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要旨
本論文は、人々が映像を見る具体的な「場」を分析対象として、特に震災という社
会問題を扱う作品の上映会を取り上げ、そこでどのように創造性が現働化するかを考
察するものである。具体的には 2014年に発表された、小森はるか＋瀬尾夏美の映像
作品『波のした、土のうえ』のいくつかの上映会を取り上げ、それらの場で生成され
る「対話」の性質について災害伝承の見地から検討していく。まず同作の制作の経緯
の概要を記述し、これまでの同作の上映形式の分類を行う。その上で、実際に行われ
た 2つの上映会を取り上げ、そこでなされた対話に見られる特異点に注目する。そこ
から、それらの場において「権威の保留」がなされることで、場の仮構性と主体の仮
設性という性質が前景化されていることを指摘する。そして、それによって同作の上
映会では摩擦や想起といった逸脱的な要素を孕む対話が創造され、「学び」の反復が
実現されていることを論じる。

Today, visual communication unfolds in various situations and is often useful 
to inform many people about social events from various perspectives. Many 
studies have demonstrated its value through analysis of visual works. However, 
few studies have studied the creative possibilities of the concrete fields in which 
people watch visual works practically, even though they encourage dialogue and 
new thinking among spectators. In this study, we examine the nature of dialogues 
laid in the screenings of a video work, “under the wave, on the ground” (Komori 
Haruka + Seo Natsumi, 2014), from the perspective of remembering disasters. In 
particular, we begin by describing an outline of the work and group the ways of 
displaying it into three categories. Then, we focus on two screenings and discuss 
singularities observed in the dialogues developed there. Finally, we analyse the 
structure of the fields, referring to dynamics of the norms and the hypothetical 
nature of the subject. Based on the results, we conclude that a field in which 
authority is suspended enables people to deviate from dominant stories of the 
disaster and obtain knowledge of the same through dialogue.
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1. 序
映像メディアを用いたコミュニケーションはいまや様々な形態で展開されているが、
それが創造的に機能するためには実際に人々が見るという具体的な契機を経由しなけ
ればならない。本論文は、この見る「場」を分析対象として、特に震災という社会問
題を扱う作品の上映会を取り上げ、そこにおいて映像表現に潜在する創造性がどのよ
うに現働化するかを考察するものである。
映像を見ることによってある出来事が「分かる」ということは、そこで媒介される
イメージがその出来事についての「正しい」とされる情報が均一に受け手に伝達され
るということと必ずしも同義ではない。むしろ重要なことは、そうした画面越しに示
される彼岸の出来事とそれぞれに固有の身体と記憶をもつ受け手とを接続する回路が
形成されることであり、そのためには、イメージを見るという経験を通して「対話」
がその都度生成されることが肝要となる。ここでいう対話には、そこに集う人々のあ
いだに生成するものだけでなく、見る者と見られるイメージとのあいだにおいて成立
するやりとりも含まれる。それは言うなれば、他者が紡ぐ言葉やイメージの糸を引き
受けながら、自らも解釈の糸を紡ぎ出すことで、新しい知見の布地を織り上げるよう
な営みである1。
このような回路を開くことはひとつの創造行為であり、そしてそれは特定の「場」
において生じるものである。そうした創造性はあらゆる上映の場において普遍的に必
要とされるというものではないが、先行する報道などによって形成されたイメージが
先入観として人々に強く作動しているような社会的出来事――東日本大震災はその典
型と言える――をめぐって、そのイメージを刷新することが企図されるときには、作
品がもたらすそれだけでなく、その視聴体験を支える「場」そのものの創造性も必要
とされると思われる。というのは、それなしにはかえってその出来事とイメージの関
係を固定化し、それぞれの先入観や臆見を強め、結果的に人々の相互理解を阻害する
方向にはたらくことさえあると考えられるからである。
とはいえ、そうした回路を形成する「場」の創造性はこれまで必ずしも重要視され
てきたわけではない。特に映画的表現に近しい映像作品をめぐっては、伝統的なフィ
ルム・スタディーズの影響がいまだ根強く、映画館のような規格化された視聴空間を
規範的環境として前提し、もっぱらその作品自体の記号的特性が注目される傾向にあ
る。そうした言説領域では視聴の場の特異性やそれによってもたらされる視聴体験そ
のものの差異が軽視されることは少なくない2。しかし、近年の映像環境の多様化を受
けて、学術的な文脈でもこうした傾向への批判が展開されている3。その中でも、たと
えば金井明人は認知科学の立場からそうした環境についての探求を「映像環境の修辞
学」と呼称し、その必要性を指摘している4。そうした「環境」には、観客の身体に影
響を及ぼすような物理的諸条件だけでなく、様々な社会的文脈も含まれるであろう。
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東日本大震災をめぐっては、こうした見地からその創造性を検討すべき実践事例が
数多く確認されている。代表的なところでは、山形国際ドキュメンタリー映画祭にお
いて 2011年から組まれている特集プログラム「ともにある Cinema with Us」、3331 
Arts Chiyodaを拠点とする「わわプロジェクト」の活動の一環として 2014年から毎
年開催されている『3.11映画祭』などが挙げられる。またこのほかにもそれぞれの目
的に応じて大学や種々の団体や組織、あるいは個人が大小さまざまな規模の映像上映
会を行っている。本論文においてこれらの事例を網羅的に検討することは到底かなわ
ないが、しかし、インターネットを利用した映像配信がきわめて容易になっている状
況においてなおこうした映像を囲む場が必要とされ、かつ人々の手によって活発に作
り出されているという潮流は注目に値すると言える。もっとも、念のため補足してお
けば、本論文の目的はこうした流れを手放しで肯定するものではない。むしろ、こう
した上映イベントの創造性については、実際になされた対話や感想の記録などから慎
重に検討されるべきであると思われる。
そこで本論文では、2014年に発表された映像作品『波のした、土のうえ』のいくつ
かの上映会を取り上げ、特にそれらの場で生成される「対話」の性質について災害伝
承の見地から検討することで、映像上映という場のあり方を再考する。
以下、第 2節では『波のした、土のうえ』の制作の経緯とこれまでの公開形式の
概要を記述する。同作は東日本大震災発生後に岩手県陸前高田を拠点に活動してきた
アートデュオ・小森はるか＋瀬尾夏美（以下、小森＋瀬尾）による同名のインスタレー
ション作品を構成する映像であり、「被災地」における人々の暮らしや風景の変化を
記録し、それらを描き出す映画作品としてこれまでに全国各地で上映されてきた。と
はいえ、同作はしばしば映画のように見られながらも、その作品と上映形式の特徴を
あわせて考えると、今日の一般的な（あるいは古典的な）「映画」の範疇に収まるも
のではないように思われる。この点を検討するにあたり、ここでは上映主体という項
に注目する。
続く第 3節、第 4節では、映像上映の場について具体的に考察を進めるため、2015
年 7月に大阪大学で、同年 11月に名古屋大学で開催された上映会とトークセッショ
ンの内容についてそれぞれ記述する。記述にあたっては、上映会という即興的な場に
そなわる志向性（そこに関係する個人や集団・組織が拠って立っていた根底的かつ潜
在的な価値観）を浮上させるグループ・ダイナミックスの研究手法を基づき、場の志
向性を顕在化させる形式としての対話における特異点（葛藤や摩擦）に着目する5。なお、
第一著者・第二著者はそれぞれに名古屋大学と大阪大学での上映の企画運営に携わっ
ており、それぞれの会で想定した文脈の差異についても言及する。第 5節では、そう
した上映会のデザインの方法論という視点から、場の仮構性と、そこに連関する主体
の仮設性という性質に触れながら、上映会という場の創造性の一端を明らかにする6。
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2. 映像作品『波のした、土のうえ』について
映像作家の小森はるかと画家の瀬尾夏美はともに東京藝術大学出身のアーティスト
であり、2011年の震災発生当時は学生として大学に在籍していたが、3月末から支援
活動のために東北各地を訪ね、そこで記録活動を開始する7。これがユニットとして
の活動の契機となっている。ふたりはその後も繰り返し被災地と呼ばれる各地に通い、
2012年 4月には岩手県陸前高田に活動の拠点を移している8。
本論文で取り上げる『波のした、土のうえ』は 2012年から 2014年のあいだの記録
活動をもとに構成された作品である。前節でも触れたとおり、本来は絵画やテキスト
などを含めた全体で構成されるインスタレーション作品の一部でもあるが、本論文で
は独立した映像作品として言及する。とはいえ、本論文では作品分析を詳細に行う紙
幅の余裕がないため、それは別の機会に譲り、ここではその概要を記述するにとどめる。

2-1. 制作経緯について

67分にわたる同作は 3つのパートに分かれており、その映像（画面）は小森と瀬尾
の記録活動のなかで撮影された陸前高田の住民のふるまいや、復興事業の工事によっ
て変化し続ける町の光景によって構成されている。それぞれのパートでは、現地の住
民ひとりに焦点が当てられており、基本的にその住民による朗読の音声が付されている。
この朗読は同作の最大の特徴のひとつであるが、同時にそれぞれのパートにおいて
作品としての時系列の基調をなしている。その制作は大まかに以下のような過程を経
ている。まず小森と瀬尾は現地で生活しながら 2年以上にわたり記録活動を続け、住
民との関係を構築してきた。その上で、この作品で取り上げることになる人々にあら
ためて取材を申し込み、彼女／彼らの半生や震災発生後の日々の暮らしについての聞
き取りを行っている。その聞き取りをもとに、瀬尾が〈私〉という一人称を用いて、
その人物の半生や心情を語る文章を執筆し、朗読のもととなる原稿を作成する。そし
て録音に際しては、その聞き取りに協力した出演者本人が、小森とともに細かな言い
回しなどを調整した上で朗読
を行っている［図 1］。そして、
その後の編集において収録した
音声に見合う映像を小森がそれ
以前に撮影したもののうちから
探し出して用いるという順で作
業が進められる。
このようなかたちで構成される同作は 3つのパートから構成されており、それぞれに

「置き忘れた声を聞きにいく」(24分 )、「まぶしさに目の慣れたころ」(17分 )、「花を手
渡し明日も集う」(28分 ) というタイトルがつけられている。それぞれのパートで焦点を

図 1: 『波のした、土のうえ』の制作過程
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当てられている人物の名前が出演者としてクレジットされ、その出演者がそのパートの
朗読を担当している。（ただし、「花を手渡し明日も集う」では瀬尾が朗読を担当している）
この朗読は作品の時系列の基調をなしていると言えるが、それは時系列順のストー
リーテリングをしているという意味ではない。むしろそれらの朗読では、個々別々のエ
ピソードが次々に想起される様をトレースするかのように非単線的な語りが展開されて
いる。それは朗読の基礎となるインタビュー（あるいはそこから展開される一連の制作
過程）にそなわるある種の即興性の持続であるとみることができる。ここで「即興」と
いう言葉を用いているのは、それが「当事者」と呼ばれるその住民本人ひとりの意志的
な回想に基づく語りではなく、小森や瀬尾といった「他者」の想像力の介入によって生
成された〈語り〉であるためである。換言すれば、住民らと小森＋瀬尾のあいだの対話
（dialogue）のやり取りを経て朗読文が生成され、それを引き受けた住民らが改めて自
らの声を通して独白（monologue）の体をなしたものとして表現したものである。
このような特異なプロセスをたどって生成された〈語り〉（およびそれと協奏する
画面）は、一義的な「正しい」解釈に還元されるものではなく、つねに別のある新し
い学びや想像へと開かれている。それは、いわゆるフラットな記録が「見られる対象」
として権利上あらゆる解釈の可能性に開かれている――実際にはオリジナルなものへ
の還元的意識によって閉ざされている――という水準とは異なり、持続する対話の中
に巻き込まれるような視聴のモードを要求している。
この点については、美術批評家の井上幸治も同作についての評論の中で言及してお
り、「現在」を記録することに徹底している映像と諸々の「過去」を回想する言葉のあ
いだには不一致があり、それが同作の根底に「理解するという企て」ではなく「理解
出来ないことの確認」があるということを浮かび上がらせていると指摘しており、そ
れゆえに観客である私たちは安易な理解を得るのではなく、「証言者たちの声に耳を
傾けること」に差し向けられるのだと述べている9。
実際に、後述する上映会の来場者アンケートの中でも、作品についての自由記述欄
に「心に強く伝わるものがあるが、その感想を言語化することが難しい」という旨の
コメントを寄せるものが複数あった。そこでは井上のいう「耳を傾ける」モードに近
い視聴経験が生じていたと考えられる。

2-2. 上映形態について

同作は 2014年 11月にせんだいメディアテークにて開かれた展覧会『記録と想起・
イメージの家を歩く』においてインスタレーション作品として発表されて以降、全国
各地で上映されている10。その形態は作品の上映環境という観点から大きく 3つに分
類される。すなわち、小森＋瀬尾が自ら企画・運営している巡回展での展示、映画祭
やグループ展など他のアーティストが参加するイベントでのスクリーニング、そして
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同作のみを単独で上映する上映会の 3つである。この分類に基づいて同作の上映歴を
まとめたものが以下のリストである［表 1］。
このリストが示す通り、同作は様々な視点から関心を寄せられ、多くの場で上映され
てきた。本論文で特に考察を向けていくのはこの中の個別の上映会の性質である。これ
らの場においては、作者の小森＋瀬尾ではない第三者が上映主体となっている。たとえ
ば第一著者は上記の《記録と想起》展で、第二著者は《レコーディング・イン・プログ
レス》展ではじめて同作を視聴しているが、そのようにある場での視聴経験を契機とし
て受容者が作品をめぐる主体性を各個に引き受けて、新しい場の生成に携わっている。
そのような上映主体には、単に作品の紹介者／媒介者となっている以上の機能がそなわ
ると考えられる。特に大阪大学と名古屋大学での上映では、後述する通り、企画者のそれ
ぞれがもつ研究関心や上映会場の地域的特性との接続が明確に図られている。端的に言え
ばそれは作品をある文脈から別の文脈へ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

再配置することであるが、それは文脈そのものを
顕在化させること、そしてそこ

0 0

に潜在するいくつかの問いを浮かび上がらせることである。
以下の節では、実際の上映会において、作品がどのような文脈に再配置され、それ
によってどのような問題が提出されたか、そしてそれをめぐってどのような対話が創
出されたかを記述していく。

表 1:『波のした、土のうえ』上映会一覧（2016年 9月 19日現在）
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3. 大阪大学での上映会について　
本節では、大阪大学での上映会《被災地の声を拾う「記録」と「表現」―「波のした、
土のうえ」上映会＋オープンセッション―》を取り上げ、その場において生成された
対話がどのようなものであったかを具体的に記述し、分析を試みる。なお、映像上映
後のオープンセッションでの対話については、第二著者がその場において進行を行い
ながら筆記したフィールドノーツから引用し、その詳細を記述する。

3-1. 概要

本上映会は、2015年 7月 2日に大阪大学人間科学研究科および文学研究科の院生 4
名からなる「大阪大学減災表現研究会」の主催で大阪大学人間科学研究科の本館 1階
インターナショナルカフェにて以下のようなスケジュールで行われた。

17:30-17:40 上映会の趣旨説明
17:40-18:50 『波のした、土のうえ』上映
18:50-19:30 映像解説・トークセッション

会場となった場所は本館正面玄関およ
び屋外デッキに間仕切りなく解放するこ
とが可能な空間であり、普段は学生らの
交流スペースとして活用されている。同
上映会にあたっては、屋外デッキのガラ
ス戸およびバーチカルブラインドを閉め
ることで一定の遮蔽性を保ちつつ、正面
玄関との仕切りは設けず解放的な空間を
生かした形とした［図 2］。
同上映会は大阪大学の大学院学生研究集会として設定され、開催助成金を得て開か
れた11。ただし、参加者を限定しない公開形式での集会としたため、事実上『波のした、
土のうえ』三部作の上映および、小森と瀬尾を囲んでの対話の場という、前節の分類
においての「上映会」としての性質をそなえていた。
同上映会は大別して 2種類の参加者を想定していた。1つは、主に同大学に所属する、
アクションリサーチ（研究者と対象者が協働的に実践を生成することを伴う研究）を
行う研究者や学生である。映像作品『波のした、土のうえ』は、被災地というフィー
ルドに住むという、持続的かつ密接な関わりのなかで、その土地の人々と協働して生
成された作品である。彼らにとって、このような経緯を持つ同作を介して小森、瀬尾
と対話することは、論文を含めたあらゆる生成物を「表現」として捉え直す場となる

図 2: 大阪大学での上映会の様子
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と考えた。そして、フィールドとの関与のあり方といった、ともすれば暗黙に前提と
している事柄を今一度洗い出し、精査する機会にもなりうると考えた。
想定したもう 1つの参加者は、阪神・淡路大震災で被災した経験をもつ人々である。
上映会が設定された当時は、1995年 1月 17日の発災から 20年以上が経過し、手記、
語り、写真、映像といった、あらゆるメディアを用いた災害伝承の蓄積がなされてい
る一方で、神戸市においては被災体験のない住民が 4割を超えるなど、被災経験の
次世代への継承が喫緊の課題として浮上している社会的背景があった。同上映会では、
かつての被災者である彼らが、同じく「大震災」としてカテゴライズされる東日本大
震災の表現を知り、対話する場となる。そのような場は、彼らにとって、かつて体験
した震災を改めて想起するとともに、これまで蓄積されてきた被災体験の表現を捉え
直し、新たな表現を模索する機会にもなりうると考えた。
当日の参加者数は主催者側4名およびゲストの小森、瀬尾の2名を除き39名であった。

3-2. 上映会で交わされた対話

作品上映後、約 40分行われたトークセッションでは、まず第二著者が小森、瀬尾
に対して、映像作品を作るに至った経緯を質問することから始まり、主に瀬尾からそ
の詳細が述べられた。瀬尾は、発災から約 3週間後に出会った、石巻でのある食卓の
風景を語り、作品を作る契機の 1つとなったことを以下のように述べた。

そこは津波がきて 3週間くらいたった居間だったんですけど、3家族が一緒にカ
レーを作って食べていたんです。そこで交わされていた話が、この家の廊下にも遺
体が入ってきて、それの弔いをするために、一緒に流れてきたタコをここで焼いた
と。そして、その供養として、みんなで食べよう、となったと。でも砂がじゃりじゃ
りしてて全然食べれなかったんだよって話を、その食卓ではある種、こんなことが
あってねと、笑いながら話をしてくれて。その人たちの姿を見たときに、こういう
場をきちんと作ろうとしてくれているだなってすごく救われたところがあったんで
す。そういう人たちの姿を撮っておきたいと思ったし、それを他の人にも伝えたいっ
て思ったのが、たぶん最初のきっかけだと思います。そこで、私はこの人たちの「メ
ディウム」になりたいと思ったんです12。

その話を受けて、参加者を交えながら、当事者と非当事者の回路となる「メディウム」
とは何か、そして「メディウム」になる方法について話が及んでいった。トークセッショ
ンも後半に差し掛かる頃、2人の参加者が相次いで同作に対する評価を口にした。

大変きれいな映像で、それは素晴らしいなと思います。女性らしいなというか、澄
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んだ部分、上澄みだけを掬って表現したという感じがします。しかしね、震災とい
うのはそんな甘いものではないんです。泥臭いことが沢山ある。そういうところを
もっと表現してもらいたいなという思いも、言っておきたいなと。私も震災を 20
年前に経験したけれども、そんな甘いものではないんです13。

その発言を受けて、別の参加者が同作に対する異なる角度からの評価を述べた。

私が言いたいのは、素晴らしい映像を撮ってくれた、ということです。人々の暮ら
し方、受け止め方を、あなたたちがいうメディウムになって、作品にした。市井の人々
の、詩的な生き方というのが、そのまま表れている。静かに、悲しみを受け止めて、
暮らしが続いていく。そういう人々もいるんだと。それを、あなたたちは受け止めて、
作品として世に出した。そこに敬意を表したいと私は思います14。

この 2人の参加者は、共に阪神・淡路大震災を体験した被災者であり、最初に発
言した参加者は手記や語り部という手法で、後に発言した参加者は写真や詩という手
法で被災体験を記録、表現する活動を継続的に行っている。2人のかつての被災者は、
一方は同作を「泥臭いことが沢山ある」「甘いものではない」といった、震災のあり
ようが表現されていないとして同作に対して厳しい評価を下し、もう一方は「静かに、
悲しみを受け止めて、暮らしが続いていく」「詩的な生き方」が描かれた「素晴らし
い映像」だと評価している。この 2人の発言は、一見するとこの映像作品に対して相
反する評価をしているものとして捉えられる。しかし、これらの発言が彼ら自身の経
験に参照されたものであるということを考えれば、むしろこれらは、作品に対する評
価という形を経由した、彼ら自身の阪神・淡路大震災の被災体験の表現でもあると捉
えられる。
この点について考察を深めるために、歴史学者の成田龍一の論考を参照したい。成
田は、地震動といった特定の自然現象とそれに随伴する社会的現象が報道をはじめと
した様々な言説によって「あるひとつの出来事」として創出され、特定の災害として
人々に共有されていく過程を言説分析によって考察した。成田は「歴史は、出来事で
あるとともに、出来事の叙述であるという二面をもつが、同時にアイデンティティに
も関わり個人の記憶と集合的な記憶とがせめぎあう領域でもある」とした上で、出来
事の叙述によって、出来事の「全体」、つまりは個人としての出来事の認識と集団とし
ての出来事の認識が混在した一つの総体としての出来事なるものが創出されると述べ
ている15。震災は、この意味においてまさしく「ひとつの出来事」である。その上で
成田は、あたかも実体として存在し自明であるように見える「震災」が、実際には事
後的に成立していることを指摘する。そして、人々は事後的に成立した「震災」を自
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らの体験に織り込むことで「震災」の「被災者」になるのである。言い換えれば、災
害という出来事はあたかも人々の体験に先行しているかのように人々に認識され、体
験者自身も気づかぬうちに、個別的であるはずの体験に織り込まれるという作用をも
たらすのである。個別具体的な被災体験の表現は、そのトラウマ的な性質を鑑みる以
前に、震災という出来事が持つ、集合的かつ個別的であるという両義的な性質から困
難を伴うのだといえる。
ここで事例に立ち返ると、同上映会で彼らが語った「泥臭い」あるいは「詩的」といっ
た震災体験のありようは、震災という出来事が本質的に持つ想起の困難さと対峙した
末の産物といえる。彼らは、小森＋瀬尾と陸前高田の人々が協働で生み出した他の災
害の表現と出会うことで、自らの体験を相対化することが出来たため、表現すること
が可能となった。哲学者の鷲田清一は同作品について言及している文章の中で、小森
＋瀬尾を「〈語り〉への移行を協働してなしてきた、まぎれもない当事者の一方」と
捉え、そのような〈語り〉が、他者をも巻き込む〈語らい〉の場を拓くと指摘してい
る16。その観点からすれば、2人のかつての被災者は陸前高田の人々と小森＋瀬尾とが
協働構築した〈語り〉のなかに巻き込まれながら、そこに阪神・淡路大震災の被災体
験という「じぶん自身の問題」をそれぞれに接続させて記憶のアクチュアル化を行っ
ていると言える。
その意味において、これらの発言は同作の評価としての妥当性を競うものであると
いうより、同作をめぐる（あるいは震災という出来事のイメージをめぐる）ポリフォ
ニーをなすものであったと言える。そしてその発言を契機として、彼らを含むそこに
集った人々は個別具体的な体験の差異を分有したと考えられる。

4. 名古屋大学での上映会について
本節では名古屋大学で行われた上映会《『波のした、土のうえ』上映会＋トークセッ
ション》について報告する。同上映会は第一著者による企画を受け、名古屋大学「表
現の哲学」研究会が主催し、名古屋大学大学院国際言語文化研究科メディアプロフェッ
ショナル論講座ならびに日本映像学会中部支部の協力のもと、2015年 11月 10日に名
古屋大学構内のカフェ Phonon Cafe 名古
屋大学店にて実施された。同会場はこれ
までにもアート関連の企画や学術的なイベ
ントにも利用されてきたスペースであるが、
この上映会にあたっては、通路に面するガ
ラス戸を開放し、店内の壁面をスクリーン
とする上映空間を仮設した［図 3］。なお、
当日のスケジュールは以下の通りである。 図 3: 名古屋大学での上映会の様子
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17:40-18:10 プレゼンテーション（小森＋瀬尾自身による活動の経緯の紹介）
18:15-19:25 『波のした、土のうえ』上映
19:35-20:30 トークセッション

トークセッションは制作者である小森、瀬尾、企画者である第一著者に加え、映像
作家で情報科学芸術大学院大学（IAMAS）で教授を務める前田真二郎をゲストに迎え、
4名でのクロストークの形をとり、終盤では来場者からの質問も受け付けた。来場者
は 32名で、名古屋大学の教員や学生のほか、周辺の大学関係者やアート関係者、公
務員などが参加した。
以下では、企画に際して作成した資料、トークセッションの録音のトランスクリプ
ション、および会場でのアンケート結果をもとに、同上映会の目的と概要、および当
日の様子について記述する。

4-1. 上映会の目的について

同上映会の企画にあたっては「いま〈映像を作る〉ということが創りだすもの 
What does it create to make a film/films today?」という副題を付し、東日本大震災
についての映像上映ということだけでなく、今日の情報環境における映像表現のあり
方を考える場としての側面を明確に打ち出した。以下は広報物などに掲載した同上映
会の目的についての文章からの一部抜粋である。

あまりに多くのイメージがあまりの速さで行き交うメディア環境、あるいは接続過
剰と言われるネットワーク社会の流れになかにあって、なぜ私たちは映像を求める
のか。なぜカメラを回すのか。そして、〈映像を作る〉という行為はいかにしてそう
した流れへの介入＝創造となりえるのか。そうした問いをめぐりつつ、性急に何か
を訴えるためではなく、「ともに考える」ための映像表現のあり方について考えます。

これは企画者である第一著者の同作をめぐる関心に基づくものであると同時に、同
上映会の 2年前に名古屋を中心に開催された国際芸術祭・あいちトリエンナーレ
2013（五十嵐太郎芸術監督）で前景化された「震災とアート」という文脈との接続を
意識したものでもあった17。また名古屋という土地は 1959年の伊勢湾台風や 2000年
の東海集中豪雨などの災害の歴史はあるものの、第二次世界大戦後大きな地震災害は
発生していない。その一方で、南海トラフ巨大地震とそれによる甚大な被害の発生が
想定されている地域でもある。そうした意味では、同上映会において作品を見るとい
う経験は、地震災害についての直接的な記憶ではなく、むしろ今日の情報環境やその
なかではたらく想像力と関係を結ぶものとなると企画段階から予想された。
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この点については、実際に当日の来場者から寄せられたアンケートでも「テレビな
どでは見たことのない風景やお話が興味深かった」（10代、名古屋市内在住、学生）
や「ニュースなどで知ることは悲しすぎたり美しすぎることなので安心して見れまし
た」（20代、名古屋市内在住、アルバイト）といったコメントが見られた。ここには、
震災を直接には経験していないとする人々が、テレビを筆頭とするマスメディアによ
る報道などによってあらかじめ形成されていた震災についてのイメージとの参照のな
かで同作を視聴していたこと、またそうした先行するイメージと同作の視聴によって
もたらされたイメージとの差異が意識されたことなどがうかがえる。

4-2. トークセッション：「風景」をめぐる考察からの展開

作品上映後のトークセッションでは、およそ 50分にわたり同作品の方法論を中心に、
制作過程や発表の場で得られた気づきなどが話し合われた。そのような議論が交わさ
れることで、風景を撮影するということがひとつのテーマとして展開し、そこから 2
つの問題点が提示された。ひとつは「写すこと」の難しさ、またひとつは「美しさに
ついて語ること」の難しさである。
第一の点から説明しよう。トーク全体の流れとして、表現としての強度を担保する
ための方法論に関心が向けられ、来場者からも同作品において現実と映像はどのよう
な関係にあるのかという質問が発せられた。これに対して小森は「撮影した素材は現
実から遠く、完成した作品のイメージと現実は近しいように思う」という旨の回答を
した18。小森はその感覚について次のように述べている。

撮っても撮ってもその現実に起きている、本当に私が撮っておきたいものっていう
のが写っていかないし残らないって感覚の方がずっと強くて、どうしたらいいのか
なって思いはあったし、どう返していいかなっていうのもあって、そこで瀬尾のテ
キスト［註：朗読原稿］というものがあったときに、やっとその現実に一番近い素
材のあり方になったような気がします19。

これに関しては、前田が作品を見た感想として「編集された映像が先行してあり、
それに合わせてテキストが組まれたのではないかと考えた」と述べているが、小森の
発言は、むしろ先に紡がれた言葉によって映像が賦活されたという制作過程の一端を
明らかにしている。それは、いかにしてその出来事のリアリティを掴むかという方法
論における映像と言葉の関係についての考察に示唆を与えるものであると言える20。
そうした意味では、第二の点は作られたイメージが担うはたらきに関わる事柄であ
ると言える。風景を写す、描くという話題の流れのなかで、瀬尾は被災した陸前高田
を見て「すごいきれいな風景だなと単純に思ったけど、ここで絶対に言ってはいけな
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いんだろうなっていうのは同時にすごくあって」と被災地を美しいと語ることに対し
て忌避感があったことに言及している。その上で、そうした風景を絵に描いたり写真
に撮影することで「美しい」という感情が確信されていったと発言している。
さらに瀬尾はトークの流れを受けて「いま思い出した」として、陸前高田の人々が
作品を見た後に発した感想のいくつかを紹介した。以下の引用はそのうちのひとつで
ある。

「町があって、ごちゃごちゃしてて、それもすごい大好きな町だったから、無くなっ
たことは悲しかったけど、何にもない自然の形っていうのを、俺は美しいって思ったっ
てことを思い出した

0 0 0 0 0

」って言ってて。「なんかそれはずっと言えなかったけど、この
絵を見て、この土地の美しさ、自然が作ったものの美しさみたいなものを思い出した

0 0 0 0 0

んだよな
0 0 0 0

」っていうのを言ってたなっていうのをなんか、思い出したりしました21。

ここで興味深いのは、瀬尾が言及している男性の「思い出した」という発言である。
これは、発災後の日常生活のなかで忘却あるいは抑圧されていた感情が作品によって
想起されたということを示すものであるが、しかし、それよりも重要なことは、その
ような心的事実を他者に向かって発言することを可能にする場が作品を介して展開さ
れていたということである。
さらに、それと同様の性質がこの上映会にもそなわっていたと考えられる。仙台市
の沿岸部出身だというある来場者は次のようなコメントをイベント終了後のアンケー
トに寄せている。

私も現在、4年半が経った今、名古屋に住んでいますが、ふとした瞬間に震災のこ
と思いだします。津波によって変わってしまった故郷、亡くなってしまった親せき
のこと、変わってしまった生活のこと、そして地震直後のことや避難所生活のこと
…。このことを誰かに伝えたい、という気持ちがありますが、相手にとって負担に
なってしまわないか、不幸自慢になってしまわないか、など考えてしまい、話すこ
とができませんでした。今回のような場にあつまっている方は少しでも震災後の被
災地のことを考えてくださっていると思います。そんな人々に私が見て、体験し
たことを少しでも伝えることができれば、と思いました。（20代、名古屋市内在住、
大学院生）22 

上の引用はより明確に「場」が担う性質の重要性を示唆している。この来場者は、
これまで聞き手への負担を考えて自らの被災体験を語ってこなかったと述べている。
このことは一見すると、自らの語りの聞き手となる人物を慮るゆえの判断として捉え
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られる。その意味では尊重されるべきふるまいであるとも思われる。しかし見方を変
えると、この来場者は、その語りの聞き手として個別具体的な人物に対峙しながらも、
同時に、災害という出来事をめぐる紋切り型のイメージを求めるような抽象的な〈聞
き手〉像を重ねて見ていたのではないだろうか。言い換えるなら、それは支配的な「震
災」や「被災者」のイメージをつねに参照項として、理解可能な表現を求めるような〈聞
き手〉である。そして、そのような〈聞き手〉が想像される背景には、災害という出
来事を理解可能なイメージをもって反復し続けるような社会構造が作用している。
これに対して、少なくとも同上映会では、単に作品が記憶の想起を促す力能をそな
えているというだけでなく、それによって「話すことが許される」と感じられる場が
合わせて醸成される契機を見出すことができる。この来場者は、コメントの最後に「少
しでも伝えることができれば」と、語るという行為への萌芽がみられるような表現を
残している。この表現は、来場者が上映会という「場」を経験することで、想定され
る〈聞き手〉像が変容する兆しとして捉えられる。同上映会では、意識的あるいは無
意識的に抑圧していた語りが確かに存在すること、そして、そのような語りが許され
る場が求められていることが明らかになり、それに呼応する場として上映会が機能す
る可能性が示された。

5. 考察：上映会という場の創造性とは
ここまで映像作品『波のした、土のうえ』の概要、および大阪大学と名古屋大学で
の上映会でなされたやりとりの一端と、そのようなやりとりが創出された上映会とい
う「場」のあり方を記述してきた。繰り返して言えば、そこでは陸前高田の風景と、
そこで展開される小森＋瀬尾（あるいは小森と

0

瀬尾）と陸前高田の人々という複数の
主体によって生成された〈語り〉によって構成された映像作品を介して、震災にまつ
わる各々の語りが対話を通して生成されていった。
第 3節で紹介した大阪大学での 2人の来場者のコメントは、当人と作品との対話に
おいて発せられたものではあるが、もちろんそれらのみによって成立しているわけで
はない。彼らの言葉はその上映会を成立せしめている企画者の意図やパーソナリティ
といった諸条件、またその場を構成している人々の関心、あるいはそれらについての
予想や期待といった諸要素からなる即興的な布置のもとでアクチュアル化された表現
であると考えられる。
とはいえ、一般にはそうしたアクチュアル化（ともすると対立関係にもなるような
発言）がなされるのは必ずしも当たり前のことではないだろう。同上映会において異
なる角度からの評価が表明されたのは、作家や住民が震災という出来事を対話の過程
においてそれぞれに捉え直そうとする作品の性質と、その性質を持続させることで単
なるメッセージの受け取りではなく、自らの震災観の語り直しを鑑賞者のそれぞれに



33

災害の記憶伝承における映像上映の創造性

求める上映者の企図が「場」としてアクチュアル化し、人々に作用していたからでは
ないだろうか。そうした観点から付言すれば、会場となった大阪大学や名古屋大学と
いった「大学」という空間はそうした性質をより前景化させる作用をもっていたと考
えられる。翻って、そうした諸要素を有機的に再配置するような上映会のデザイン／
アレンジは、複数の参加者の発言をポリフォニーとして成立させ、対話の場の創造性
を賦活することができるということが示唆された。
しかし、こうした場の諸性質や多様な〈語り〉の生成は「震災を扱う作品を上映する
場に集う人々は、震災に対する一定の知識や思い入れがあり、互いに共感できるはずだ」
といったような素朴な臆説によって支えられているわけではない。むしろ今日の情報環
境を生きている私たちはこうした命題に懐疑的であると言ってさえよいだろう。
一般に震災関連のコンテンツは、しばしば「美談」や「哀話」といったような定型
的な物語の型（ドミナントストーリー）が利用され、それゆえに、ある社会や文脈の
中では安易に他者の納得が得られるが、その一方で体験の特個性が失われる傾向にあ
る23。さらに言えば、このようなドミナントストーリーの安易な利用は、それぞれの
体験のかけがえのなさを失わせるだけではなく、そこから逸脱する他の表現を隠蔽す
るとともに、新たな表現の創出をも阻害する24。言い換えれば、作品の内容によっては、
〈語り〉の場を創出するというよりむしろ、これまで語られてきたこともこれから語
られることも沈黙させる場にもなりうるのである。事実、それを懸念し、そうした作
品との接触や場への参加を忌避する人々の動向も少なからずある。
そうした視点からすると、話すことや居合わせることについての「安心」をデザイ
ンすることは重要な課題のひとつとなることが分かる。それは、鷲田の言葉を援用す
れば、震災という出来事をめぐってそれぞれに異なる体験や考え方を有するであろう
人々が集まる場において「同じ考えや同じ気持ちになることではなく、たがいの差異
をより深く、より細やかに知り、感じていく」ことがその場の方針として共通に認識
されているという状況を作るということではないだろうか25。それは第 4節で取り上
げた名古屋大学での上映会でのいくつかのアンケートの回答（たとえば仙台市の沿岸
部出身だという来場者のコメントなど）からも浮かび上がってくる事柄であり、少な
からぬ人々が関心を寄せている問題であると考えられる。
では、一連の『波のした、土のうえ』の上映会が各個に特異な〈語り〉を創出する
場として機能していたとすれば、その条件とは何であるのか。最後にこの点について、
対話に関わった人々の立ち位置に着目して考察を進めよう。
同作の上映会では、本論文で示した 2つの事例を含め、トークセッションの時間―
―短くとも 30分以上、長い場合には 2時間程度――が設けられ、それらのほぼすべ
てにおいて小森と瀬尾がそろってゲストとして参加し、対話を行っている。
ここで注目したいのが「ゲスト」という立ち位置である。これは単なる形式的な呼
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称ではなく、むしろその場にとっての文字通りの「客」という意味をそなえていたの
ではないか。というのも、彼女たちは、作者（author）でありながら権威者（authority）
ではないという立場をとっているように思われるのである。もちろん、だからといっ
て主催者や他のゲストといった特定の人物が権威者の座に置かれるということではな
い。こと災害の記憶伝承を目的とする営みにおいては語り部や専門家といった語り手
が、その当人の意図にかかわらず、しばしば権威的なことばを持ちその場を支配しう
るが、これらのトークにおいては、小森＋瀬尾も主催者や他のゲストも、一般の来場
者と同程度に、作品と等距離のポジションに置かれていたのである。それゆえにそれ
らの場はその規範がつねに更新され続けるような柔軟性を有していたと考えられる。
では、そのような生成変化する場において人々はどのように作品と関わりうるだろう
か。第 1節において、震災という出来事とその出来事をめぐる表現の受け手とを結ぶ回
路を開くことはひとつの創造行為であると述べた。とはいえその創造の担い手は、少な
くとも同作の上映会という場においては、作者である小森＋瀬尾、上映会主催者、ゲスト、
来場者といった、単一の主体に素朴に還元されるものではないだろう。むしろ、複数の
主体のあいだにおいてその都度生成される主体性が諸個人と作品に潜在するイメージと
の回路の接続を推し進めていると捉える方が、その前後において展開されてきた摩擦や
逸脱を孕んだ対話の生成を理解しやすい。言い換えれば、権威の保留によって場の仮構
性と主体の仮設性が前景化されることで、他者との接続の可能性は開かれるのである。
この性質は場の中心に据えられる『波のした、土のうえ』という作品そのものにも
当てはまる。第 2節で解説したように同作の基調をなしている朗読は、当事者と呼ば
れる住民の意志的な回想の代弁ではなく、小森や瀬尾の想像力の介入によって生成さ
れた〈語り〉である。つまり、その主体性は住民あるいは作家においてというよりも、
むしろそのあいだにおいて成立している。それゆえに同作は「それを体験していない
人がじぶん自身の問題もそこへと挿し込めるような器」となり、受け手に様々なかた
ちの居場所を提供している26。
この視点に立てば、一連の上映会にそなわる諸性質は同作に潜在するこのような力
をアクチュアル化したものであり、その意味でこれらの上映会の実施は制作過程から
の対話の流れを持続させる装置の創出であるとも言えるだろう。実際に瀬尾は、この
ように作品を携えて旅を続けていくなかで大切にしていることは「その土地の人が今
何を思っているか、その声をひろうというプロセス」だと述べている27。特に、自ら企画・
運営している巡回展では、展示のたびに空間構成を変化させ、ドローイング、写真、
文章といった新たな表現をその都度加えている。このようにインスタレーション全体
が動的に進化し続けているということは、巡回展などで展開された対話のフィード
バックによるところが大きい。そこに見出されるのは作品の受け手だけではなく、作
者である小森＋瀬尾自身をも巻き込んだ「学び」の運動の持続である。
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そうした意味でこの「学び」なるものは、社会的な出来事をめぐる表現をもって新
たな思考や行為を生成するという側面と、そこで生成される対話から新たな問い直し
の契機を創出するという側面をそなえるものとして定義されるだろう。そして、この
両面を十分に発現させることが、問い（問い直し）と答え（応え）の反復を持続させ、
災厄の記憶伝承という営みを賦活することにつながると思われる。なぜならそれは、
定型化し固定化された瞬間から希薄化する「記憶の風化と陳腐化」への抗いそのもの
だからである28。
本論文で取り上げた 2大学での事例から浮かび上がってきたのは、そうした「学び」
の位相を前景化させ、作品の制作過程から続く対話の流れを別の時間と場所において
引き受けて「学び」をその都度新たに生成させる力を上映会という場において賦活す
ることができるという可能性である。その諸条件のさらなる探求は今後のメディアデ
ザインと災害伝承の共通の課題となるだろう。
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