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日常生活における映像と記憶の再構成胸

１．「地域」という準拠点

　2011年３月11日の東日本大震災において，被災者が流された自宅に帰り，最
初に探したものが自分たちの親や子どもなどの家族を写した写真であったこと
は，映像というメディアの社会的役割，意味を明らかにするものがある。近代
に入り，写真や映画，ビデオなどの映像が誕生して以来，映像は日々の生活の
なかのコミュニケーションともなり，われわれの社会的記憶を構成するものと
なってきた。現在，写され残された膨大な映像は，われわれの生活や文化その
ものの痕跡であり，心の底にあるものをも明らかにする，一つの文化遺産とな
り，自己のあるいは社会のアイデンティティの表徴そのものとなっている。
　しかしながら，こうした映像のあり方を捉えるための研究の理論的な枠組み
や，実際の映像の分析，調査，あるいは研究全体のデザインは必ずしも十分で
はない。現在，文書から電子媒体まで記録史料の範囲は拡大しつつあるが，映
像である写真，映画，ビデオなどの扱いは，美学，芸術学の領域か，建築史，
歴史学，民俗学，文化人類学などの領域に限られており，またその利用，アプ
ローチのしかたも，映像の多義的で多層的な意味を含んだあり方そのものを包
括的に捉えるというより，各々の研究領域のメソッドにしたがった範囲で映像
を利用しようとするものとなっている。また，こうした各々の研究領域が共同
し，学際的な研究をする試みも十分に行われていない。
　映像を「地域」という一つの括りで捉え直しデジタル・アーカイブ化する試
みは，こうした研究状況を打開しようとする一つの試みであると同時に，各領
域を横断的に連携することで，各領域，ジャンル別では見えてこなかった問題
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の所在を浮き上がらせ，映像と人間との多面的で本質的な関係性を明らかにし
ようとするものでもある。

２．記憶と映像

２－１．回想法と映像

　記憶と映像とは，実際どう結びついているのだろうか。太田信夫によれば，
心理学において記憶とは，外界の情報がインプットされ，それがアウトプット
されるまでの過程を扱うものであり，その過程は符号化，貯蔵，検索，そして
忘却の４つに分けられるとする。符号化は見聞き体感した外界の情報を自分な
りに取り込み覚える段階であり，貯蔵は検索の段階まで一定の期間，情報を蓄
え，覚えておくことだが，この期間が長いと情報が変容したり，そして消失し
忘却されたりする。最後の検索は，貯蔵されていた情報を思い出したり，以前
に見聞きしたことがあると再認したりするが，考えている時に利用する段階で
は，思い出すための手がかりが重要な役割を果たすことになる。
　また，この過程を貯蔵の期間によって記憶を分類すると，見聞き体感した「感
覚記憶」の情報が，取り込まれ貯蔵されるまでを「短期記憶」とし，何回も繰
り返されたり，既存の知識に関連づけられたりして，残されたものが「長期記
憶」となる。 （１）

　脳と心のはたらきを情報科学の観点から明らかにしようとする認知科学で
は，心理学の記憶よりもう少し幅広い観点から扱っている。情報が脳に集約さ
れる「記憶のメカニズム」を問題にするものと，情報が貯蔵され検索される
「想起」によって過去の事象がどのように生成されるかを，問題にするものとに
大別できる。
　ところで，認知科学では，心理学における記憶の過程である符号化は「記銘」
に，貯蔵は「保持」に，検索は「想起」に相当するが，日常生活において過去
の事象を思い出す想起は脳内の記憶を呼び起こすだけではなく，周囲の環境と
の相互作用のなかで保持された長期記憶から過去の像を創出する能動的な意味
生成活動として捉えられている。人が何事かを想起する場合，脳の外部の記憶
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装置というべき日記や手帳，写真などを手がかりにしたり，人と話したりする
共同想起によって，現在の時点から過去の像を創出する。その意味で，想起す
る内容は，自己のおかれている社会的文脈，周囲のメディア環境など，認知的・
社会的な要因が深く関わる。つまり，記憶は個人の内部で行われるだけではな
く，他者との関係や環境との関係のなかで作動している。 （２）

　残念ながら，記憶と映像との関係は，いまだ不明な点が多いが，例えば，心
理療法としておこなわれる回想法においては，写真，ビデオなどの映像を何人
かの高齢者たちで見ると，個々が想い起こした過去を語ることで，その映像に
よって引き起こされた記憶によって，普段とは違った生き生きとした会話を楽
しみ，時にねぎらいあったりすることで，情動やコミュニケーションが改善す
ることが報告されている。
　回想法で用いられる映像は，必ずしも参加者の家族写真などではなく，例え
ば昭和30年代の生活や社会を写した「懐かしい気持ち」にさせる写真などが選
ばれている。当然のことながら，参加者はその写真を見て個々に自分の体験や
経験を想起し，同じ事を想い出すことはない。しかしながら，一緒に見ている
仲間が互いに語り合うことで，同時代を生きた横のつながりを確認し，生きて
いた時代や社会の出来事と個人の体験との結びつきを再認する。つまり，回想
法においては，こうした過去における他者との関係性を想起するだけでなく，
一緒に見て互いに語り合っているという関係性や，回想法を実施しているス
タッフと語りを共有しているという世代間を越えた交流があるという，多層的
な共同性をもった「場」が成り立つことが大切となる。映像はこうした「場」
を媒介し，人びとはこうした「場」を生きることで，心が活性化し，生きる力
を甦らせることになる。 （３）

　ここで重要なのは，想起を支える語りの多層的な共同性であり，外部記憶装
置としての映像のもつ，生き生きとした鮮明な像を呼び起こしさまざまな関係
を媒介する力なのである。
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２－２．記憶と共同性

　アルヴァックスの集合的記憶は，こうした他者との多層的な関係性を包含し
た「場」の共同性と記憶とが密接な関係にあると指摘する。「われわれの想い出
は集合的なものであって，たとえそれが，われわれだけが関与した出来事や，
われわれだけが見た事物にかかわるものであっても，他の人びとによって想い
起こされるのである。というのは，実際にはわれわれは決して孤立しているの
ではないからである」 （４）とし，人が規模の異なる多くの集団に属し，そうした
環境，社会的文脈のなかで「すべての個人は共同で考え，想い出している」 （５）

とする。
　横山寿世理はアルヴァックスの集合的記憶と，その後の集合的記憶研究を整
理し，１つに個人は集団の成員として想い出していること，２つに集団が時間
的空間的な社会的な枠を持つことに着目し，個人がいくつかの集団的な枠を多
層的に交差させていることで個人的記憶を成り立たせていること，また，３つ
に集合的記憶が現在の視点から過去を構成しているとした。その上で，集合的
記憶が「個人が複数の集団に同時に属するということ」を捉え，「社会における
集団の多元性や過去の多様性，新参者の古参集団への取り込み，生者と故人の
集団との結合など，時間軸を通じた社会」 （６）と深く関わっているとする。つま
り，そこでは，集合的記憶を生成する社会の共同性（コミュニティ）が，より
狭義の意味でいう共同体の問題が，時間軸のなかで記憶と共に顕れてくるとし
た。
　つまり，記憶を問題にすることは，社会化した人びとの精神，あるいは心の
世界を時間軸のなかで捉えることであり，個人と全体社会との間の中間集団で
あるコミュニティたる社会の共同性，あるいは共同体における共有されている
意識や感情などといった集合的な心性を問題にすることでもある。映像，ある
いは映像メディアもまた，個人と全体社会だけでなく，そうした中間集団と関
わり媒介することで，人びとの記憶や，その心意を共有することで，人びとの
アイデンティティと深く関わることになる。
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３．公私をつなぐ中間集団の共同性をめぐる議論

３－１．大塚久雄のアプローチ

　ところで，個人と全体社会との間にある中間集団であるコミュニティ（共同
体）について，マッキーヴァーは共通の慣習大系である「共同性」と，地理的
条件である「地域性」によって規定されるとした。 （７）ここでは，この２つ要件
をふまえ中間集団であるコミュニティを捉え，共同体において共有されている
心意を問題にしている研究について，３つの異なったアプローチを検討してみ
る。
　まず，最初に大塚久雄のアプローチを検討する。大塚は，『共同体の基礎理
論』（1955）で，「共同体」がどういう社会関係（共同性）をもっており，また，
どういう物質的基礎に成り立っているかを問うている。マルクスの言説を敷衍
しながら，人が原初から何らかの共同組織に所属し，大地たる自然への労働に
よって富を生み出し，自己の生活や社会関係を再生産としていることを捉え，
資本主義（近代）以前の諸社会においては，なによりも「共同体」の生産の主
要条件は「土地」にあるとする。マッキーヴァーの定義を敷衍すれば，大塚は
人びとの「共同性」を共同組織にみて，「地域性」を「土地」の占取として捉
え，生産関係から共同体を捉えようとしている。 （８）歴史学や経済史学における，
共同体の典型的な捉え方である。
　大塚によれば，「共同体」は「土地」の占取という生産関係をめぐるさまざま
な自然的，歴史的な諸要因に規定されるものであり，生産諸力や，社会的分業
の発展は，そのまま生産関係の総体たる社会のあり方そのものを変えていくこ
とになる。諸共同体の段階的把握をめざす，アジア的形態→古典古代的形態
→ゲルマン的形態から，さらに近代へという発展的構造論を貫き展開させる動
因は，共同体が「土地」を共同占取する一方で，「労働要具」を私的占取すると
いう２項対立である「固有の二元性」を軸に展開し，それが原始的集団性であ
る「共同態」を保持するために必要な経済外強制たる「共同態規制」と，社会
的分業の発達などによる新たな私的諸個人相互の関係の発達という２項対立と
なる。共同体内部に孕まれた対立的な２つの要因は，社会的矛盾を引き起こし



系70

胸人文科学研究　第129輯

ながら，村々で共同体内分業を展開させ，さまざまな手工業を生み出し，資本
主義社会を生み出すことになる。 （９）その意味で，前近代から近代への転換は，
「原始的蓄積」を通過して「土地」から人も生産手段も完全に分離し，また同時
に，共同組織を維持するために個々の村人の生産活動から日常生活まであらゆ
る事柄に及ぶ「共同態規制」から解かれ，個人の自立が達成され，新たな共同
性が生み出される過程として捉えられる。
　大塚の視線は，古代から中世，近世，そして近代へと，過去から現在，未来
へと向けられている。それは，良くも悪くも近代市民社会の成立を，共同体が
解体し新たな私的個人が現れるとしたものであり，近代化論の範疇にあるもの
といってよい。
　研究的にいえば，大塚の議論は，近代ヨーロッパ，特にイギリスを中心とし
て封建制から資本主義へと移行する過程を小生産者的発展からみる，1930年代
のヨーロッパの歴史研究に依拠し，モデル化したものといってよい。だがしか
し，都市の織元から農村の織元へ （10）という視点を転換した局地的市場圏論は，
中間集団である共同体を地域という局面から大胆に切断して見せてくれる。
　ところで，近年の日本近世村落史の研究では，村落の共同体，ならびに大塚
が「共同態規制」としたものをどう捉えているだろう。渡辺尚志は，大塚が土
地所有の問題から共同体を問題にしたことを評価し，近世日本社会において，
こうした観点からみたとき，いくつか問題点があるとする。まず，封建的領主
が支配の単位としていた村と，共同体としての村が一致していなかったことで
ある。さらに，諸説はあるが，一つの土地を封建領主と農民が所有の内実を異
にしながらも，重層的に土地を所有していた可能性が高いことである。また，
さらに村と家とは緊密な関係にあり，個人は村と共に家にも帰属しており，同
様に土地も村の領域内の土地は，個々の家の土地であると同時に，村の土地で
あり，人びともそうした共有感をもっていることで，さまざまな村の仕事を遂
行していたとする。 （11）つまり，所有に対する考え方が近代以前と以降では異
なっており，それによって生じる規制や共同体への意識，心性も異なっていた
のである。
　渡辺は，大塚が個人の自律を阻害するものとした「共同態規制」は，村の自
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律性として捉えられるとし，共同体の資源保護機能や，外部から医者や寺子屋
の教師を招聘したり，社会的弱者を保護，救済したりなどの社会的役割を果た
していたとし，共同体の多様な機能に着目すべきだとする。また，近代への移
行期において，例えば養蚕･製糸業が盛んになった時，村の入会地を桑畑にする
など，積極的に商品生産の発展を助けていたとする。つまり，近代において共
同体が解体するというより，そうした共同性を近代においても必要としていた
というのだ。 （12）

３－２．柳田国男のアプローチ

　次に柳田国男のアプローチについて考察する。柳田は，自分の民俗学につい
て，『民間伝承論』（1934），『郷土生活の研究法』（1935）などでその方法論につ
いて述べている。ここでは，『郷土生活の研究法』をみてみる。柳田は，自らの
民俗学を論じ，「郷土研究の第一義は，手短に言ふならば平民の過去を知ること
である」 （13）とする。ここでの「平民」とは，「常民」と言われるところの支配階
級を除いたごく普通の庶民のことを指している。
　また，民俗学の要諦は，普通の人びとを対象にすることであり，何より「過
去」を知ることであるとし，同じ社会科学の隣接領域である歴史学をあげ，今
まで足利尊氏とか平清盛などの英雄豪傑や，何年何月何日に大事件が起きたこ
とを縷々と記述するものが歴史であったと批判する。また，その一方で，文書
資料については，災害や百姓一揆などの大きな出来事についての詳細な文書が
あるが，常日頃の平穏無事な日々の営みについて書かれた文書がほとんどない
と指摘し，残された文書資料に偏差があるとして，民俗学は人びとが自覚しな
い日常生活を問題にするものなのだとする。
　多くの人びとは，日常生活のごく平凡な事柄である家や食事や衣服のことな
ど調べるまでもないとし，聞けば「すぐにわかり切つたことを聴くとか，あの
やつは常識が無い」 （14）とするだけで，日常を批判的に捉え返すことがない。し
かし，柳田は例えば１日３回食事をすることも，一見すると変わらぬ日常と思
われるが，ついこの間から始まったものにすぎないのではないかと問う。日常
生活の当り前のものこそ，生活の利便のための不断の変化にさらされ，気づこ
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うとしないものである。柳田は，こうした「平民の今までに通つて来た路を知
るといふことは，我々平民から言へば自ら知ることであり，即ち反省」 （15）なのだ
とした。そして，民俗学とは，人びとが自らの力でもってこうした日常生活を
採集し記録することによって， 自らの行為を自覚し， 記録し「自己内部を省察」 （16）

するものなのだとする。
　柳田の民俗学が扱おうとしている郷土の対象の中心が農村であったことは，
民俗学が確立した1930年代の人口の約６割が農民であったことを考えれば当然
といえる。郷土という地域性をもった領域を捉えるために，農村を制度的に捉
え，ユイなどの労働組織，家，村という中間集団が緊密に結びついた共同性に
よって，社会が成り立っていることに着目し，「自己内部を省察」するためには，
まず，地域の共同体を成り立たせている社会的な外郭である中間集団から捉え
ようとした。その上で，こうした基層を支える関連する共同性から，共同体成
員の個々人の心の世界を繙くために，諺や唱えごと歌謡などの言語芸術や，知
識や生活技術，あるいは共同性を成り立たせている禁忌（タブー）などから心
意現象を知ることができるだろうとする。特にタブーの意識や感覚は，その郷
土に住む人間でないと内的に経験し，理解できないことであり，「いくら国が同
じだといつてもこれだけは，その郷土以外の者には分らない」 （17）からだ。
　柳田は，郷土という地域性に着目し，労働組織，家，村の緊密な共同性の構
造を取り出し，そこから，現在から過去へという時間軸を持ち込み，人びとの
心意に隠されている，心の世界で古い考え方と新しい物の見方が混雑している
様相をえぐりだし，共有されている精神の古層を発見する。その意味で，柳田
の議論の過程は，近世村落史の研究や集合的記憶の問題と架橋する。
　しかし，「日本人が日本人の顔附と骨格を具へ，日本語を話し日本風といふ家
に住んで居ると同様に，個々の郷土人のその個々の小さき挙動表現，内部感覚
等の中にも，必ず若干の歴史の痕跡，つまり某々郷土の住民の末なるが故に，
残つてゐる何等かの生活の特徴があるだろう」 （18）とし，地域（郷土）の問題か
ら精神の古層へと，そのまま日本，あるいは日本人という全体社会の問題へ移
行してしまう。郷土の心意現象をみることで，日本人の心意現象をみようとす
る柳田のモチーフをみることは可能であるが，中間集団である共同体の特徴
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は，時間軸のなかで全体社会に吸収されてしまい，みえてこない。
　検討すべき問題はあるにしても，柳田が前近代から近代への転換を，普通の
人びとの心の世界の問題として捉え直し，重層化された意識や記憶として構成
されていることを描きだしたことは重要である。

３－３．R・N・ベラーのアプローチ

　大塚にとって前近代から近代への転換は，「共同態規制」によって阻害されて
いた個人が，集団から分離し自律が達成される過程であり，その物資的基礎を
土地から商品へと移行することにあった。この議論の前提に，近代というもの
に対する一つの理想や解釈が含まれていることは論を待たない。
　ところで，1970年代に入り，アメリカにおいてこうした近代的な個人主義が
進展し，社会と個人が分離し個体化が進み，個人が孤立化し社会の諸制度にさ
まざまな問題がおこり民主主義そのものが空洞化しはじめることになった。強
い危機感を抱いたR･N･ベラーらの研究者は，アメリカにおいて私的生活と公
共的生活の関係がどうなっているのか，白人の中産階級に限定し，1979～84年
にかけて200人以上の市民にインタビューを行い，必要に応じて参与観察も行
うなどして『心の習慣』（1985），『善い社会』（1991）の共同研究を公にした。
そこで，ベラーは，コミュニティを研究してきた社会学の成果と調査の結果を
ふまえ，近代における強い個人主義を支えるのは，個人が共同体に距離をもち，
共同体を批判するときでも，それを受け入れ支えることができるような強い共
同体がなければ成り立たないとした。 （19）

　人は生まれる時や，生む親や，さらにはその家族が所属している集団たる共
同体を選ぶことはできない。共同体や社会は個人の一生よりも長く存続し，個
人は，新しい共同体や社会を組織する過程に参画することより，既にある共同
体や社会の生活に自らを合せることから始める。人は，そうした歴史的，社会
的コンテクストのなかで生きており，個々人は過去から引き継がれた何らかの
共同体や社会の伝統を背負っている。
　ベラーらは，その伝統に社会的意味を見出し，共同体には歴史があることこ
そが重要であり，また，その過去の蓄積によって自らを成り立たせているとす
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る。「真の共同体とは「記憶の共同体」，すなわち自らの過去を忘れることのな
い共同体である」とし，その「記憶の共同体」を構成するものが，「過去を忘れ
ないように，共同体が自らの物 語    を，自らの成り立ちを語る物 語

ストーリー

    を伝承し，
ナラティヴ

また共同体の意味を体現し例示するような男たち女たちの姿勢を教える。伝統
は記憶の共同体にとって中心的なものだが，その重要な一部が，これら集合的
な歴史や模範的な諸個人の物語」 （20）なのだとする。その物語や姿勢には，共同
体の過去のさまざまな試行錯誤，失敗の悔いと悲しみへの反省，自戒が横た
わっており，他者と共に生きることで自己も生きられることへの思いが込めら
れている。アメリカにおいて，それは，市民的共和主義の伝統と聖書的伝統に
よって形作られてきたとする。
　そこには「私たちが自分や自分に身近な者のために抱いた願いを広い全体の
願いへと結びつけ」，「自分の努力をいくらかは共同善への貢献という視点から
見ることを可能にするような」，個人と全体社会とを繋げるような「希望の共同
体」 （21）があるという。その意味で，近代において，共同体を支えている物資的基
礎は，商品ではない。過去を忘れないようにするために共同体について語る言
葉であり，「共同体的な生き方を定義づけるような儀礼的・美的・倫理的な実践
に参加する」 （22）といった，想像的なものを行為として社会化していく過程にあ
る。ベラーらは，これを道徳的エコロジーとした。
　心の習慣である意識や文化，日常生活の行為を含むモーレス（社会的慣行）
は，共同体や社会を支えるものであり，集団成員に共有される強い感情的結合
や愛着こそが，共同体や社会への義務感や道徳的な感情を生み出す。現在にお
いても，「アメリカ人は他のほとんどの工業国家の市民よりも 自 発的団体       や

ボランタリー・アソシエーション

市民組織に多く参加している。いっさいの困難にもかかわらず，多くにアメリ
カ人は「参加する」ことへの義務を感じている」 （23）とした。
　ベラーの指摘する記憶の共同体は，大塚のいう共同態規制の表であり裏でも
ある。それは個人と全体社会をつなげるものであり，柳田が労働組織や家や村
という構造から発見した人びとの心，精神の古層としたものと深く関わる。映
像は，こうした共同性と深く関わり，人びとのさまざまな日常的儀礼である，
例えば，学校の入学式，運動会，遠足，卒業式，あるいは正月，七五三，花火，
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祭りといった年中行事など，さまざまな儀礼のなかで，写し写される行為を同
じように繰り返していく。
　ところで，ベラーらの視線は，過去から現在へと向けられており，こうした
心の習慣であるモーレスを創り変えていくことは，共同体や社会を創り変えて
いくことであり，一つの社会運動となる。モーレスの動向は，そのまま人びと
の未来のヴィジョンを垣間見せてくれるものである。
　つまり，ベラーらにとってモーレスを変えることは，制度を変えようとする
ことであり，それはそのまま「私たちが他者と協力して制度を創造するとき，
制度もまた私たちを創造するのだ。制度は，私たちを教育し，形成する」 （24）と，
共同体の言葉や日常的な儀礼に関わることに，能動的な主体意識，共同的で創
造的な個人性をみる。
　一方，柳田は視線を現在から過去に向けており，過去の「時代の知識・社会観・
道徳などを知り，何を目当てに生きてゐたかを，明らかにしようとするもので
あ」り，「現代の生活事実の中を，新時代にかぶれてゐる部分がどれだけ，現代
のインテレクテュアルな部分がどれだけ，それからまた無意識にやつてゐるこ
とがどこまで，とはつきり分けてみることがこの学問の一つの目標である」 （25）

とし，現在と過去との繋がりに重きを置く。

４．現在における，共同性と映像の問題

４－１．ソーシャル･キャピタルからの批判

　ジンメルは，『社会分化論』（1890）で近代の歴史的趨勢をとして社会分化が
進行していく過程にあるとし，集団の規模が拡大し，社会が高度化する一方で，
集団内部では個々の違いが意識化され個性が発達し，個人化が進むとした。 （26）

もし，近代化が社会化と個人化が先鋭化する過程だとするなら，柳田が描いた
前近代から近代への転形期における家や村が再編される過程は，そのまま人び
との心意，心の内面が再構成されることで個人化を進めるものといってよいだ
ろう。また，近代化がそのまま社会のメディア化であるとするなら，こうした
過程におけるメディア，特に映像メディアの関わりは，人びとの心意，内面へ
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とメディアが内在化していく過程であると同時に，記憶装置として，物として
の写真や映画，ビデオなどが社会へと外在化していく過程となる。どちらにし
ても，映像に命を吹き込むのは人であり，その関係性にある。ところで，こう
した社会化と個人化の進展のなかで，全体社会と個人をつなぐ中間集団である
さまざまな共同性や共同体と，映像メディアはどう関わるのだろうか。
　R・D・パットナムは，個人が家族や，友人，知人，近隣関係，仲間，団体活
動などさまざまな社会関係をもち，そうした相互の長期的な関係性のなかで互
いに信頼し支えあうことで，すぐに帳尻合わせをしないで物事を円滑に進めて
いく互酬性が形成された社会的ネットワークを，ソーシャル･キャピタル（社会
関係資本）とした。個人の人脈による影響力や友情といったものは個人的なも
のであり，目的を達成するために時間とエネルギーを投下して利益を得ること
は利己的な行為にしか一見みえないが，こうした互酬的な社会的ネットワーク
は，さまざまな集団との関係性をもっており，思ってもみないような「「外部性」
を有していてコミュニティに広く影響するので，社会的つながりのコストも利
益も，つながりを生み出した人のみ」 （27）だけでなく，さまざまな人に何らかの利
益を生み出すことがあるからだ。その意味で，社会関係資本は，全体社会と個
人とをつなぐ中間集団である共同性や共同体の関係を基盤としながら，経済的
な関係に社会的ネットワークを転化することで一つの社会資源となっているこ
とを捉えたものといえる。
　ところで，パットナムは，アメリカ社会における社会関係資本の基層となっ
ている，市民による投票や政治活動などの政治的な参加や，クラブや労働組合，
宗教団体などのコミュニティの諸制度への参加や，トランプのクラブやボーリ
ング･リーグ，野球，バーの飲み友達，パーティなどのインフォーマルなつなが
りや，ボランティアなどの社会的活動などの参加が，1980～90年代以降，急速
に減少していることを実証している。
　そして，その理由として，５つの理由をあげ，推定のパーセンテージもあげ
ている。
臼　多忙であったり，経済的に困窮していたり，共働きによるプレッシャー
によるもの（約10％）
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渦　移住や，郊外に居住が移ったことによる通勤などによって（約10％）
嘘　テレビや電子メディアの発達による余暇の過ごし方の変化によるもの
（約25％）
唄　市民参加に熱心であった世代の交代（約50％）
　　ただし，テレビ世代と呼ぶべき長期的効果考えられるものを含む（約10
～15％）

欝　その他，不明のもの （28）

　中間集団であるさまざまな共同性や共同体と映像メディアの関係を考える上
で，社会関係資本を減少させた影響の約40％近くがテレビによるものだとする
推論は重要であり，その内容について，詳しくみておく必要がある。アメリカ
においてテレビは1959年には，90％の人間が所有しほぼ全所帯に行きわたり，
平均的アメリカ人の視聴時間は，1990年代では約４時間となっている。また，
テレビを世帯で複数持つことが進み，1990年代末には，全所帯の75％が所有し
ている。つまり，テレビの視聴時間の拡大はそのまま，家にいる時間の増大を
意味し，現在ではさらに，家庭のなかでさらに個人でいる時間が増えているこ
とを指し示すものになっている。
　ところで，まず，さまざまな形での市民参加とメディアとの関係をみたとき，
新聞の購読と市民参加はその行為において親縁性があることが分かっており，
テレビのニュースを見る人間も，やはり市民参加に積極的である。また，他の
娯楽的な映像メディアである映画を映画館に見に行くものも，通常に市民参加
しており，テレビを娯楽として見る人びとが，明らかに個人的にも集団的にも
市民参加することが少ない。 （29）

　テレビという映像メディアを，娯楽として見る人びとが大多数であり，そう
したマジョリティが家でテレビをつけ見ることから離れられないだけでなく，
家族や友人，仲間や近隣の人間とつきあうことを減少させ，また同時に，年々
そうした人びとを増大させている。地域という一つの領域で考えた時，明らか
に映像メディアは，家という中に人びとを拘束し，さらに社会の個人化に関わ
り，人々をさまざまな共同性に関わることをできなくさせている。
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４－２．地域メディア研究の視座

　ところで，日本において地域メディア研究を牽引してきた田村紀雄は，「第二
次世界大戦で，日本が米国に敗北して受けとった新体制に民主主義がある。そ
の中味のひとつが，地域民主主義である」とし，地域民主主義の根幹となる
「住民主権は，生活・生業レベルにおいて，地主・素封家・古い権力の支配を一
気にとりかえたわけではなかったが，半世紀の時間をへて，一人ひとりの住民
が主権者であるという事実，思潮を押さえることができないまでになった」 （30）

とした。そして，こうした地域に住む人びとのさまざまな社会的な関係を重層
的に媒介し，社会との多層的な関係性を作り出すのが地域メディアであると
し，地域メディア研究の起点を占領期から始めている。
　田村のこうした研究の前提として，１つに明治以降の日本の近代化におい
て，国民国家を形成するために幕藩体制の統治機構であった町や村を，新たに
合併などをして地方自治の体制を作り出し，強力な中央集権制を築き維持して
きたことや，２つ目にマス・メディアの普及が本格化し，地方にまで浸透する
のは戦後になってからだという認識があると考えられる。また，この議論の前
提には，大塚と同じく共同体規制（封建遺制）からの解放というモチーフがあ
る。
　林茂樹は，こうした議論をふまえつつも地域や地域メディアのあり方につい
て前近代から近代，現在までの歴史をまとめ，「かつての村落的生活様式による
共同の問題解決の方法が人びとの相互扶助や協力に依存していたものから」，
近代以降「専門機関による処理に多く依存する都市的生活様式へ移行した」と
し，これは「地域のなかでインフォーマルな人間関係による問題解決が主流で
あったことから，公的機関や専門機関を通じて問題解決を行うことに移行した
ことを意味する」とした。そして現在は，公的，専門機関に限界があり早期の
問題解決が難しいことから，「住民相互の扶助的あるいは共助的システムに依
存ずる指向性が出てきた」とし，NPOなど，「地域の活動や参加においてそれ
ぞれの自立した「個」が互いの属性の違いを認識しあいながら，相互かつ自発
的に結びついたネットワークの形成をする」 （31）必要があると提言している。
　林は，こうした観点から，かつて「農山村地域において有線放送電話が行政
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府を単位として普及し，地域内電話による近隣コミュニケーション」として便
利であっただけでなく，「この回線を利用して自治体や農協・漁協の集落内告知
放送をトランペット・スピーカーを使って行い，村民に対し地域生活情報の告
知に役立て」 （32）るなどしていたことをあげ，地域の行政と共同体である村とを
メディアが媒介する三位一体の状況があったことを示し，その後も1970年代
は，UHFテレビ，CATV，タウン誌などの活発化など，さまざまな可能性があっ
たことを指摘する。しかし一方で，1980年代以降，政府の高度情報化社会の推
進の名の下に，さまざまなニュー･メディアが登場すると共に，民放テレビやラ
ジオなど，東京キー局のネットワーク化が進んだこと，また，新聞においても
同様な系列化が進み，さらに中央メディアにおいて新聞や放送の経営，情報内
容の連携が進んだことを受け，放送，新聞といったメディアとしての独自性が
失われていったとする。
　こうした状況下，パットナムの映像メディア，特にテレビにおいて，地域の
社会関係資本であるさまざまな共同性を解体させているという議論は，地域メ
ディア研究が重視する住民の社会的ネットワークを基盤としたメディアという
ヴィジョンに対する反措定となる。林は，1980年代以降の地域メディアの展開
を反省的に振り返り，「情報化が他の施策と異なる主な点は，ハードの導入だけ
では意味がなく常に更新されたソフトの提供が不可欠である」 （33）とした。つま
り，今，優先されなければならないのは，地域のメディアとして必要なソフト，
内容をつくることである。テレビにおいて，ニュースを見る人びとは，必ずし
も市民参加を行っていることは，テレビというメディアそのものに問題がある
というより，メディアが媒介している社会的意味，その内容に問題があると
いってよい。

４－３．ローカルな視線とグローバルな視線

　船津衛は1980年代後半から1990年代前半の約10年間，東北地方を中心に地域
メディアについて住民が求めている地域情報の内容について調査を行い，５つ
の観点からまとめ，提言を行っている。
臼　地域住民からは，何よりも地域に関連した，地域に依拠した適切な情報
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であることが求められる。つまり，その情報とは，情報を地域の観点から
捉え，意味づけし解釈し，新たに創り出したものである。
渦　こうした地域に密着した地域の情報とは，人びとにとって身近で起こる
さまざまな日常生活の情報のこととなる。
嘘　これらの情報において，自分の身の回りや地域社会の抱えている問題を
捉え，理解し，そうした問題のニーズに応えるものとなってなければなら
ない。
唄　その意味で，その情報を生み出すのはメディアというより，地域住民自
らとなる。
欝　こうした地域情報が生み出すメディアは，行政や住民の生活圏を越え，
さまざまな領域を横断して媒介しインター･ローカルな性質をもつことで，
 なによりもその地域の消費や文化， 世界観を共有化させることができる。 （34）

　この５つは，地域メディアが地域に住む人びと立場に立って，とはそのまま
地域のさまざまな共同性や共同体の立場にたってということでもあるが，その
目線でものを見聞きし感じ，解釈し，また自ら発信する必要があることを示し
ており，結果的にこうした行為そのものが，メディアとして地域の文化を生み
出していくことになる。しかし，マス・コミュニケーションの産業的な過程に
おいて，あるいは，マス・コミュニケーションの研究において，全体社会と個
を問題にすることは多いが，その間にある中間集団に着目し，中間的な社会の
ネットワークを問題にすることは少ない。
　マス・コミュニケーションにおいて，一対多の関係性のなかで，多数派であ
るマジョリティの意見，考え，その価値観が優先されるのは，産業的な構造か
らみたとき一定程度の妥当性をもっている。そして，そうした構造のなかで，
映像メディアが発信する内容，考え，あるいは内包されている価値観は規範的
なものにならざるを得ない。また，放送や新聞の系列化が進んだことが，「中央
と地方」というカテゴリーを特権化し，大きなヒエラルキーを作り出している。
こうしたヒエラルキーは，「有名なものと無名なもの」，「美的（芸術的）なもの
とそうでないもの」，「真面目なものと不真面目なもの」など，さまざまなマジョ
リティの価値基準をカテゴライズし，映像そのものの多義性や多相性を縮減さ
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せている。産業化されたつくり手，発信者が，こうしたカテゴライズされたヒ
エラルキーにしたがって，映像を解釈し，削除し，発信し続けることは，その
まま文化，あるいは社会全体の意識を偏らせ，単純化させている。さらに，
パットナムが指摘するように，個人がさまざまな共同性や共同体から離され，
こうした産業化されたマス･メディアによって情報が流されたとき，社会的コ
ミュニケーションを強力にコントロールする。それは，結果的に，メディアを，
さらには，社会全体をも衰弱化させていく。
　しかし，重要なのは，コミュニケーションにおいて，受け手は必ずしも受動
的ではないことであり，状況に応じて，イニシアティブを取ることができるこ
とにある。そして，そうした折り返しを可能にするものは，受け手である個人
を支えている，その個人が所属しているさまざまな共同性であり共同体であ
る。ベラーがいうように，個々人は過去から引き継がれた何らかの共同体や社
会の伝統を背負っている。個人の強さは共同体の強さとしてある。その過去の
蓄積によって人びとは，自らを成り立たせており，価値観の多様性は，単なる
個人の嗜好や好みではない。人びとは，目の前の日常生活，現実の問題に立ち
向かう時，無意識のうちに，自らの記憶の共同体へと退却し，過去と現在との
対話を行っている。つまり，さまざまな価値観が存在するのは，地域の過去の
さまざまな試行錯誤の結果でもある。映像はこうした試行錯誤の過程そのもの
を媒介することで，地域文化を形成するだけでなく，蓄積され伝統を新たに創
ることに関わる。重要なのは，映像のもっている関係性であり，それを表出す
る映像としてのクオリティーである。
　その意味で，地域の中に住み，その一員として住む人びと立場に立って，そ
の目線でものを見聞きし感じ，解釈し，また自らメディアを使って発信するこ
とは，そのまま，１つの政治的，社会的，文化的な行為となる。そのことは，
地域の中で，それを可能にする人材をいかに育てるかという課題と重なる。メ
ディアが１つの産業である以上，それを可能にする経済が必要であり，またそ
れを支える地域の社会的ネットワークをいかに再編成していくかということに
もなる。
　こうした時，重要なのは，ベラーが指摘するように，そうした社会的ネット
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ワークを支える，人びとの記憶の共同体をより確固たるものにする必要があ
る。自らを成り立たせているさまざまな共同性の経験をメディア化して発信
し，それを蓄積し，共有化する。そして，さらにその過去の蓄積を使い対話し
ながら，新たな創造を可能にするような地域の想像の共同体を現出させるアー
カイブが，今，求められているのだ。

５．地域と映像アーカイブの問題

５－１．映像が内包する関係性と映像アーカイブ

　ロラン・バルトは写真について，「絵画や言説における模倣とちがって，「写
真」の場合は，事物がかつてそこにあったということを決して否定できない」
とし，「それはかつてそこにあった，がしかし，ただちに引き離されてしまっ
た」 （35）ものだとする。これは，映像のもつ現実を記録する力能を示したもので
あり，映像一般に敷衍することができる問題でもある。「それは＝かつて＝
あった」とは，今，目の前の写真（映像）には，過去に撮るものと，写される
ものとの関係性があったということであり，その関係性を内包した写真（映像）
を，今，現在，眺める人がおり，それが不断に未来へと延展し続けることを意
味する。
　映像が私的な性格をもつのは，写される人間，対象の個別性にあるが，それ
は撮る人と写される被写体の関係として，他者とのコミュニケーションなかへ
開いていく運動性を写真はモノとなることで惹き起こしていく。重要なのは，
撮る者と写されるものとの関係性が成り立つ「場」があることだ。その場には，
撮る者と写されるものとの普段のコミュニケーションの蓄積があり，所属する
共同性なり共同体の意識や，過去の堆積が文化の力が作用している。「それは＝
かつて＝あった」とは，モノとなった写真（映像）が，過去の関係性と，今そ
れを眺める現在と過去との関係性を，リンクし重層的に媒介していることを示
している。
　こうしたさまざまな現実である生の痕跡としての映像を集積し，インデキシ
ングし，膨大な映像を探索したとき，思ってもみないような社会的関係性が顕
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れてくる。現実から切り取られメディア化された映像は，見かけとは違い，実
際は単体では成り立たないものであり，関係性のなかで始めて社会的意味がみ
えてくる。それは，アルヴァックスがいうように，個人が複数の集団に同時に
属し，異なるさまざまな集団的な枠を多層的に交差させることで，社会におけ
る各々の集団のもつ多元性やその過去の多様性，あるいは集団を通した生きる
者と死者との結合など，空間軸と時間軸を交錯させた集合的記憶の網の目を映
像が媒介することで，感情や感覚を増幅し，個人の記憶を生み出しているから
だ。媒介された映像アーカイブという記憶の外部装置の中で，目に見える外化
したモノの関係性として集合的記憶が浮き上がる。
　バルトが言う「それは＝かつて＝あった」という映像のもつ現実性を，行為
によって実際に撮られたものとして捉え，M・フーコがエノセンとして定義し
たものに同定すれば，撮られ残された映像と残されなかった映像との差異と排
除の系列によるディスクールと，それらが編成された不可視の総体であるアル
シーブ （36）へと，映像アーカイブは近づくことになる。映像アーカイブは集積さ
れ集蔵されたものと，集積されず集蔵されなかった映像との関係性のなかで，
その社会的性格を顕すだけではない。その総体は，実体的なものではなく，一
つの不可能性のメディアとして，さまざまな関係性が時間軸のなかで多層的に
折り重なり，想起と忘却との間にみえてくるものとなる。それは，ベラーが言
うような記憶の共同体として，何より映像アーカイブに参加し，検索し，見て，
意味づけし解釈し，新たに創り出すという行為を通してみえてくるものといっ
てよい。

５－２．デジタル化の進展と映像アーカイブの現在

　ところで，こうしたさまざまな映像を収集し，デジタル化して映像の多義的，
多層的な利用を可能にし，文化として継承し発展させていくための，映像を保
管しておくアーカイブは，今後デジタル時代の文化を支える１つの物質的基盤
であり，研究者のみならず，なにより多くの人びとに公開され利用されること
で，新たな社会的ネットワークをつくるものとなる。
　しかし，現在の映像のあり方を反映して，映像のアーカイブは今のところ，
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写真，映画，放送の３つに分けられ，相互補完的に関係しているわけではない。
映画は，そのつくり手の多くが会社であり，アーカイブとしてフィルム・セン
ターが組織され，国家的である。放送は，国家の認可事業であることを反映し，
NHKがアーカイブを行っており，国家規模である。映画や放送はマス・コミュ
ニケーションであり，アーカイブもナショナル規模となる。しかし，写真は，
そのつくり手の多くが個人であることを反映し，そのほとんどを個人が所有し
たままであり，個人コレクターの領域にゆだねられるか，破棄されるかである。
また，そのマスとパーソナルなコミュニケーションの中間形態のさまざまな共
同性や共同体のアーカイブは，かつては都道府県や市町村にあった地域の視聴
覚ライブラリーがこうした役割を担っていたが，現在，デジタル化の進展のな
かで，組織は縮小し，解体され，ミッシングリンクとして取り残されている。
　ここで，ナショナル･アーカイブの代表的な事例といえる放送のアーカイブ
であるフランスのINAをみることで，アーカイブの問題点をみてみる。エマ
ニュエル・オーグは，1995年にINAにラジオとテレビの法定納入が実施されて
から，２つの困難に直面するようになったとする。１つは，それ以前の損壊し
はじめているアナログ映像のストックをいかに早急にデジタル化するというこ
とであり，もう１つに玉石混交した膨大な放映されているデジタルのフローを
処理しなければならないことだとした。そこではカバーされるべき量があまり
に膨大であるために，網羅的であるべきかどうか，つまりは，何を残し残さな
いかという選択をすべきかどうかが，どうしても問われることになる。オーグ
はこの問題に対して，「すべてを（未来のために）取り込み，すべてを（過去の
ために）デジタル化することは，それ自体が目標なわけではない」とし，「いず
れもの場合も，そのような方法が意味を持つのは，アクセスしやすさと両立す
る場合のみである」 （37）としている。つまり，選択することは本質的なところで
アーカイブとしてできないが，最終的には，その時の技術的可能性が全体の大
枠を決めていると，現実的な判断をする。それは映像をストックする技術的処
理能力の問題であると同時に，アクセスするための十分な検索機能を用意でき
なければ，アーカイブとして意味を持たないという認識がある。そのために
も，検索のための専門のドキュメンタリストが必要であるとし，インデキシン
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グ，ナビゲーションと閲覧システムなどのノウハウの開発とその蓄積，また，
それを可能にするような人材の育成が必要であるとする。
　こうしたナショナルなアーカイブを１つのモデルとし，個人の所蔵を１つの
パーソナルなアーカイブとして考えたとき，かなり様相を異にしたものとな
る。個人の映像の所蔵状況は，自ら撮ったりまた写されたりした私的な写真や
映画，ビデオと，映画や放送などを録画した公的なものが混淆した集蔵体（アー
カイブ）となる。こうした個々人の小さなアーカイブは，その個人の嗜好や趣
味などが強く反映したパーソナル独自なものとなる。一方で，このアーカイブ
はコレクターを育むものであるが，書籍やレコード，CDなどのように市販さ
れているものを所蔵するのと違って，私的な行為として所蔵される。その意味
で，社会的には閉じられ，開かれることは少ない。
　ところで，ミッシングリンクである地域にある中間集団のさまざまな共同性
や共同体による映像アーカイブの試みは，ナショナルなアーカイブの地域小型
化としてではなく，何よりパーソナルなアーカイブを開くことから始められる
必要がある。なぜなら，私的な映像は，一見するとパーソナルな行為に見える
が，その映像は結果として，個人が所属しているさまざまな共同性や共同体の
行為，儀礼，意識を媒介しているからだ。
　国家規模アーカイブとは違い，こうした地域のアーカイブを構成するドキュ
メンタリストは，網羅性より，１つの基準をもった集蔵を意識する必要がある。
ドキュメンタリストがその集蔵にどういう社会的ネットワークを駆使するか，
それによってアーカイブの内容が決まることは，ドキュメンタリストの個性が
求められることを意味し，そのまま地域の文化に対する一つの解釈ともなる。
ドキュメンタリストは，地域の社会的ネットワークと関わるだけでなく，映像
のアーカイブを維持していく経済性を担保するためにも行政と関係しつつ，常
に新しいメディアの可能性を探り，映像を保存していくことが必要となる。

５－３．地域映像アーカイブとローカル・コモンズ

　既に述べているように「それは＝かつて＝あった」とは，写された事物がか
つてそこに間違いなくあったことを示すと同時に，撮る者がいたことを示すも
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のでもある。写されたものに現実の痕跡があるように，撮る者の痕跡も一貫し
た固有性として，消えることもない。現在，この関係性は，写された者の肖像
権と撮る者の著作権との関係に置き換えられている。
　近年のインターネットと映像のデジタル技術の進化は，つくられた写真や映
画，放送番組などのコンテンツを物としてではなくデジタル的な情報素材とし
て交換することが可能となり，しかもほぼ無料で簡単に複製ができ，かつ品質
も劣化しない。また，それをそのまま，あるいは改変してインターネットで発
信することが可能となった。こうした状況は，映像をつくる製作者にいちじる
しい不利益が生み出しているとし，著作権が強化されることになった。クオリ
ティーの高い映像をつくろうとすれば，それなりに製作費がかかることを考え
れば，商業的な著作物においては，一定の妥当性があるといってよいだろう。
　しかし，ローレンス・レッシグは，インターネットの普及は，そうした商業
的な利用をしない，多くの草の根の「小さなクリエーター」を生み出し，そう
したクリエーターのさまざまな活動のもつクリエイティビティがデジタル化と
インターネットを推し進める力となっているとし，その意味で，近年の多くの
規制は本来の著作権の趣旨に反し，新しい文化を生み出すことを阻害するもの
になっているとした。そして，こうした状況を打破するために，著作権の意義
を認めつつ，もう一方で，事前に著作物の利用許諾を決め，つくり手と利用者
とがコンテンツを自由に使えるように共有できるような「クリエイティブ･コモ
ンズ」の必要性を提起し，実践している。 （38）

　クリエイティブ･コモンズは，３つの考え方で成り立っている。
①　「自由に共有できるコンテンツ」として，利用者が許諾の心配をせずにコ
ンテンツを複製，頒布したりすることができ，公の場で上演，送信などが
できる。
②　「Some Rights Reserved」として，著作者にとって必要ないくつかの権利だ
けを留保し，他の権利は解放する。
③　「カスタマイズ可能な条件設定」として，帰属表示が必要なこと，また非
営利利用である，あるいは，改変できないとする，改変が禁止が設定され
ていない場合，元の著作物と同じ条件の許諾にしなければならないとする
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ものである。 （39）

　この３つのパターンに共通するのは，著作権に条件を設けることで，利用者
全てに許諾を与えていることだ。しかしながら，映像には本質的に撮るもの
と，写されるものとの関係性が潜み込んでおり，そうした関係性を成り立たせ
ているのは，なんらかの地域の共同性であり共同体であることを考えたとき，
撮る側が写した映像を自由に使える権利と同じ様な，写された側においても自
由に使える権利があるとすることは理論的に妥当である。映像メディアは基本
的には現実を受け入れ，それを写す，記録することに大きな力能を持つ以上，
その関係性から抜け出ることは基本的にはできない。こうしたメディアとして
の特性を考えた時，利用の権利の制限ではなく，利用者を制限することは現実
的である。
　地域を一つの括りにした時にみえてくる，個人コレクターの領域にゆだねら
れている映像を「地域映像アーカイブ」は，まず発掘すべきである。そして，
こうした映像をめぐる人びとの関係性を明確にし，撮った人間の権利と同時
に，写された人びとが代表する，地域の共同性の権利を顕揚し，撮る人間だけ
でなく地域の共同体の人びとが自由に使える「ローカル・コモンズ」の可能性
を提起する必要がある。そのことで，地域映像アーカイブは，写された映像の
帰属を表示し，また非営利利用であるだけでなく，自由に改変する権利を共有
することで，映像に新たな意味づけをし，解釈して，地域の文化を創り出すも
のとなる。そうなったとき，地域映像アーカイブは，地域にねむる映像を発掘
し，デジタル化し，保管・保存し，自由に検索・閲覧するだけでなく，地域の
中でさまざまな形で活用することで，人びとの記憶を再活性化し，新たな社会
的ネットワークを創発して文化を生み出していく，想像の共同体の物質的基盤
となることができるだろう。
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