むらとまちの暮らしを写す２人
―中俣正義と山内与喜男
原田健一

１. 映像を日常生活から考える

２. 映像の共同性から公共性へ

映像がメディア化され写真、映画、ビデオといったモノに
なったのは、近代に入ってからである。映像の登場によって、

ここで、この中間的な領域を考えるために、３人の映像の作
り手を手がかりにして考えてみる。

人びとの日常生活に、写すものと写されるもの、そして、その

1人は、中俣正義である。中俣正義は南魚沼市六日町の欠

映像を見るものという新しい人と人との関係性が生み出され

之上に生まれ、戦後は、新潟県観光課に勤務することになり、

ることになった。また、映像は手元に置けるモノになることで、

それより、県内各地で、職務として県の仕事としては映画を撮
影すると同時に、自分の生涯の仕事

人びとの記憶を外 在化し、一つの
装置として社会的な役割を果たす

中俣正義と山内与喜男の映 像

として写真を撮り続けた。彼が写

ことにもなった。

の違い、県レベルの映像と町レ

す地域は「新潟県」というかなり広

ところで、映像は、生きていた人
やものの個別性、痕跡がどこかに
含まれている。通常、それらは、写

ベルの映像の見え方、世界の違
いを具体的に分析してみよう。

い地域である。
2人目は、山内写真館２代目店主・
山内与喜男である。山内は、十日町
在住の写真館主として、十日町のさ

された人やものを知らない人にとっ
ては、意味不明なものとなる。私たちは、こうした一般化しな

まざまな会社や行事に関わり、十日町のコミュニティとその人

いものを含んだ映像をヴァナキュラーなものと呼んでいるが、

びとを撮り続けた。彼が写す地域は「十日町」という町である。

日常生活の映像の大半は、こうした映像といってよい。

3人目は、角田勝之助だ。奥会津（奥只見）、新潟県と福島

従来、映像というものを考えるとき、マス・コミュニケーション

県の県境の金山町の村で、自分の部落の人びとを 60 年近く

である映画や放送などの誰が見て分かるような一般的な解釈

撮り続けた。村には写真館がないため、彼は山内写真館がす

コードが付けられた映像や、芸術的な表現性をもった映像が

るような証明書のための写真から、会社の土木現場の写真、

扱われてきた。そうでないものというと、パーソナル・コミュニ

村の行事など全てを撮影した。彼が写す地域は、村より小さ

ケーションの領域にあるプライベートな家族写真といったもの

い字の世界である。

が考えられてきた。

この3人を比べると私の領域である家族を写したものはあま

しかし、
「 地 域 」という枠 組みで、実 際に、映 像を発掘・

り多くない。それより、村や町、会社といった共同的な領域、さら

調査してみると、マスとパーソナルな間の中間領域にある地

に、県という公的な規模での継続的で広範囲な領域の映像が

域の行政や町村のコミュニティに関わる映像が膨大にあり、

うみだされ、蓄積されていることが分かる。一般化されたマス・

しかも、それらは、あちらこちらに偏在し堆積し、人びとの生

コミュニケーションと対比すると、新聞、放送局に対して取材や

活や文化を維持する記憶の網目を織り上げていることが分

意見を求められたときに述べられる建前に対して、村や町のコ

かってきた。町や村の生活において道路や上下水道、電気な

ミュニティの一員に対して述べられる本音の違いをみることも

どが必要なように、映像もまた同じように記憶のインフラスト

できる。どちらにしても、地域映像アーカイブは空間的には、

ラクチャーとして必要とされていた実態が分かってきたのだ。

公－共－私の 3 つの複雑に交錯する領域を含むものといえる。

つまり、こうした中間的な領域に、膨大なヴァナキュラーな映
像があることで、マスとパーソナルな世界をつないでいたので
ある。

３．中俣正義と山内与喜男の違い
ここでは、十日町を舞台として、中俣と山内の映像の違い、 ▶
にいがた 地域映像アーカイブ
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ほ ん やら洞

… 山 内 写 真（ 以 下 同 様 ）

… 中 俣 写 真 （以下同様）

1951年
00001399

1956 年 00001406

1956 年 NM-P-005-005-17

1956 年 NM-P-005-005-06
※ なお、2014 年 8月16日～24日 十日町情報館ギャラリーでの中俣
正義・山内与喜男二人展での写真展で、下：の写真について、関谷（現・
水落）千春の話によって、写されている子どもたちは、右から関谷朱美、
千春、修、かおる、真弓、不明、牧の屋息子であることが分かった。

述べ、
「消雪パイプが敷設され、雁木がアーケードに変わって
しまった今日では、街裏通りにわずかに見られるにすぎない」
とする。町の生活全体の変化は、子どもたちの遊びの空間で
1961年 00001421

1969 年 00001431

あったほんやら洞そのものも変化させる。
「戦後間もないこ
ろ、十日町を訪ねた時は、ろうそくの火が揺らぐ薄暗い雪室」

▶ 県レベルの映像と町レベルの映像の見え方、世界の違いを
具体的に分析してみよう。

（Ａ）
「ほんやら洞」

だったが、
「 ろうそくはいつのまにやら裸電球に変わり、また、
時にはけい光灯を持ち出している」。さらには、テレビが家庭に
普及すると、子どもたちはテレビ番組を優先する。
「ほんやら洞
の中では、一人のおばあさんが火ばちに赤々と燃える炭火の

中俣は、かつて十日町に道路に消雪パイプ施設がなかった

番をしていた。そして「いまのこどもにはテレビといういいも

ころ、冬、駅前通り、本町通りなどのメンストリートに高く雪が

のがあるんだがねー」と、語ってくれた。訪ねた時は、ちょうど

積み上げられ 城壁ができ、
「一月十四日は、この雪の通りに

テレビの漫画の時間だった」。

ほんやら洞と呼ばれる雪室が点々と並び、こどもたちの歌う鳥

山内与喜男は、中俣に「ほんやら洞の形も以前とはすっか

追いうたが夜の街に流れ、十日町の小正月を象徴していた」と

り変わってしまったね」
（ 中俣 ,1979,7）と語ったという。ほん

9

にいがた 地域映像アーカイブ

やら洞が、だんだん秋田県横手市のかまくらに近い形になっ

継続的に、毎年、近所のほんやら洞を写し続けることで、

てしまったというのだ。ほんやら洞も観光化され、新聞、雑誌、

少しづつ変化していることがわかる。定点観測的な写真と

テレビなどの情報によって、画一化されることになる。

いってよい。写し方は、基本的には、洞の外から写したもの

山内のほんやら洞の写真を年月日の分かるもの順で見る
と、ほぼ、自分の家の近辺で、枚数は多くないが撮り続けて
いることが分かる。

である。
ところで、中 俣のほんやら洞の写 真は、1956 年、1961年
と年代不明のものがある。必ずしも山内のように継続的では

1951（昭和 26）.1.14：本町 1丁目吉沢織物前
1953.1.14： 本町 1丁目角田屋商店前
1955.1.14： 本町 3 丁目か

1398 ～ 1400

1401 ～ 1402

1403 ～ 1404

なく、間歇的に時間が隔てて写している。場所も山内と親し
かったこともあり、ほとんど変わらない。1956 年1月14日本町
1丁目角田屋商店前 NM-P-005-005-02 ～ 18 は、山内と同じ

1956.1.14： 本町 1丁目角田屋商店前

1405 ～ 1408

時に同じ場所で写したものだが、中俣は洞の外からというよ

1957.1.14： 本町 1丁目角田屋商店前

1409 ～ 1418, 1429

り、ほんやら洞の中に入って、子どもたちを写している。それ

1959.1.14： 本町 2 丁目か

1419 ～ 1420

1961.1.14： 諏訪町山内写真館脇・本町 1丁目
角田屋商店前

1421 ～ 1422

1962.1.14： 諏訪町山内写真館脇
1963.1.14： 本町 2 丁目付近か

1423 ～ 1427

1428

1969.1.14： 本町 1丁目角田屋商店前・
本町 2 丁目

1430 ～ 1433

は、そのまま子どもたちの目線で、物事を、世界を表出したい
という意識の現れといってよい。

（Ｂ）節季市
十日町の節 季 市は 1 月10 日、15 日、20 日、25 日と開かれ
るが、小正月の15日に開かれる市が、一番にぎわいをみせる。
中俣は昭和 26 年から十日町の節季市を訪れているが、その
ころは売られている品物は「手作りのざる、かご、ぼてなどの

節季市

竹細工、くわの柄、なべぶた、まな板などの木工品、それに ▶

00016529

1955 年 1月15 日

NM-P-005-001-02

00016548

1956 年 1月15日

NM-P-005-004-20
にいがた 地域映像アーカイブ
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モ グラ追いと 成り木 ぜめ

1-00002897

2-00001458

1-00002896

▶ わらぐつ、すっぺ、みのぼうしなどわら工品で、雁木通りでは

しかし、中俣が故郷の六日町欠ノ上で撮影するとき、地の利

六尺むしろまで並べて売られるなど、ローカル色満点だった。

ではなく民俗的な知識を前提とした一般化した写真を考え、

大雪の年などは、雁木通りを結ぶ雪のトンネルもできて、そこ

どう撮るかを試行錯誤してきたことは、こうした地元でない

でもいろいろなものが売られていた。降りしきる雪の中で、

場所・アウェーの時に大きな意味をもつことになる。また、スト

ヤツメウナギのいっぱい入ったかごを並べている人、おけの

リート・スナップの手法を身につけていることは、当時の写真界

中で泳いでいる食用コイや寒ブナを買って行く人などが珍

においてそのまま通用する写真となることを意味する。逆に、

し」
（中俣 ,1979,10）かったという。

山内は自分が所属しているコミュニティにおいては自由闊達

実 際に中俣の節季市の写 真を見ると（1956.1.15 諏訪町
NM-P-005-004-01 ～ 29）ストリート・スナップの撮り方で、写
される人たち、物を売る人や歩く人に邪魔にならないように、
写していることが気にならないように撮影していることが分
かる。
一方、山内の写真は（1958.1（1）諏訪町 16439 ～ 16550）、

であるが、コミュニティの外に出たとき、その写真は一般化で
きないヴァナキュラーな要素を多く含むことになる。

（Ｃ）モグラ追いと成り木ぜめ
ここで、民俗的な行事であるモグラ追いと成り木ぜめを撮
影した 2人の写真の違いを見てみよう。モグラ追いは1月15日

逆に物を売る人や歩く人が山内の撮影に気づいても構わな

の朝、小千谷市や十日町市で子どもたちが農作物を荒らす

い撮り方である。諏訪町は、写真館のすぐ脇の道であるし、

モグラ追いを行うものだ。
「ワラをたたく時に使う、木の横槌を、

節季市で物を売っている人たち、それら写される人びとはよ

三メートルほどのワラ縄をつけてひっぱりまわし、
「モグラがい

く知っており、気心を知る人だということがある。実際、写さ

たらかっつぶせ…」とうたいながら雪道を歩きまわる。
」成り木

れる人たちも、写す山内に顔をほころばせている。明らかに、

ぜめは「この日十日町地方の江道、猿倉で、栗や柿などがこと

地の利を生かした撮影といえるだろう。

しもよく実るようにと成り木ぜめの行事を行う」
（中俣 ,1977,28）

こうしてみると（Ａ）と（Ｂ）は、共に山内にとっては 地元・

ものである。

ホームでの撮影であり、コミュニティの一員としていろいろな

中俣の写し方は（1961.1.15 江道 NM-P-005-024-01～ 16）
、

意味で地の利を生かせる立場にある。その点では、地元でな

よい写真かどうかはおき民俗行事としての側面に焦点をあて、

い一カメラマンの立場の中俣が不利なのは明らかといえる。

なるべくどういう行事かを分かりやすくするために、写される
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町地方の江道、猿倉で、栗や柿などがことしもよく実る
ようにと成り木ぜめの行事を行う」
（中俣 ,1977,28）も
のである。
中 俣 の 写 し 方 は（1961.1.15 江 道 NM-P-005024-01 ～ 16）
、よい写真かどうかはおき民俗行事とし
ての側面に焦点をあて、なるべくどういう行事かを分か
りやすくする ために、写される映像の意味をなるべく
そぎ落とし、分解して記号化する。つまり、
「木の横槌」
なら「木の横槌」と分かるようにそれだけを大写しにし
て、他の写真と組み合わせてわかる構成である。

NM-P-005-024-01

NM-P-005-024-14

NM-P-005-024-16

映像の意味をなるべくそぎ落とし、分解して記号化する。つま

年の運勢が占われる。火が燃えつきると、見物人たちはわれ

り、
「木の横槌」なら「木の横槌」と分かるようにそれだけを

先にとワラ炭を手にとり、雪と混ぜ合わせてスミをつくり、お

大写しにして、他の写真と組み合わせてわかる構成である。

めでとうと挨拶しながら、誰でもかまわずぬりつけて歩くの

それに対して、山内は（1969.1.15 江 道 1455 ～ 1464）、カ

で、またたくうちにみんなの顔は真黒になってしまう。このあ

ラー写真できれいだが、必ずしも1 枚 1 枚の写真は行事の何を

と、温泉にひたりながら真黒な顔を洗い流し、お互いの無病

写し、後でどう構成するかを意識して、写しているわけではな

息災を祈る。」

い。行事の過程にしたがって、順次撮っている写真といえる。

一方、婿投げは、
「松之山天水越に、三百年も昔から伝承さ

この違いには、当時雑誌などのグラビアの基本であった組

れてきたムコ投げ行事は、一月十七日の朝に行われていたが、

み写真の方法、写真を組み合わせてストーリー性を持ち込む

近年湯本温泉の行事として十五日に行われている。此の地方

ことを理解しているかどうかの違いがある。これは地域という

ではヤブ入りの十六日に、天水越から嫁を迎えたムコが、夫

枠組みを越えたとき、一般化することができる解釈コードを

婦そろって嫁の実家を訪れるならわしである。その翌日、村

用意できているかどうかという問題でもある。

の青年たちが大ぜいやってきて、花ムコをかつぎ上げて村は

（Ｄ）松之山湯本のスミぬり行事と
松之山天水越（あまみずこし）
のムコ投げ
ここで、全国的に有名な祭りで、雑誌などに載りやすい松
之山のスミ塗り行事と婿投げを例にして、2 人の違いをみて
みよう。

ずれの山にある観音堂につれてゆく。ここで、花ムコ、花嫁へ
のお祝いの乾杯が終わるやいなや、ムコさんを胴上げにし、
数メートルもある崖下の雪の上に投げるという荒っぽ い風
習。」
（ 中俣 ,19 77, 3 6 ～ 3 8）
比べてみると、中俣写真は（19 57.1.15 松之山湯本 NMP-057-040,041 062-003,018）、自ら行事に参加しつつも、写

松之山町湯本温泉地方では、毎年 1月15日にスミ塗りとい

す時には意識下ではスミ塗り行事を分解（分節化）
して構成

う行事が行われる。
「正月に飾られたシメ飾りや門松、神様の

化していることが分かる。ある種のストーリー性をもって行事

勧請札などを集めて高い塔をつくり、薬師堂に参拝ののち、

を分解して写すことで、この行事がもつゆっくりした間合いが

お神酒がくみかわされ、それが終ると古式にのっとりホラ貝

想像することができ、写真と写真の間にユーモアや笑いが

を合図に火打ち石で火をつける。」塔の「火勢によってその

ほの見えてくることになる。また、火付けから風呂までという ▶
にいがた 地域映像アーカイブ
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NM-P-062-006-17

松 之 山 スミ 塗 り 行 事

NM-P-057-040-02

NM-P-062-003-05

松 之 山 天 水 越 のムコ投げ

NM-P-062-018-02

▶ 行事全体の取材も手抜かりがなく、この祭りを知らない全国

NM-P-062-018-04

というより、人びとと一緒に、塔に火がつけられその火勢で興

の人びとに分かってもらえるように、構成しなければならな

奮しながら、行事のあり様を活写している写真になっている。

い雑誌の編集者にとって助かる写真にもなっている。

こちらは 雑誌というマス・メディアに載せるという意識が 稀

地域の範囲を「県」という枠組みで考えることは、そのまま

薄な写し方といってよい。

他の県を含めた日本全国との関係性をつくる、考えることでも

次に 2人のムコ投げの写真を見比べると、明らかにカメラの

ある。中俣の県での職務が観光課であったことは、そのまま

ポジションが違うことが分かる。中俣はムコ投げをする人たち

彼の写真の方向性を決定づけてもいる。

と一緒に同行して、その場所から撮影をしている。ある面でい

一方で、山内写真（年不明 松之山湯本 11598 ～11632,5112

えば、中俣は、祭りの実行者と同じ気持ちに立とうとしている

～ 5115）も行事に参加して写しているが、自らを客観化する

とも言える。多分、中俣の写真が撮られた1957年はまだ写真
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松 之 山 スミ 塗 り 行 事

02-00011612

05-00005115

松 之 山 天 水 越 のムコ投げ

03-00011630

を撮る人数が少なかったことが、こうしたポジションを可能に
したと思われる。
山内の写真はカラーということもあり、1970 年代の最初の
頃に写されたものかと推測されるが、山内のポジションは客

06-00005113

している。

（Ｅ）中俣「雪中のお彼岸行事」と山内「会社」
ここで、マス・メディアである雑誌に載りにくい題材では、

観的に外からこの行事を撮るという形になっている。テレビ

どう違ってくるかを見てみよう。この場合、写す時に意識が変

での放映があり、撮る場所に制約があり、ムコ投げの人と一

わるのは中俣の方である。

緒に同行することは許されなくなった。誰もが写真を撮るよ
うになり、こうした有名な行事の撮影に規制がかかり、ある程
度自由に撮るには、事前の許可が必要となってきたことも示

この中俣の写真は（1981.3.17 津南町上野 雪中のお彼
岸行事 NM-P-062-019 ～ 024）、雪中のお彼岸行事を撮 ▶
にいがた 地域映像アーカイブ
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▶ 影したものである。墓が雪で埋まっているために、雪で墓

を作ってお参りをするという行事であるが、雑誌に載りに

こうした共通性は、山内の写真にも見て取れる。ここでは、
製糸工場と郵便局という会社の写真を見てみよう。

くい題材である。つまり、画にしにくく構成しても劇的な
変化が少ない題材であり、中俣は通常の組み写真と違っ

1948 年頃

て、緩い画づくりをしている。雑誌のグラビアを意識する
ことより、写される人たちに後で写真を送る時のことを考

十日町製糸工場妻有社前に立つ工場長
1949 年頃

え、素直に集合記念写真を撮影している。
（ いつものこと
だが、中俣は写した後、住所を聞き、必ず写された人に写

1949 年頃
1949 年頃
1951 年
1951 年

NM-P-062-019-35
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872

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）
873

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）
電報の送受信

雪 中のお 彼 岸 行 事

871

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）

電報の送受信
1951年

870

本町 6 丁目1十日町製糸工場

十日町郵便局長

ことの表明でもある。それは、
「私が表現するのではなく、
写される人びとが表現する」ということである。

本町 6 丁目1十日町製糸工場

織物生産工程・整経

写される地域が、人びとが主体となることは自明のことで
あった。それは、自分も地域のコミュニティの一員である

866 ～ 869

織物生産工程・揚げ返し

写される人びと、相手に渡している。中俣にとって、新潟と
いう地域で撮り続けることを選択したとき、撮る主体より、

本町 6 丁目1十日町製糸工場
織物生産工程・織糸

真を送っている）つまり、ここでは、写す側より写される側
の方の気持ちを重視し、主導 権を写す自分にではなく、

本町 6 丁目1十日町製糸工場

中俣写真

NM-P-062-020-18

873 ～ 874

865

「会社 」

郵便局

1951年
1951年
1951年

山内写真

00000874

製糸 工場

00000870

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）

る。しかし、こうした微細な違いが、県と町という空間の違い

郵便局内の仕事風景

を表象し、2人の立場の違いを表すものでもあった。映像の

875 ～ 876

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）

違いは、そのまま関係性の違いであり、生き方の違いでもあっ

郵便スタンプを打つ郵便局員

た。 ■

877

駅通り旧十日町郵便局（旧孫六商店）
電話交換業務

878 ～ 879

山内が、地元の写真館として、こうした会社内の映像を頼
まれて宣伝や記念のために写すことは当然ともいえる。しか
し、この関係性には単なる営業的な関係だけでなく、常日頃
のコミュニティ内での信頼関係がある。重要なのは、マス・
メディアの表現のように誰でもが分かるように一般化して写す
ことではなく、その現場で生きている人びとの思いや感じ方
を大切にすることにある。それが信頼の源泉であり、そのため
にそうした地域性から離れた時に分かりにくくなること、すな

【注】
（1）年は、街頭に貼られていた映画『続々大番』
（原作・獅子文六、監督・
千葉泰樹、主演・加藤大介）のポスターから判断した。
【引用文献】
中俣正義 1977『雪国と暮らし―フォークロアの眼２―』国書刊行会
中俣正義 1979『越後路の四季いまむかし』旭光社

わちヴァナキュラーな要素がふえることはやむ得ないことと
なる。
中俣と山内との親交と友情は、お互いの立場の違いを理
解し、さらにお互いに補いあうことで、映像を人びとのもとへ
役立てようとするものであった。それは、外の目から見えにく

中俣正義・山内与喜男二人展
～ 十日町・むらとまちの暮らし
2014 年 8 月16 日（土）−24 日（日）
十日町情報館ギャラリー

い、一見するとほとんど違いのないような微 細なことにみえ
にいがた 地域映像アーカイブ
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