カメラワーク、視点、遠近法的なフレーム
構図を通じて身近さを表してもいる。こうしたドキュメンタリーでは、巨大
なごみ山のショットが頻繁に用いられて、それが人の姿を囲むフレームを埋
め尽くしたり（『女の子は空気を吸い込なければならない』）、人間主体の姿を
小さく見せたりする(『 TRASHED ─ごみ地球の代償 』)。有害物質の毒性が

18

至るところに浸透し、その蓄積が人間主体を脅かしている様子が、カメラの

的な響きを持つのはどのようにして

ドラマティックな動きと航空写真によってさらに強調される。有害物質の毒

かを別の仕方で読み解く試みとして

性による汚染の問題のスケールは把握不可能に近く、ほとんど崇高でさえあ

扱 っ た 以 下 の 著 作 を 参 照。Pat

るが、そのようなスケールが、これらのショットの俯角が増大していく中で
表現される18。本論文の冒頭で、クレーンつきヘリコプターで撮影された
『ヴィック・ムニーズ／ごみアートの奇跡 』のショットについて論じたが、こ
のショットは、動けない人間主体と動けるカメラを対比することで、人間主
体をさらに小さく見せる。スケールと遠近法をドラマティックに変化させる
手法は映画によって可能となったが、こうした手法を使うことで、この映像
の構図は、ごみの恐るべき現実に飲み込まれて人間の主体性が消えていく様
子を追跡する。生気のないごみ溜めに人の姿が消えていく映像は、私たち人
間の主権にごみ山が影を落とすような未来を予期させる。同時に、ショット
の撮影のためのクレーンの使用には、とめどなくごみの散らばる過酷な荒地
から、観客としての私たちを解放する力があるように見える。ディストピア
を映し出すこの象徴的なショットは、映し出された場面の上へとスペクタク
ルのように上昇できる視点によって、それ自体が救いとなる。
カメラの動きが、私たちの住む人間界の限界の潜在的な超越を可能にす
る。そこから開ける新たな地平において、観客は苦難に充ちたこの世界の制
約を逃れることができるし、私たちの現在の状況を定義する持続可能性と環
境管理に関わる、難しい地政学的な問いを一蹴することができる。ヘレン・
ホイートリーは、テレビのスペクタクルについての著作中で、
「目の眩むよう
なズーム」の空気遠近法と、現代の高予算の自然ドキュメンタリーを特徴づ
けるヘリコプターからの撮影について論究している。風景のこのスペクタク
ル化からは、幾通りもの思索が導かれるが、ホイートリーが言うには、これ
らの思索の土地保全に対する関係は、矛盾するとまではいないとしても、両
義的なものである。彼女は以下のように書いている。表向きに「これらの番
組の掲げる環境意識にもかかわらず、…「眺め」の経済は常に、この手の番組
制作の根底にある問題である。そこでは、イギリスの風景の商品化に対する
不快感が表明されるその一方で、その当の風景で金儲けが行われているの
だ」
。彼女はさらに続けて次のように述べる。
「テレビに映る「スペクタクル
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は、崇高なものと記念碑的なものを

Brereton, Hollywood Utopia: Ecology

in Contemporary American Cinema
(London: Intellect Books, 2005).
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の眺め」は、目の覚めるような明瞭さで美しい映像を見て思索に耽る視聴者

19

に対して多くの仕方で訴えかけるよう意図されているが、その一方で、この

Spectacular Clarity: Spectacular

思索が他の何から私たちの注意を逸らしうるというのか、という問いは、さ
らなる思考と議論を要求する19。空中からの眺めについての彼女の分析は、
物事を明るみに出して明瞭にすることが、それを闇に葬る結果に至りかねな

Helen Wheatley, “ Beautiful Images in
Television, Landscape Programming

and the Question of (Tele)visual

Pleasure, ” Screen, vol. 52, no. 2, 20

June 2011, p. 248.

いと提言する点で、とりわけ有益である。カメラによって可能となったスペ
クタクルの眺めは、これらのプログラムが提案する環境のポリティクスの矛
盾した性格を露呈させてしまう。言い換えれば、上述のような映画は、
「明瞭
さ」のスペクタクルを作り出すことで、土地の管理と保全という差し迫った
問題から観客の注意を逸らす恐れのある類の思索に関わってしまうのだ。
『イレヴンス・アワー 』、『 フロウ』、『クルード ─アマゾンの原油流出パ
ニック』はすべて、これらの映画が描き出す、世界の終末を匂わせるビジョ
ヴェルダント・マジェスティ

ンの対極にあるものとして、自然という緑 の荘厳の航空写真を用いている。
これらの映画を見ている最中に、まるで自分がそこを飛んでいるかのように
上空から撮影された田園風景が目に入ってくると、私たち観客は汚染された
世界のおぞましさをしばし忘れることができる。こうした息抜きの瞬間は、
汚染された現在という閉じた領域からの、またこの現在が予告する破滅の運
命からの想像上の逃げ道を観客に提供してくれる。このような瞬間は、汚染
の異なる層、有害物質の毒性の異なるレベルの間を移動できる潜在的な主体
性を、束の間だけ観客に与えてくれる。これらのショットはこうして、有害
物質をその本性に反するやり方で画面に収めることで、有害物質を表象する
際の約束事を破ってしまう。有害物質は、目には見えなくても、目と鼻の先
のすぐ身近にあり、脅威として累積されたり、汚染が濃縮されたりする（あ
るいは重荷としてのしかかる）ような毒物を指す。そのため、量やスケールが

こうして様々な調子で変化することが、現代的な主体にとっていわば潜在的
な予防接種のような役目を果たす。この予防接種が、有害物質の毒性の遍在
性に由来する閉所恐怖症からこの主体を守ってくれるわけだ。これらの移動
ショットのおかげで私たちは、地球の表面が青々とした草に覆われていて、

20
イヴァクヒヴは、写真の画像や映画の

人間が踏み込んだ跡など全くない世界であるかのような経験をすることがで

映像に関わるエコロジー批評の多く

きる。典型的なエコ・ドキュメンタリーのショットによくある他の例─宇

ひいては支配の道具」と見なしている

宙空間から見た大きな青いガラス玉のような地球の眺め─と同様に、この

「世界を作り上げている事物の対象化、

ような地表の経験は、人間の誕生以前の地球の状態を回復しようと見る者の
心に訴えかけてくるが、それは上記のショットと同じくらい胡散臭い。アマ

が、カメラを「距離を置くための道具、
と 述 べ て い る。そ し て こ の 道 具 が、
脱文脈化、脱歴史化、商品化を可能に

する」
（ Ivakhiv, p. 17 ）。例えばウィロ
ケ゠マリコンディは、エコロジー映画

ゾン川流域の鬱蒼としたジャングルを横断する様子を観客の目に焼き付ける

のフレームが世界と自然の生命力を

にせよ、私たちの惑星を遠くから眺めて驚嘆してみせるにせよ、カメラは地

である。カメラが「フレームの中に入

球を一つの風景にしてしまう力を存分に見せつける─これは、人間が自然
に優越するという想定によって貫かれた身振りである20。どこまでも広がる

飼いならしてしまうとでも言いたげ

れる働き」は、人間による自然の「所

有と征服」の類を成立させ反復するの

だ（ Ibid., pp. 17‒18 ）。
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空の明るさと、すべてを捉える空中カメラの身軽さはまた、これらのエコ・
ドキュメンタリーが今しがた有害物質に注意を向けることで解体されかけて
いた二項対立的な論理を復活させもする。遠くまで見通す眺望の力によっ
て、まるで自分が自然に還ったかのように感じると、そのことで私たちは、
有害物質が永久に消し去ってしまっていた二項対立─自然なもの対人工的
なもの、安全なもの対有毒なもの、純粋なもの対不純なもの─を復活させ
るよう促される。結局のところ、空中からの眺めは、映画の鑑賞が汚染の遍
在性から逃れるための可能な方策だとでも言わんばかりの打ち出し方をして
しまうことで、有害物質がもたらした不安定さを覆い隠してしまうように見
える。

膿の滲み出る不毛の地
メタファーやカメラの動きによってカメラの無力を埋め合わせるやり方の
一覧表が、人間中心的な世界観のあくなき存続を反映しているのと同程度に、
有害物質が物事を不安定にする力は、これらの映画を突き動かす、より保守
的な衝動の多くの気勢をくじいてしまう。この最終節で私は、有害物質に
よって明るみに出された映画の映像の不十分さが、一見すると見栄えのなさ
とも思えるにもかかわらず、それでもなお十分に映画的である可能性を探求
する。
ド

キ

ュ

メ

ン

テ

ィ

ン

グ

ドキュメンタリーが有害物質を記録資料によって実証するのにもう少しの
ところまで迫る瞬間 ─ それは人が一歩ずつ歩くようなペースでごみが堆積
されていく様子とは対照的なのだが─は、人を不安にさせる不気味な物質
性を持っていて、それが映画的なものが動画として持っている基本的な性格、
つまり運動を奪い去ってしまうように見える。毒素は、不穏にも微動だにし
ない物質の中に現前しているように見える。そして、活発に動き回るものと
して描写された自然物質や有機物質と対比されることがしばしばである。例
えば、未収集のごみが行き場なく堆積していく様子は、
『女の子は空気を吸
い込なければならない』の前半部分に出てくるショットの多くを埋め尽くし
ているが、それがショットの構図の中で荒地を形成しており、そのバランス
をとるのが運動の位相である。ある横向きのトラッキングショットでは、母
親がベビーカーを押して通りを進んでいる一方で、彼女の後ろには巨大なご
みの山が身じろぎもせずそびえ立っている。同じ映画の別のショットでは、
ショットの前景のほとんどをごみが占めていて、運動と生命の領域は、明る
い光を浴びたアトラクションのある移動遊園地の形で、背景からちらっとの
ぞくだけである。遊園地のお祭り騒ぎは、うず高く積まれたごみによって遮
られはするが、完全に見えなくなることはなく、そのせいで、動きのない死

028

の領域と生き生きした運動の間の緊張関係が生み出される。
『フロウ』では、
私たちに単に水の運動を眺めさせるだけのショットで、生命を生み出し肯定
する水の性質が一目でわかるようになっている。自然は、生命力に充ちた、
それでいて穏やかな優雅さで運動する。まるで自然がいつも平和で、はつら
つと生命を肯定するかのようである。汚濁した池や石油流出のように有害物
質に汚染された区域にカメラが入ると、こうした区画は停滞して不活性だと
見る者の目に映ることがしばしばである。
毒素は、ごみごみした色のない場所や、水がせき止められて淀んだ場所を
占める。
『ガスランド』では毒素は、汚染された飲み水入りの曇ったガラス瓶
の中のどこかに潜んでいるが、この水を光にかざしても透明にはならない。
『フロウ』は、現代の環境主義で最も頻繁に持ち出される映像を用いて毒素の
ありかを特定する。それは、原油の中から引きずり出された鳥の映像で、鳥
は体に付着したタールの強い粘着力のせいで翼が動かせなくなっている。ま
るで、黒い沼の奥深くに鳥を引きずり込む手がいくつも集まって、原油の粘
着性を作り上げているかのようである。原油のせいで鳥の色はわからなくな
り、鳥の特徴も見えなくなり、周囲の環境から鳥を区別するものが消し去ら
れてしまう。
『TRASHED ─ごみ地球の代償』で、ジェレミー・アイアンズ
は何分もかけて、ダイオキシン汚染のせいで変形し死産した赤ん坊の体が
入った大きな標本瓶についてあれこれと考えを巡らせる。これは身の毛のよ
だつスペクタクルで、そのグロテスクな様子は、瓶の中の赤ん坊たちがぴく
りとも動かず一様に同じ形をしていることでなおさら陰鬱さを増す。赤ん坊
たちの浸かった液体は茶色がかっており、それが体の輪郭や、肌の色合いや
髪の色のニュアンスすべてを平板にして、彼らの特徴を消してしまう。これ
ら三つの事例─汚染されどろどろになった水の淀み、哀れな鳥、瓶に入っ
た子供の体─すべてにおいて、静止状態が支配する場面は絵としての精彩
に欠ける。有害物質は映像をくすませ、そこから運動を奪い去り、映像が物
の姿形を映し出す能力を根こそぎにしてしまいさえする。
有害物質が動く時、その運動は必然的に病理化される。それはいつの間に
か入り込み、少しずつ浸み出し、溢れ出し、渦を巻いて泡立つのだ。有害物
質の運動は、映画に撮影するには、あまりにも密かに、ゆっくりと行われる。
世代交代と半減期という観点から有害物質が測定されて、その効果が目に見
えるものになったとすれば、有害物質の運動は擬似的にスピードアップされ
て見えるにちがいない。
『イレヴンス・アワー』や『ガスランド』に出てくる
脈動する交通の流れのように、現代というものの持つ不自然なリズムは、汚
染物質の雲や放射熱の波動を作り出し、これらの両方とも映像をぼやけさせ
る効果を持つ。ここでもまた、映画の映像の密度と有害物質の間に緊張関係
が生じ、映画というメディアそのものの能力を問いに付してしまう。映画の
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テクノロジーは、ごみに対する盲目状態から私たちの目を覚まさせることは

21

できても、有害物質を白日の下にさらすことはできないように思われる21。

親近性についてのさらに踏み込んだ

『フロウ』の汚物漂う下水、
『美しい国』や『ガスランド』の汚泥溜のように、こ
れらの映画が汚染区域にレンズを向ける時、ある種の抽象化が映像のフレー

研究のことを、ここで考慮に入れても
いいだろう。

ムの主導権を握ってしまう理由は、おそらくここにある。これらの映像は

22

それほど多くを語れず、否定の奈落以外の何を証拠立てるのにも役に立た

て黒く濁った池のロングテイクが、こ

ない 22。
『クルード─アマゾンの原油流出パニック』で、石油を原料とした化学物
質の問題をアニメーションにしたアクティヴィストのビデオの一節が紹介さ
れる時、フレームの上方から黒い原油が染み出して、映像を完全にかき消し

例えば『ガスランド』では、汚染され
の池がどこにあるとか何を表象して
いるとかの説明なしに、唐突にシーク
エンスの中に投げ込まれる。
23
環境についてのオーソドックスな通

てしまう。ここで行われるヴォイス・オーヴァーは、アマゾンでの原油採掘

説に対して有害物質がどう問い直し

がもたらす本当の代償について「私たちを蚊帳の外に置く」ようシェブロン

み 込 ん だ 議 論 と し て は、Buell を 参

が策謀を巡らせていると言いたげだが、映像の方は、表象から私たちの目を

を突きつけるかについてのさらに踏

照。エコロジーに動機づけられた批
評は、それが英米文学研究に対して

遮ってしまうのは当該の物質そのものの持つ毒性だと言いたげである23。こ

及ぼすほどの体系的なインパクトを、

こに映った溢れ出す石油は、
『TRASHED ─ごみ地球の代償』でごみの山か

ない。いくつかの例外もあり、その

ら立ち上る霧状のガスに似ていなくもない。同様のものとしては、この同じ
映画で後に出てくる資料映像の中の、カメラの下に広がる森のあちこちに
残ったエージェントオレンジ［ベトナム戦争の枯葉作戦でアメリカ軍が使用
した除草剤のコードネーム］の無残な爪痕を写した航空写真が挙げられる。
あるいは、
『イレヴンス・アワー』や、大気汚染を表象するその他のドキュメ
ンタリーに出てくるスモッグの雲を挙げることもできるだろう。
これらの映画は折に触れて、目に見えるようにするのが不可能なものを描
き出そうとする試みを行っていると自認する。調査報道テレビドキュメンタ
（ Who Killed the Honey Bee?）で、蜂群崩壊症
リー『誰がミツバチを殺したか』

候群の一因かもしれないものとして殺虫剤が持ち出される時、農薬を空中散
布する飛行機の映像が私たちの方に迫ってきて、雲状の灰色の霧を撒き散ら
し、映像にはほとんど何も映らなくなる。映像に絵としての鮮明さも、色も
運動もなくなることで、効果を食い止めるのが困難な厄介な毒物として番組
中で化学物質を定義することが可能となる。有害物質の毒性は、映画に撮影
するのが困難なだけでなく、映画的なもの全般を脅かす。それぞれのケース
で、毒素が絵の内容を押しのけてしまい、そのせいで映像が何かを表象する
ことが徐々にできなくなっていくのだ。これらのショットの多くは、全面が
灰色か黒で何も映っていない映像で終わる。
ここで、近年の一群のアートハウス・ドキュメンタリーに話を戻すのが筋
のように見えるかもしれない。これらのドキュメンタリーのいかにもといっ
た感じの美的なプロジェクトは、映画の映像を調査究明の場として打ち出し、
そのことで、型通りの描写法に縛られない視覚言語の語彙がさらに広がるの
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デジタルビデオの映像と有害物質の

映画理論に対しては未だ及ぼしてい
中 に は ブ レ ア ト ン、キ ュ ー ビ ッ ト、
イングラム、マレーが含まれる。し
か し こ れ ら の 著 作 は、有 害 物 質 を
ド

キ

ュ

メ

ン

ト

記 録資料によって実証する作業に関
わる問いを体系的に扱っているわけ
ではない。

ではないかという期待を抱かせる。これらのドキュメンタリーが形式に細心
の注意を払っていることから、観客は工業風景の持つ崇高な次元を探求する
よう誘われ、事実上の問題と並置された哲学的な問題に関わることになる。
（Manufactured Landscapes; ジェニファー・バイチウォ
『いま ここにある風景』
ル監督、2 006年）と『 いのちの食べかた 』
（ Our Daily Bread; ニコラウス・ゲイ
ハルター監督、2005年）は、スケールと持続を駆使した実験を通じて観客の

発想を転換させることを目指している。この実験は、大規模な工業生産と日
常生活の間の関係に対する私たちの見方を変えようとするのだ。
『タンク・シ
（Tankograd; ボリス・B・バートラム監督、2009年）は、放射性廃棄物の
ティ』

投棄によって汚染されたある町が、創造性を圧殺するより、むしろあちこち
に広げるかもしれないと示唆し、そのことで生殖の条件に対してやんわりと
（ Dust / Staub; ハルトムート・ビトムスキー監督、
疑問を投げかける。
『塵 』
2 007年）は、映画とは塵の中で、塵を通じて作られたメディアだと論じる。

これらの映画は興味深いのだが、有害物質の映画性に関してラディカルなも
のは何かを発見するために、それらに立ち戻る必要はない。私がこれまで論
じてきた、よりスタンダードで、平凡ですらあるドキュメンタリーにおいて、
有害物質を明瞭に描写する映像の能力が限られていることは、失敗として理
解されるべきではない。こうした不十分な描写は不毛かもしれないし、感覚
を停止させてしまいさえするかもしれないが、決して非映画的なものではな
い。画像の密度の低さや鮮明な輪郭のない状態が、映画というメディアの限
界について何事かを語っているのは確かである。だが、そうしたものはまた、
エコロジーについての私たちの感覚の限界について語ってもいる。比較的し
きたりに忠実なこれらのエコ・ドキュメンタリーの映像が制約を受けた状態
にあることは、廃棄物についての二つ認識論 ─ごみと有害物質─の衝突
を指し示す徴候なのだ。
有害物質が映像にとっての問題として描写される例と並んで、目に見えな
い脅威となる有害物質の物質性が、これらの映画の中で幽霊のように実体を
もたないまま現前する瞬間もある。
『 TRASHED ─ごみ地球の代償』では、
カメラの目はある捉えどころのない存在物に釘付けになる。それは、数ヶ月
前に農夫が自分の牛の汚染された乳を捨てた場所の地中から波のように湧き
出た異様な泡である。波状の泡は牛乳の中に検出されたダイオキシン汚染の
結果だと、私たちは難なく推測できる。だが、この泡が何なのか、またそれ
が有害なものかどうかを、この映画は決して私たちに教えない。とはいえ、
この存在物が重要であるのは変わらない。なぜなら、有害物質がそこにある
ことの証拠となるからだ。そしてそうなるのはまさに、この物質が持つ、ど
こからどう見ても未規定な物質性、ほとんど超自然的な非実体性のせいであ
る。この同じ映画の中で後ほど、カメラはごみ焼却炉の青い灰にフォーカス
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する。この灰の色はこの世のものとは思われない
が、同時に、それが工業プロセスによって生み出
されたのは明らかであるように思われる。この灰
は、明るい青色の野菜と同じくらい異様に不自然
である。この灰の物理性の持つ両義性が、それよ
りもさらに危険な灰についての議論にまで影を落
とす。先に出てきた青い灰は、もっと危険で目に
見えない「有害な塵」に席を譲ることになる。こ
の塵が重金属とダイオキシンのナノ粒子を多量に
（図5）
含んでいる、と私たちは告げられる。

図 5 ドキュメンタリー『 TRASHED ─ごみ地球の代償』で、波のように湧き
出る捉えどころのない白い泡は、ダイオキシンの毒性を表象する。

ある見地からすれば、これらの映画のポリティクスは、意図せずして反動
的なものだと見なされるかもしれない。というのもこうしたポリティクスは、
有害物質が何もかもを蝕む力を、ごみとしての廃棄物の持つ、今や前時代
的なものとなった時代錯誤的な物質性─毒素を容器に入れて、置き場所を
決め、洗い流すことができるという考え方─に変容する向きを助長してし
まうからだ。動画とは物事がうやむやにされた状態をひっくり返す方法だと、
これらのエコ・ドキュメンタリーがどれほど声高に主張しても、そこに出て
くる有害物質の毒性の映像は逆の仕方で作用する。つまり、これらのドキュ
メンタリーは、映像の中で情報を神秘化し、曖昧にしてしまうのだ。
しかし、不吉な霧、透明な泡、飛び回る塵といったものの持つ捉えどこ
ろのない性質は、表象の危機を物語る。この危機は、本論文の批判の範囲に
は簡単に収まり切らない。この物質の幻のような視覚性は、別の批判的な
見地から理解することができるかもしれない。この見地からすれば、まる
で幽霊を映しているようなこれらの映像の実体のなさは、有害物質の毒性
が 際 限 な く 広 が り 続 け、何 も か も を 蝕 む 性 質 を 持 つ と い う こ と を、
ド

キ

ュ

メ

ン

ト

記録資料によって実証する。このような性質のせいで、有害物質の毒性を完
全に─あるいはクリーンに─ 処分するのは不可能になる。私に言わせれ
ば、廃棄物を映したスチールフレームの中で描写された素材の明瞭さが損な
われるという事態の内に私たちが見出すのは、私たちの物理的環境の中にあ
る対象や存在に私たちが通常認めている完全性を有害物質が拒絶するまさに
そのやり方を、これらの映画が証明する様子である。こうした瞬間が私たち
にいくばくか教えてくれるのは、私たちの世界に秩序を与える空間と時間を
有害物質がどのように掻き乱し、混乱させ、ないまぜにしてしまうのかとい
うことである。これらの映像の内容は、対象を対象たらしめる性格の限界を
定めるパラメーターに背き、そうして、私たちが普段事物に物質性を付与す
るのに画像を用いる手法にも背いてしまう。映像が機能不全に陥るこうした
瞬間に、これらの映画は有害物質の毒性とその帰結の描写という点で、最も
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誠実になるように見える。これらの映画は、しきたりに忠実なドキュメンタ
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リーの映像に、有害物質に毒された私たちの世界を表象する能力が備わって
いるのか、という問いを投げかける時に、有害物質の複雑性を表象するのに
成功する。

結論
私は本論文を、映画の映像に出てくる廃物についてのクラカウアーのコメ
ントから始めた。そして彼のコメントが、廃棄物に対して人間が持つ概念と
不可分に結びついたメディアとしての映画についてより幅広い思考を持つ
よう私たちを促してくれる、と示唆した。クラカウアーの理論も含め、写真
を使って生み出された映像についての伝統的な理論が私たちに教えてくれ
るのは、映画カメラが視覚的なデータを自動的に集めると、監督や撮影技師
がショットの中に入れたいと思うものを常に超え出てしまうということであ
る24。映画で使われる写真映像は決まって過剰なもの（背景の細部、身ぶり等）
を含み、誰の意図とも無関係に、それがおのずと人の目に入ってしまう。ク

24
クラカウアーのコメントを敷衍して、

［「映画」を意味する二つの言葉］
「フィ
4

4

ルム」と「シネマ」の間にある暗黙の区
4

4

4

4

4

別を紐解いておきたい。
「フィルム」と

は、中断されずに続く個別のショット
のことであり、
「シネマ」とは、完成品
としての映画を作り出すために一丸

となって働く装置のことである。
「フィ
ルム」だけだと、単に未編集のフィル
ム映像以上のものでは決してありえ
ない。古典的な意味での映画を私たち

に与えてくれるのは「シネマ」である。

そこには、テクストや技術に関わる機

ラカウアーが言うように、映画のカメラが本質的に「屑拾い」25だとすれば、

構がすべて備わっていて、それらがナ

映画とは、これらの屑あるいは「廃物の視覚」を観客のために組織立てて、見

るべく機能する。そしてこの経験の内

ラティヴの統一性の経験を作り上げ

るに耐える眺めや光景やスペクタクルや展望の形にすることで、こうした屑

で、ナラティヴの内容が映像や音響の

や視覚を体系化する構造である。この意味で映画は、未編集の映像から物語

訳中では便宜上、大部分の箇所で「フィ

や議論を作り出す形式的な構造という資格で、ごみ処理のシステムなのだ。
ある映像が「映画的」だと言う時に私たちが認識しているのは、その特定の
映像が、カメラが自動的に記録する事物を含んでいるということだけではな

形式的な属性に一貫性を与える。
［翻

ルム」と「シネマ」を特に訳し分けせず

「映画」とした。］
25

Kracauer, Theory of Film, p. 54.

い。レンズ・フレアを一つのスタイルにする場合のように、映画のテクスト
が偶発事をうまく利用して、意図された構図の効果に反して映像に偶然生じ
た特徴を相殺したりすることも、私たちは認識している。私たちはまた、こ
の映像が他の映像と組み合わされてナラティヴのシークエンスやモンター
ジュを構成すると、その映像の過剰な細部が重要性を失ってしまうのはどう
してかを認識してもいる。こうしたシークエンスやモンタージュの筋道が、
それほど重要でない情報の断片から私たちの気を逸らしてしまうのだ。
ド キ ュ メ ン ト

記 録資料を形式の（言説の）システムの内部に埋め込む瞬間にドキュメンタ
リーが成立する、というフィリップ・ローゼンの概念を思い起こすなら、映
ド キ ュ メ ン ト

画に対する映像の関係は、ドキュメンタリーに対する記録資料の関係に等し
い、と言うことができる。
クラカウアーは、映画のより大きなテーマを強調するために、映像の孕む
過剰を監督がどう使用することができるかに興味がある、と言明している。
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彼はまた、映像の中に収まった廃物が常にナラティヴの対象になるとか、そ
4

4

のような廃物が、映像で意図された目的に常に関連づけられるとかいう言い
方を注意深く避けている。この箇所でも、
『映画理論』全体を通じても、クラ
カウアーがずっと自覚しているのは、映画が完全にその映像を体系化するこ
とが決してないということである。その結果として、ドキュメンタリー映画
ド キ ュ メ ン ト

のテクストには、それが扱う記録資料が引き起こす反響を完全に封じ込めた
り食い止めたりすることは決してできない。廃物は常に、それ固有の説得力
をいくばくか保持している。
現代のエコ・ドキュメンタリーは、私たちに「廃物の視覚」を与えはしても、
それを完全にコントロールすることは決してない。有害物質の毒性は、それ
ド キ ュ メ ン ト

が表象に抗うことと相まって、記録資料の提示する安定化された意味に対す
る脅威を増大させるだけである。有害物質の映像は多くの場合、私たちの物
理的世界の直面するポスト工業主義的な現実を描写するのに、これらのド
キュメンタリーが概念的思考という面でどれほど詰めが甘いかをさらけ出す
だけである。これらのドキュメンタリーはまた、望むと望まざるにかかわら
ず、映像を通じて有害物質の範囲を確定することができないのを自認しても
いる。とすれば有害物質は、作品の意図に反して映画上でその存在を主張し
ているというのが真相なのか。あるいは、有害物質は映画による表象を逃れ
続けるのか。
映画の映像は世界の物質性を記憶し表現する時に最も忠実なものになる、
とクラカウアーは信じている。映画は、
「その内に自然を招き入れてそれをく
まなく見通すことの中で立ち現れる」。映画は世界の「物理的な起源を私たち
に教えてくれる」26。映画とは単に調査究明を行うだけでなく、物質的な世

26

Ibid., p. 40.

界や自然との関わりを新たにするものだ、と彼は思い描いているのだ。彼は
一方で、映画は「事物の表面に固執する時に本領を発揮するように見える」
と言っているが、映画は「私たちを物質的な生活の茂みへと分け入らせる」
とも述べている27。エコ・ドキュメンタリーは、毒素についての有益な科学的
知識を与えるようなやり方で、現代的な形態の廃棄物の持つ物質性を完全に
把握することは決してない。白い波状の泡、白亜質の青い灰、人を飲み込む
白い霧、水面に何も映らなくなった池、これらのものはそれ自体では毒素で
はない。カメラがこれらの物体を写し続けるのは、毒素がそこにあったか、
あるいはこれから現れるからである。こうした現場を前にして、映画がそこ
で立ち止まっても、映画にできることは、それが現実を完全に描写できるの
かどうかという点に関して自身の孕む曖昧さを認める以外にない。有害物
質は、視覚的なテクストとして物質的な世界を表現する映画の能力に挑戦を
突きつけ、そうする中で、映画が今でもなお、私たちの目に映る物理的な世
界を救済するメディアなのかどうかを問いかける。にもかかわらず、新たな
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27

Ibid., pp. 285, 48.

形態の廃棄物の現前を視覚的に説明しようとするこれらの試みにおいて、関
係や主体に関わる不安定さが前面に出てきてしまい、そのことが、私たちの
世界における有害物質による汚染が根本的なレベルで不穏な動きを生じさせ
ていることを証拠立てる。有害物質が正確な描写に抗うような場合でさえ、
その痕跡は映像につきまとい続け、有害物質から帰結する物質性の変容の
いくばくかを記録に残す。そのことが、
「私たちを物質的な生活の茂みへと
分け入らせる」映画の能力を低下させてしまうのか、それとも高めることに
なるのかは、未だ知る由もない。
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