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NHKは，戦争体験者に自身の体験を絵に描いてもらう「戦争体験画」募集のプロジェクトを，1970 年代から，
広島，長崎，沖縄，札幌の各放送局で，計 6回実施し，計4,900 枚余りの絵を集めてきた。これらを，戦争を
題材にした「戦争画」と呼ばれる他の絵画と比較すると，日時，場所，状況説明といった言語による付加情報が
現実世界の固有のどこかを指している点で，被爆を描いた絵画として著名な《原爆の図》とは異なることがわかる。
また，第2次世界大戦で軍の委嘱を受けた画家が描いた「作戦記録画」や，過去の出来事をアニメーションで再
現する「アニメーション・ドキュメンタリー」などと比較すると，描き手がその出来事に立ち会っているという点で
戦争体験画は異なる。言語学には，実際に見た事柄をそうでないものと区別して表現する「証拠性」という文法
カテゴリーがあり，戦争体験画もこの証拠性にあたるものを有していると考えられる。放送局は，取材によってこ
うした絵に付加情報を与えるという役割を担ってきた。テレビは，限られた映像を繰り返し使うことで画一的な戦
争のイメージを伝えてきたが，戦争の多様な側面を視覚的に伝えられる点で戦争体験画は貴重である。絵は，あ
らかじめ撮影しようと思ってカメラを向けておくことが不可能な対象も描くことができる点で優位性があり，カメラ
付きのスマホなどが普及した現代においても可能性を有する手段だと考えられる。

1. はじめに～戦後 75 年の年に

2018年夏，NHK札幌放送局は，第2次世
界大戦中の樺太（今のサハリン）や千島列島な
どでの戦争体験の絵を募集する，『樺太・千島
戦争体験の絵』というプロジェクトを実施した。
戦争体験者に当時の体験を絵に描いてもらい，
それをテレビで放送することで，次世代に伝え
ていこうという趣旨のものだ。寄せられた絵は
100枚を超えた。

戦争体験を描いた絵を放送局が募集し，放
送で伝えるという事業は，1974年にNHK広
島局が募集した『原爆の絵』に始まる。同様の
プロジェクトは放送局以外でも実施されるが，
NHKでは2000年以降に複数の地方局が実施
してきた。こうした絵は，2019年の広島平和
記念資料館の大規模なリニューアルの際の展
示の柱の一つになるなど 2），その資料的価値と

公共的側面に改めて光が当てられている。
こうした戦争体験を描いた絵は，カメラが

普及する前の，人々の戦争体験を今に伝えると
いう意味で，貴重な記録資料である。しかし，
出来事が写真や動画で記録されるのが当たり
前になった今，絵は「創作物」と受け取られ，
記録性が低いものとも感じられる。

戦争を描いた絵には，戦時中にプロの画家
が描いた「作戦記録画」と呼ばれる作品群や，
戦後に作られた絵画作品やアニメーションなど
もある。それらと戦争体験の絵は，同じ「絵」
として位置づけてよいのだろうか。逆に，写真
や映像との共通点はないのだろうか。そして，
誰もが撮影機能のついたスマートフォンなどを
持ち歩く今，こうした絵は写真や動画に取って
代わられ，描く必要性はなくなったと言えるの
だろうか。こうしてみると，戦争体験の絵には，
未整理の課題が多いように見える。

「戦争体験画」とは何か
～戦争画などとの比較から考える～

メディア研究部   井上裕之 1） 
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終戦から75年となる2020年，こうした動き
を本稿で整理する。まず，このように戦争体験
者が自らの戦争体験を描いた絵を「戦争体験
画」と呼びたい 3）。そして断続的に各地で実施
されてきた戦争体験画募集のプロジェクトを，
放送局関係のものを中心に整理
し，他の絵画とどう区別して我々
はそれを見ているのか，比較し
ながら位置づけを明らかにした
い 4）。そして，戦争体験画が持
つ現代的な意味とその可能性に
ついても論じていきたい。なお，
本稿で引用した絵の多くは，原
画がカラーである。

2.これまでの
   戦争体験画プロジェクト

2-1  NHKの
   戦争体験画プロジェクト
NHKではこれまで，6つの戦

争体験画のプロジェクトを実施
してきた（表）。寄せられた絵は
合計で4,916 枚に上る計算にな
り，どの局もニュースや番組で
絵を紹介してきた。これらの概

要を1つずつ見ていきたい。

（1）広島局（1974～75年）のプロジェクト

NHKで 最初に行われたプロジェクトは，
1974 ～ 75 年に広島局 6）で実施したものであ

表　NHK が実施した戦争体験画プロジェクト 5）

実施年 プロジェクト名 局名 共催 応募数 絵の保存先

1974～75 市民の手で原爆の絵を 広島局 2,225 広島平和記念資料館

1974～75 （市民の手で原爆の絵を） 長崎局 355 長崎原爆資料館

2002 被爆者が描く原爆の絵 広島局 広島市，広島平和記念資料館，中国新
聞社 1,338 広島平和記念資料館

2002 被爆者が描く原爆の絵 長崎局 長崎市，財団法人長崎平和推進協会，
長崎新聞社 341 長崎原爆資料館

2004～06 体験者が描く沖縄戦の絵 沖縄局 沖縄県平和祈念資料館 547 沖縄県平和祈念資料館

2018 樺太・千島戦争体験の絵 札幌局 （後援：全国樺太連盟，千島歯舞諸島
居住者連盟，北海道大学） 110 北海道大学スラブ・ユーラシア

研究センター

【絵 1-1】小林岩吉さん
「水を求める土手の無数の人々 肉親を探す舟，倒れた朝鮮人他」

広島平和記念資料館蔵

【絵 1-2】上の絵 一部拡大
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る。当時NHKで放送中だった連続テレ
ビ小説『鳩子の海』7）を見て，原爆体験
を思い起こしたという小林岩吉さんから，
1枚の絵【絵1-1】が局に届けられたのが
きっかけだった 8）。

この絵は広島の万代橋周辺の光景を描
いたもので，一見，ペンで淡 と々描いた
絵に見えるが，けがややけどをした大勢
の裸の人【絵1-2】，橋の上で死んでいる
人，舟の上から声を上げて必死に肉親を
さがす人など，8月6日の被爆直後の凄絶
な光景が細かく描き込まれている。自身
も被爆した小林さんが，行方不明の国民
学校3年生の息子（のちに死亡を確認）をさが
しているときに見た光景だった。

この絵をローカル放送で伝えたことをきっか
けに，広島局には多くの絵が寄せられ始め，
局側も「市民の手で原爆の絵を残そう」という
呼びかけを放送で始めた 9）。2 年間で2,000 枚
以上の絵が集まり，番組化して全国放送もさ
れた 10）。絵は現在，広島平和記念資料館に
所蔵されている。

（2）長崎局（1974～75 年）のプロジェクト

広島局と同時期に，長崎局でも「市民の手で
原爆の絵を」という名前で募集を行っている11）。
寄せられた355枚の絵が，長崎原爆資料館に
寄贈された。広島局と連動した動きと見られる
が 12），まとまった資料や記録がなく，詳細は
今後の調査の課題である。

（3）広島局（2002年）のプロジェクト

広島局では，2002年にも原爆の絵を募集し
た。長崎局と同時期に実施され，広島側は広
島市，広島平和記念資料館，中国新聞社とと

もに募集を行った。4 ～ 7月に新たに1,300枚
余りの絵が寄せられた 13）。

その中の1枚の【絵2】は，黒焦げの女性が
幼子に覆い被さるようにして死んでいた，母子
の姿である。絵を描いた安原義治さんは，こ
の2人は自分の母と妹だったのではないかと
思っている。見つけたとき顔を見て確認しな
かったことを悔やんでいるという思いを，広島
局はテレビ番組で絵とともに伝えた 14）。同番組
では，同じ場所でこの絵と同様の光景を描い
た絵が数枚寄せられていることを伝え，複数
の絵によって出来事をより客観的に浮かび上が
らせるという構成をとった。

（4）長崎局（2002年）のプロジェクト

広島と同時期に実施された2002年の長崎
局のプロジェクトは，長崎市，長崎平和推進
協会，長崎新聞社とともに募集を行った。4 ～
7月に300枚余りが寄せられた 15）。長崎局は，
特番で1回，ニュース番組で5回にわたって絵
を紹介した。
【絵3】は，吉山裕子さんが描いた浦上川で

【絵 2】安原義治さん「広島中央放送局前の母と子」

広島平和記念資料館蔵
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見た惨状である。どこを見ても焼けただれた
人ばかりで，学徒隊の男子が「水を!」「助け
て!」「母ちゃん!」と叫ぶ声が忘れられないと
吉山さんは話している。あまりにかわいそうで，
全身焼けただれた人たちの顔だけは描けな
かったという。絵にするのをずっと拒んできた
が，年をとって後世に伝えなければと考えるよ
うになり，描くことにしたという気持ちを，長
崎局はテレビのローカル放送の特番で絵ととも
に伝えた 16）。

（5）沖縄局（2004～06 年）の
   プロジェクト

沖縄局のプロジェクトは，沖縄戦で
は米軍側が撮影したフィルムや写真が
多数あるが，住民側から見た光景は記
録に残っていないことから，「沖縄戦の
記憶を視覚的な記録に」というねらいで
実施された。沖縄県平和祈念資料館と
の共催の形がとられ，2004 年に募集を
開始。2005 年 4月から2006 年3月まで
の平日のローカルニュースで，毎日絵を
紹介するなど，長期の実施となった 17）。

絵には住民の見た地上戦の光景が描
かれていた。「家族の悲劇」【絵4】は，家族が
沖縄本島の中部から南部へ避難したところで
砲弾に見舞われた様子が描かれている。描い
た豊永スミ子さんはここで，父親と幼い弟を亡
くした。絵では，砲弾の破片が当たって命を
落とす父親に，作者本人（左上）がすがりつい
ている。

毎日のニュース放送で認知が高まるにつれ
多くの絵が届くようになり，最終的に500 枚以
上集まった。番組化もして，ローカル放送や全

国放送で伝えた 18）。絵は沖縄県平和祈
念資料館に寄贈され，現在，同資料館
が所蔵している。

（6）札幌局（2018 年）のプロジェクト

札幌でのプロジェクトは，樺太や千島
といった場所を舞台とする体験画の収集
で，札幌局が実施主体となった。集まっ
た絵は110点になり，それらは北海道大
学に寄贈された。
【絵5】は，終戦直後，ソビエト軍が

侵攻してくる国後島から決死の脱出を

【絵 3】吉山裕子さんが描いた浦上川の惨状

【絵 4】　豊永スミ子さん「家族の悲劇」

長崎原爆資料館蔵

沖縄県平和祈念資料館蔵
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図った榎信雄さんが描いた。家族9人が乗って
根室を目指した船は，しけのため夜の海で転
覆。榎さんは一命を取り留めたものの，翌朝，
10歳の妹と，5歳と3歳の弟の3人が浜辺で遺
体で見つかった。3人を埋葬した国後島の浜辺
には，戦後，近づくことができず，見た光景
を絵にすることで供養したいと榎さんは話して
いる。

夕方の北海道内向けのニュースで10回のリ
ポートを放送し，ネットでも伝えた 19）。

2-2  NHK以外の主なプロジェクト
NHK以外の戦争体験画収集は，空襲を受

けた都市などで行われた事例がある。
大阪では，広島での体験画収集の取り組み

の影響もあり，「大阪大空襲の体験を語る会」
が中心となって1981年に呼びかけを開始し，
約300枚が集まった（会員向けには前年から呼
びかけがあったが，81年から会員以外にも開
始された）20）。絵の多くは大阪国際平和センター

（ピースおおさか）に寄贈されている。
静岡では「静岡市平和を考える市民の会」

（当時）が1983年に募集を呼びかけ，100
枚を超える絵が寄せられ，画集も発刊さ
れている。

東京では，墨田区のすみだ郷土文化資
料館が2003年に東京空襲の体験画の募
集を始めた。300枚以上の絵が集まり，こ
れまでに約10回にわたって資料館で展示
されている21）。

 3. 戦争体験画の位置づけ

戦争体験画は，一般には戦争を記録す
る「証言」22）と同じようなものとして扱われ

る。一方で，絵画であるため「創作物」，ある
いは「戦争画」の一種としても見られる。

一口に戦争画といっても，その範囲は広い。
辞書には「戦争を主題にした絵画。ピカソの

『ゲルニカ』に代表される反戦絵画，国策に協
力し戦意高揚のために描かれた絵画，事実の
記録としての歴史画など。」（『大辞林 第 4版』）
などとある。日本に絞っても，鎌倉時代の『蒙
古襲来絵

え

詞
ことば

』23）から，昨今の漫画作品まで，
多種多様な絵が含まれる。そこで本稿では，
同じ第2次大戦を扱った戦争画と比較しなが
らその特徴と位置づけを探りたい。

3-1  付加情報
ここでは，戦争体験画に付される「日時」「場

所」等の，言語による「付加情報」に着目した
い。以下，広島や沖縄のものを中心に見ていく。

（1）固有の「日時」「場所」「状況説明」

広島の1974 年と2002 年の戦争体験画を掲
載した『図録 原爆の絵』（広島平和記念資料
館編2007）には，「凡例」（p7）として，「①絵

【絵 5】榎信雄さんが描いた遺体となった妹と 2 人の弟の絵

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター蔵
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のタイトル」「②作者のことば」「③絵に描かれ
た情景の日時」「④爆心地からの距離／絵に
描かれた場所」「⑤作者氏名（被爆当時の年
齢▶絵を描いたときの年齢）」などが設けられ
ている。

また，「『絵のタイトル』は，作者のことばを
もとに付した」（p6）とあり，主催者側がつけた
ことがわかる24）。「作者のことば」は，絵の中
の状況を文章で説明したものが多いが，「絵中
の文章や添付されていた説明をもとに編集し
た」（p6）とある25）。

沖縄の図録（NHK沖縄放送局編2006）で
も，絵には「タイトル」「作者名」「当時の年齢」

「絵に描かれた場所」が付され，絵の説明文の
中に「日時」や「作者の発言内容」が掲載され
ている。広島とほぼ同様の付加情報が，戦争
体験画に添えられていると言える。
「いつ」「どこで」などの情報は，マスメディ

アの報道文では「5W1H」と呼ばれ，出来事
を伝える際の最も基本的な情報として重視さ
れる。これらは，私たちが暮らすこの現実世
界の，時間的・空間的に固有のどこかを言語
で指し示す役割を持つ。そして，出来事が現
実に起きたか否かを検証するのに必要な最低
限の情報を受け手に提供する。

つまり，これらの情報の提示は，ここで示
す出来事はノンフィクションで，かつ誰もが検
証可能なものとして，公共の空間で「世に問う」
態度を表していると言える。それらの情報は，
ニュースでも戦争体験画でも同じ役割を果た
し，放送局などの側が，一律に付す姿勢を持っ
ていると言える（後段で述べる）。すべての絵
につけられるわけではないが，その傾向があ
ると言えるだろう26）。

（2）固有の「人物」

絵の作者の家族や知り合いなど，固有の人
物が描かれることが多いのも特徴であろう。
見ず知らずの人の遺体などを描いた絵ももち
ろん多いが，固有の人物，それも個人的な関
係にある人物が描かれることも多い。例えば，

【絵 4】や【絵 5】には，作者の家族が描かれ，
その説明が言語で加えられる。これは，戦争
体験画がその人の「体験」を描くという点か
ら，必然的に生じる傾向であるが，匿名の人
物ではなく，1人1人に名前がある固有の人物
が描かれる点も戦争体験画の特徴と言えるの
ではないか。

3-2  《原爆の図》との比較 
これらをふまえ，ここで，被爆を描いた絵

画として著名な《原爆の図》と比較してみたい。
《原爆の図》とは，水墨画家の丸木位

い り

里（1901
～95）と，油彩画家の丸木俊

とし

（1912～2000）夫
妻が30年以上をかけて共同で制作した。「幽
霊」「火」「水」など15部からなる連作で，丸木
夫妻が原爆投下後の広島の惨状を目の当たり
にして，被爆した人 を々描き始めたとされる。

丸木夫妻は，原爆を「直接」体験したわけ
ではなく，広島に入ったのは，位里は数日後，
俊はさらにそれより遅い 27）。また，《原爆の図》
に，そのときに見た風景をそのまま描いてい
るわけではなく28），人物デッサンや原爆に関す
る資料や情報などをふまえて作品を制作して
いる。描かれている時間や場所も，ある固有
の時間と場所を指しているわけではなく，描
かれた人 も々，固有の人物を指さず，群像とし
て描かれている29）。例えば，【絵6】は《原爆
の図》の「水」の中の，母子を描いた部分で
あるが，絵に特定の時間や場所が示されてい



80 MARCH 2020

るわけではなく，母子も誰であるかは示され
ない 30）。
《原爆の図》に，被爆のさまざまな実相が反

映されていることは疑いようもない。他方，戦
争体験画にしても，部分的には写真などを参
考にして描くことも考えられ，両者の境界は必
ずしも明瞭ではない。しかし，日時や場所，
そしてときに固有の人物を示し，現実世界の
どこかを指し示す形で提示されるという点で，
戦争体験画は《原爆の図》と
異なる。

3-3  「作戦記録画」との
   比較

「作戦記録画」とは，第2
次大戦中，日本の陸海軍の
委嘱を受けた派遣画家によっ
て描かれた作品で，多くは大
型の油絵である 31）。中村研一

《コタ・バル》（1942）【絵7】，
宮本三郎《山下，パーシバル

両司令官会見図》（1942），鶴田吾郎
《神兵パレンバンに降下す》（1942），藤
田嗣治《アッツ島玉砕》（1943）などが
著名である。

作戦記録画が取り上げるのは「重要な
軍事的主題のクライマックスの場面」（河
田明久2014）で，「一定以上の写実性が
欠かせない」（同上）とされている。例え
ば【絵 7】には，鉄条網を突破しようとす
る兵士たちが緻密に描写され，躍動する
勇ましい日本兵の姿が表現されている。

これらが，戦時中に軍の依頼のもと，
戦意高揚の目的で描かれた絵と考えれ
ば，戦後，被災状況を中心に描いた戦

争体験画とは，テーマや描く対象などが大きく
異なることは容易に指摘できる。しかし，派
遣された画家が現地でその作戦を見て，それ
をもとに描いたとすれば，作戦記録画と戦争
体験画は似た側面を持つ。描かれた作戦には
実行された日時や場所が存在し，絵はそれを
指し示している。固有の人物についても例えば

《山下，パーシバル両司令官会見図》などには
実在の司令官が登場する。

【絵 7】中村研一《コタ・バル》（1942）

東京国立近代美術館蔵

【絵 6】丸木位里・俊《原爆の図 第 3 部「水」》（1950）部分

原爆の図丸木美術館蔵
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しかし，作戦記録画には，描き手がその作戦
に立ち会っていない絵が多い。例えば【絵 7】
は，作者が現地に派遣されたのは作戦実施の
半年後のことである 32）。《山下，パーシバル両
司令官会見図》は報道写真に基づいて描かれ
ているとされ，さらに《アッツ島玉砕》に至って
は，現地を訪れることなく描かれた。作戦記
録画とは，その作戦を現認すること以上に，迫
力をもってわかりやすく再現することに重きが
置かれたと言えるのではないだろうか 33）。

また，作戦記録画は，プロの画家が絵を描
く目的で現地を訪れ，テーマに沿って自身の
力量を注ぎ込んで「作品」として発表するもの
で，作品としてのタイトルもつけられる。《コタ・
バル》とは，日本軍が太平洋戦争開戦当日，
マレー半島に敵前上陸した際の著名な地名で
あったし，その他の作品もタイトルに記された
作戦の内容が絵に表現されている。絵も，言
語的な説明を必要としないわかりやすさを備え
ている。

一方，戦争体験画で描かれるのは，その名
前のとおり，自身の体験が前提である。描き
手のほとんどは，絵筆も握ったことがないよう
な人々で，絵も必ずしもわかりやすくなく，し
ばしば【絵1-1】のように言語で説明が添えられ
る 34）。また，戦争体験画には，もともとタイト
ルがないものが多い。先述の広島の図録でも，
絵のタイトルは資料館側が図録のために作った
ものがほとんどで，同館の平和データベースで
は，絵のタイトルは付されていない。戦争体験
画は，展示・鑑賞が前提の「美術作品」の体
裁を整えておらず，「絵」というより「体験した
こと」の領域に存在するように見える。作戦記
録画と比べた場合，絵の迫力や作品としての出
来栄えよりも，絵で指し示した名状しがたい現

実の出来事のほうに重きが置かれている。そ
れは，個々の人生に選択の余地なく強いられ，
かつ，なかったことにはできないものとしてあ
り続ける体験だからであろう。

3-4  「アニメーション・ドキュメンタリー」
　　 との比較

アニメ映画の『火垂るの墓』（1988）や『この
世界の片隅に』（2016）など，戦争を扱った著
名なアニメーション作品があるが，アニメの作
品群の中には，ドキュメンタリーの要素を備え
た「アニメーション・ドキュメンタリー」などと
呼ばれるジャンルが現れている 35）。映像はアニ
メーションだが，ドキュメンタリーとして扱われ
ている。静止画ではなく動画のジャンルになる
が，これとも比較しておきたい 36）。

通常，実写映像が使用されるドキュメンタ
リーに，アニメーションが用いられることに違
和感を覚える人もいるだろう。しかし，例えば
過去の出来事や，立ち入りできないエリアでの
出来事など，実写できない内容について，ア
ニメーションで再現する作品は，国内外に多く
存在する。アニメーション映像に，証言インタ
ビューや，記録に基づいたナレーションをかぶ
せることで，それがドキュメンタリーであること
を担保させるなどの手法がとられている。

例えば，『NHKスペシャル アニメドキュメン
ト「あの日，僕らは戦場で～少年兵の告白～」』

【絵8】は，沖縄戦の際に存在した少年兵で構
成されるゲリラ部隊「護

ご

郷
きょう

隊
た い

」の実像を，証
言に基づいて描いた番組である。元少年兵へ
のインタビューなど，現在の動きは実写で，戦
時中の戦闘などはアニメーションで伝え，両者
が交互に現れる形で番組は進行する。ナレー
ションにも「映像が残されていない沖縄の護郷
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隊の少年兵の実態を，証言をもとにアニメで再
現した」という説明が入り，アニメーション・ド
キュメンタリーに属すると言える。

このアニメは，インタビューをした人物など，
実在の人物が数多く実名で登場する。描かれ
ているのも実際の出来事であるため，映像が
表す「日時」や「場所」は，（番組では詳しく示
されないが）存在することになる。こう見ると，
動画ではあるが，戦争体験画と共通項がある
ことがわかる。

異なる点は，アニメで指し示された日時・場
所に，アニメの描き手が立ち会っていない，と
いうことである。アニメの描き手は，非戦争
体験者で，証言を聞いて絵を作成する。一方，
戦争体験画は，基本的には本人が体験したこ
とを描く（必ずしもそうでない事例は終章で触
れる）。当該の出来事に立ち会っていなけれ
ば，戦争体験画は描けない。

3-5  写真との類似点
この「立ち会い」が必須要件になる点に注目

すると，戦争体験画はむしろ写真に近い。言
語を伝達手段に用いる場合は，伝聞でも対象
を表現できる。絵画にも（作戦記録画などのよ

うに）同様の側面がある。しかし，写真
や映像で出来事を伝えるカメラマンと，
戦争体験画の描き手は，ともに現場に
居合わせなければ表現できないという特
徴を持つ。

そこで，撮られた写真や映像が，ど
の現実を切り取ってきたのかを確約する
のが付加情報である。「写真は，そも
そも忠実な記録の求めに応じて生まれ」

（名取洋之助1963）たものだが，付加情
報を偽って使えば，今であればフェイク

ニュースにも利用される 37）。このため，新聞な
どの報道写真では，撮影日時，場所，状況説
明，撮影者などが添えられる。戦争体験画に
添えられる付加情報はこれと同じ役割を持っ
ていると言える。

3-6  証拠性（エビデンシャリティー）
こうした「立ち会い」について，言語学の知

見を用いて考えてみたい。言語学には，実際
に見たことなどを言い分ける「証拠性（エビデ
ンシャリティー）」と呼ばれる文法的な概念があ
る。『日本語大事典（上）』（佐藤武義ほか編）
には以下のように説明されている。

証拠性 evidentiality　

話し手が伝える情報がどのような手段で入手
されたかを明示する文法的なカテゴリー。北
米・南米の諸言語に典型的な形で見られる
が，言語の系統に関係なく，世界の各地で
確認されている。表し分けられる情報源に
は，視覚（目撃），視覚以外の知覚，推定，
想定，伝聞，引用などがある。（宮崎和人
2014）

【絵 8】『NHK スペシャル アニメドキュメント
「あの日，僕らは戦場で～少年兵の告白～」』（2015）
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つまり，実際に見た事柄（あるいは聞いた事
柄）は，そうでないものと，文法的に異なる形
で表現する言語現象が，世界の各地で確認さ
れているのである。日本語では，現代標準語
より，方言や古代語の助動詞の部分に明示的
に多く残っているとされる。例えば，沖縄の
首里方言には西日本方言の「シヨッタ」にあた
る形式が目撃性を明示することが報告されて
いる 38）。宮城県登

と め

米市中
なか

田
だ

町方言にも，2つ
ある過去形のうちの1つに，話し手の体験（目
撃）性を明示するものがあることが報告されて
いる。例えば「シタ」に対する「シタッタ」など
がそれにあたる。古代語では，「り」「たり」に
目撃性があることが報告されている。

松本泰丈（1996）は，奄美大島方言の「シヲ
リ」形，「シタリ」形，「シテアル」相当形などに

「メノマエ性」があるとし，メノマエ性について
次のように定義している。「さまざまなすがたで，
ココに，イマ，アクチュアルにあらわれている
デキゴトと，それをハナシテが目撃しているこ
とを，ある文法的なかたちに表現してつたえて
いるとき，そこにいいあらわされている意味的
な内容をメノマエ性といっておく」（p77）。

こうした言語の話者は，出来事を伝える際，
自分が見たり体験したりしたかどうかで，表現
を変える。重要なのは，日常的にその違いを
認識し，表現を選択している点である。見たか
どうかで「～した。」か「～しよった。」か，ある
いは「～した。」か「～したった。」かを日常的に
使い分けるということは，その違いが，認知
のしかたや情報の意味に違いをもたらしてい
るからだろう39）。

戦争体験画は，しばしば写真や映像より記
録性に劣るとされる。しかし，絵を伝達の媒
体と考えれば，証拠性（目撃性）にあたるもの

を有し，他と区別されるべき絵となる。その区
別は，言語であれ絵であれ，情報の受け手に
とっては「それは実際に見たことなのか？」とい
う疑問に答えてくれることにつながるのである。

3-7  主催者側の役割
戦争体験画に，日時や場所などの付加情報

が添えられるのは，プロジェクトの主催者であ
る放送局などの意図も関係している。付加情
報は，体験者にとっては個人的なものなので，
ふだん，ことさら言語化する必要はない。し
かし，絵を第三者に伝える放送局は，ニュース
同様，それらが必要となる。

このため主催者側は，取材や聞き取りを通し
て，情報の付加に力を注ぐ。それは，個人的
な体験を，他者と共有できる社会的な出来事
として公共の場で伝えるために必要な情報整
理の作業である。絵が届いたあと，放送局の
仕事は，取材・聞き取りに重きが置かれる。

取材者（聞き取り担当者）は，付加情報をよ
り確かなものにするため，出来事の内容を詳し
く聞く。それを当時はどう受け止めたのか，今
はどう思っているのかなども尋ねる 40）。絵には，
通常では想像できないようなことが反映されて
いることがある。それに気づくかどうかも取材
者次第である 41）。

人間の死が関わる内容などに立ち入ったと
き，体験者の口は重い。ただし，取材者と体
験者の間には体験画があり，それが問いを発
するきっかけになる。このとき，絵は，取材者
と体験者のやりとりを可能にする媒体となる。
このやりとりを経て，絵に付加情報が添えら
れ，1つの輪郭が与えられてゆく。それを考え
ると，絵には体験者と取材者の共同作業の部
分も必ずあり，その要素と責任は大きい。
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そもそも，募集という呼びかけ自体が，大き
な「問いかけ」だとも言える。それがなければ，
この世に存在することのなかった戦争体験画
は少なからずあるだろう。当人の脳裏にしかな
いがゆえに，世の中からは「不在」とされてき
た出来事が，募集という「問いかけ」によって
顕在化する。「不在を顕在化させる問い」であっ
たと考えたとき，体験画の募集は，射程が長
く公共性の高いプロジェクトであったと言える
のではないか。

また，これらを行ってきたのはみな地域局だ
が，地域局の取材者は当該地域をよく知ってお
り，それは視聴者も同じである。つまり，地域
局とその地域の取材者および視聴者は，「絵」
だけでなく「地域」も共有しており，地名を挙
げれば，思い浮かぶ場所がある。「絵」と「地
域」という2つの要素の共有が，このプロジェ
クトを成功させてきたと考える。

そして，絵は今，絵の中に示された場所を
具体的に想起しやすい，各地域の資料館など
に所蔵されている。「取材」の結果は，「放送」
という枠にとどまることなく，地域とつながり
続けることになる。

4. 体験画の可能性

4-1  戦争の映像と戦争体験画
原爆と言えばキノコ雲。沖縄戦と言えば，瓦

屋根の建物の前を次々に突き進む米兵や，震え
る幼い子ども……。テレビは戦争を表現するた
めに，こうした特定の映像を繰り返し使ってき
た。大戦中の映像は限られるため致し方ないこ
とだが，それらによって戦争を画一的なイメー
ジで伝えてきた面もあるだろう。その結果，そ
れらの映像は原爆投下や沖縄戦の記号として

使われ，戦争の持つ多角的な側面や人々の悲
しみを想起させにくくなってきたのではないか。

また，こうした私たちが見知った映像は，そ
の多くが米軍側の撮影したものである。キノコ
雲の映像も，上空の米軍機から撮影したもの
であって，その真下に居合わせた被爆者が見
た光景ではない。つまり私たちは，被爆者が
見た視角とは別の視角で原爆のイメージを共有
しているのである。テレビは，日本側からの視
角が抜け落ちた映像で，戦争を伝えなければ
ならないというジレンマを抱えてきた。

こう考えたときに，戦争体験画というのは，
戦争の多様な側面を視覚的に伝えられる貴重
な存在だと言える。原爆や地上戦，空襲など
の被害が，いかに多様で多面的であったかを，
視覚的に理解させてくれる。

絵を見ることは，体験者との「視野の共有」
でもある。それによって非体験者は，体験記
や証言を読むのとは異なる形で戦争を理解す
る。自発的な問いを作り，絵を指さしながら，
体験者と，あるいは非体験者同士で声を出し
て語り合うこともできる。視野の共有が，戦争
体験の追体験をしやすくさせるのである。

4-2  スマホ時代の体験画の優位性と可能性
カメラ付きのスマートフォンが普及し，いまや

1人1人が常時カメラを携帯する時代である。
誰もが目の前の出来事を気軽に撮影し，記録
できるようになった。カメラが普及していなかっ
た戦時中のように，出来事を絵に描かなけれ
ば記録に残らない時代ではもはやなくなったと
も感じられる。

しかし，それは本当だろうか。戦争体験画
には，肉親の死や，けがをして苦しむ人 ，々助
けられなかった人々が描かれている。こうした
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対象が目の前に現れたとき，私たちはカメラを
向けるだろうか。仮に，大災害に遭ったとき，
私たちは死にゆく家族や苦しむ人々を被写体に
するだろうか。

あるいは，戦争体験画には，戦火で失われ
る前の農作業などの日常を描いた絵もある 42）。
喪失して初めて大切さに気づくこうした光景を，
我々はふだんから撮影しているだろうか。戦争
体験画に描かれた内容は，ある出来事が起き
たり，それを体験したりする瞬間まで，その意
味も価値も，またそれが起きるかどうかそのも
のもわからないものばかりである。つまり，あ
らかじめ，撮影しようと思ってカメラを向けて
おくことが不可能な対象である。写真や動画と
の違いはここにある。こうした光景であっても，
視覚的にとどめることができるという点におい
て，絵は写真よりも優位性があると言える。

私たちは，たくさんの映像に囲まれた時代を
生きている。自分で見た光景を説明する際も，
他人の撮影した映像をネット検索して利用し，
映像記録はどこにでもあると思っている。しか
し，脳裏に焼きついて顕在化しないままの光
景も我々は抱えている。こう考えたとき，体験
画の投げかける意味は大きい。1人1人が個人
的な思い出だとして“死蔵”させたままの光景
に放送局がテーマを与えて顕在化させ，多様
な現実を明らかにするという体験画の手法は，
映像メディアの公共のあり方を考えるうえで，
1つの可能性を示すものではないだろうか。

4-3　今後に向けた課題
本稿は，戦争体験画を情報伝達の媒体とし

てとらえ，論じてきたが，本稿が論じなかった
ことは多々ある。体験画ごとの時代差や地域
差について論じていない。また，体験から絵

の制作までの長い年月の経過による思い違い
の問題についても論じていない。これは，体
験画の抱える検証困難な課題だが，例えば【絵
2】で広島局が試みたような検証ができるよう，
付加情報を公共の空間に示し，世に問うておく
ことが肝要だと言える。

戦争体験画に描き込まれる意味や解釈の部
分，すなわち「記憶」に関わる部分についても
触れていないが，先行研究は多い 43）。体験は，
それを思い出すときに生じる「文脈」にも影響
され，それは同時に絵に奥行きや豊かさを与え
る。その意味で重要なテーマである。

放送局との関係では，取材者との関係につ
いては一部論じたが，ニュースや番組などの放
送がどのように展開されたのか，ローカル放送
や全国放送などの枠の違いも含め，整理してお
くことも必要な作業だろう。

本研究の関心領域で言えば，体験者と体験
画の描き手が異なるケースについて，調査や
整理が必要だろう。自分では手が動かせない
ため，証言を語りながら別の人に体験画を描
いてもらうという例は，テレビでも伝えられて
きた 44）。今後は，本稿で示したアニメーション・
ドキュメンタリーを含め，若い世代といっしょ
に絵を作る取り組みは増えるのではないだろう
か 45）。次世代の人が参加できる新たな取り組
みという点でも，注意深く見てゆく必要がある
と考えられる。

（いのうえ ひろゆき）

注：
 1） 筆者は2004年当時，NHK沖縄放送局のニュー

スデスクとして，本稿でも紹介する「体験者が
描く沖縄戦の絵」プロジェクトを担当した。記
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者，ディレクター，カメラマン，アナウンサー
らと絵を収集し，議論をしながら1年以上にわ
たり取材し放送した。

 2） 参考番組NHK（2019a）では，「今回のリニュー
アルでは，遺品や写真だけでなく，あの日を描
いた原爆の絵も常設展示されることになりまし
た。被爆者の脳裏に焼きついたまま，消えるこ
とのない凄惨な記憶。資料館は，その記憶その
ものも後世に伝えたいと，原爆の絵を展示のも
う1つの柱にしたのです」というナレーション
が入る。

 3） こうした絵は，「原爆の絵」（NHK編1975），「空
襲体験画」（すみだ郷土文化資料館監修2005）
など，いくつか呼び方があるが，本稿では暫定
的にこう呼んでおく。

 4） 本稿は，体験画がなにがしかの現実を指し示そ
うとし，情報を伝えようとする媒体としての側
面に注目する。ある現実（出来事，事柄，体験）
が媒体を通して情報として伝えられるとき，そ
の情報は当該の媒体が有する特性や限界を背負
うが，本稿では伝える対象の体験のほうを重視
し，「体験」という語を用いる。直野章子（2004）
には，原爆で親族を多数失った佐伯敏子氏が「原
爆の画というけれど絵人間です。軽やかにいわ
ないでほしい」と指摘する場面がある。これは，

「人間を描いた絵」ではなく「絵人間（＝絵に
描かれた人間）」と呼ぶことで，絵ではなく現
実のほうを端的に浮かび上がらせた呼び方であ
る。「体験」を使う背景にはこうした佐伯氏の
指摘と重なる問題意識がある。

 5） 表は以下などを参考に作成した。NHK編（1975），
NHK広島放送局編（2002），NHK出版編（2003），
広島平和記念資料館（2007），NHK長崎放送局
編（2003），NHK沖縄放送局編（2006），広島
平和記念資料館平和データベース。長崎の絵の
数は2020年1月16日，長崎原爆資料館に確認。

 6） 当時はNHK「中国本部」と呼ばれていたが，本
稿では「広島局」と記す。

 7） 1974～75年にNHK総合で放送された連続ドラマ
（朝ドラ）。原爆のショックで記憶を失った戦災
孤児の少女が生きる姿を描いた作品で，終盤は
視聴率が50%を超える人気があった。

 8） NHK編（1975），NHK出版編（2003），小沢節子
（2007，2017）に詳しい。

 9） NHK出版編（2003）p104には次のようにある。
「鉛筆画もあれば，クレヨン，水彩，マジック，
色鉛筆，墨と，使われた用具もさまざまで，用
紙のほうも画用紙あり，カレンダーや広告紙の
裏ありで，あらゆる身の回りの紙が利用されて
いた。（中略）これほど多くの無名の市民がこ
のように憑かれたように絵を描くということが
かつてあったろうか」「これらの反響を受けて，

『原爆の絵』キャンペーンは質量ともに強化さ
れていく。夕方のお知らせだけではなく，テレ
ビニュース，ラジオの番組のほか，ステブレ（ス
テーションブレイク，局からのお知らせのこと）
でも，繰り返し呼びかけは続けられた」。

 10） 参考番組NHK広島（1975）。
 11） NHK社内誌『ネットワークNHK』No.180（1974

年9月号）には長崎局の「原爆の絵図展」の報
告があり，「長崎放送局では八月五日から一〇
日まで，原爆絵図展を催し好評のうちに終わり
ました」「六月末からはじめた原爆の絵の募集は，
七月末までに約一六〇点が寄せられました」「絵
図展には毎日一〇〇人余りがつめかけ」などと
ある。NHK長崎放送局編（2003）p108でも一
部触れている。

 12） NHK社内誌『ネットワークNHK』No.190（1975
年7・8月号）では，広島局の原爆の絵の話題の
中で，「運動は長崎にも広がり」とある。

 13） NHK広島放送局編（2002）に詳しい。
 14） 参考番組NHK広島（2002）。
 15） NHK長崎放送局編（2003）に詳しい。
 16） 参考番組NHK長崎（2002）。
 17） NHK沖縄放送局編（2006）に詳しい。なお，この

プロジェクトは，後述する，すみだ郷土文化資料
館のプロジェクトに着想を得て提案された。2020
年1月現在，以下のサイトで絵を公開中。
• NHK沖縄放送局

https://www.nhk.or.jp/okinawa/okinawasen70/
picture/

• NHK戦争証言アーカイブス
https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/
okinawa/picture/

 18） 参考番組NHK沖縄（2005a，2005b）。
 19） 2020年2月現在，以下のサイトでも公開。

https://www.nhk.or.jp/archives/shogenarchives/
special/hoppou-karafuto/



87MARCH 2020

 20） 大阪大空襲の体験を語る会編（1983）および大
阪国際平和センター（ピースおおさか）への聞
き取り（2020年1月）による。

 21） 同資料館の田中禎昭専門員（当時）を中心に聞
き取りも行われ，図録としてすみだ郷土文化
資料館監修（2005），すみだ郷土文化資料館編

（2016）が出されている。
 22） NHKでは，戦争関連番組の制作を通して収集し

た戦争体験者のインタビューをウェブサイト「戦
争証言アーカイブス」で公開しているが，本稿の
ここでの「証言」はこうした用い方にならった。成
田龍一（2010）では，「戦争経験といったときに，
体験 /証言/記憶の三位一体―この三者の織り
なす領域がある」（p19）と述べ，「経験を有する人
びとがそれを持たない人びとと交代の兆しを見せ
る1970年前後に『証言』の時代となった」（p19）
と述べるが，「証言」という語はこのような戦争経
験の有無との関係性を背後に持つと考えられる。

 23） 鎌倉後期の戦記絵巻で，「武具の表現も正確が
期されているうえ，画中には人名，地名など
が書き込まれる」（平凡社『世界大百科事典』
2007）とされる。

 24） 本稿3-3でも触れているが，広島平和記念資料館
の「平和データベース」には絵にタイトルは付さ
れておらず（縮小画面にだけ付される），「図録の
タイトルは図録用につけられたもの」とのことだっ
た（2020年1月16日同館に確認）。また，筆者が
担当した『沖縄戦の絵』でも，届けられた絵の多
くにタイトルがなく，放送局側が内容からつけて
いた。

 25） 絵中に文章が書かれたものはどのプロジェクト
にも多い。

 26） トラウマ的画像表現の場合は日時等が不明瞭なこ
ともあり，田中禎昭（2016）では，「いつ，どこ
で見たのか，覚えていないけれども，鮮烈にたび
たび脳裏に蘇る映像」をデッサンにしたが，「時
間も場所もはっきりしない画像は，個人的なもの
で伝えるべきではないと考えたから」（p141）と
の理由で提供しなかった事例が報告されている。
付加情報は必ずしもすべてにつけられるものでは
なく，またそれがそろわないからといってその絵
を排除すべきでもないと言える。

 27） これについて詳述してある小沢節子（2002）「広
島へ，広島から」（pp.59-79）によれば，丸木

位里は原爆投下から4～5日後に，俊は半月後に，
それぞれ広島に入り，被災の現状をつぶさに見
ている。小沢は「彼らの原爆（被爆）体験が直
接体験ではない」「この八月六日からの『距離』
が『原爆の図』制作について考察する際にも大
きな意味をもってくる」と論じている。

 28） 小沢節子（2002）「広島へ，広島から」（pp.59-79）
による。

 29） 群像で描かれた人物についても，ごく初期には「固
有名詞で語られる存在」（小沢節子2002 p160）で
あったという指摘もある。

 30） 小沢節子（2002）には，長崎原爆の被爆翌日の
様子を撮影した山端庸介の写真との関係につい
て触れられている（同書「描かれた原爆体験『ピ
カドン』と初期の『原爆の図』」pp.80-118）。

 31） 河田明久（2007）によると，敗戦後の接収を経て，
1970年にアメリカから無期限貸与の形で返還さ
れ，現在，東京国立近代美術館に所蔵されてい
る。返還された153点の作品のうち「作戦記録
画」は125点あり，「戦争画のなかの戦争画」（河
田明久2007 p.153）だとしている。

 32） マレー半島コタバル上陸作戦は1941年12月8日未
明実施だが，迫内祐司（2007）によれば，中村
は「記録画制作のため，一九四二（昭和十七）
年六月に二週間弱派遣」され，この時期を選ん
だのは，中村が，作戦と同じ月齢の月の下で現
地を見たかったからだと述べていた，というこ
とを記している。

 33） こうした経緯については河田明久（2007）に詳
しく論じられており，《山下，パーシバル両司
令官会見図》については「歴史画家宮本が物語
の絵解きに手を付けた段階で，すでにその物語
の意味は報道写真によって固定されている」，

《アッツ島玉砕》は「絵なのだから実際にない
ものを描いてもかまわない，という藤田の一言
は，絵描きにとって事実の上をゆく価値基準が
あらわれたことを意味している」などとしている。
また，「画家が戦地での不

ア リ バ イ

在証明を恐れなくなっ
た」とも指摘している。

 34） 1974年，広島局で，小林氏の【絵1-1】をテレビ
で紹介して絵の募集を呼びかける際，出演した
画家の四國五郎氏が「うまく描けなかったら，
絵でなくてもいい。絵の中に，言葉で，文字
で説明してみてください」と言ったという。
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NHK出版編（2003），小沢節子（2017）に詳し
いが，筆者も2019年5月29日，当時広島局で原
爆の絵を担当していた原田豊彦氏に聞き取り，
確認した。

 35） 「ドキュメンタリー・アニメ」などとも呼ばれる
が，ネット上の美術用語辞典「アートワード」

（美術館情報のWebマガジン「アートスケープ」
に掲載）には「アニメーション・ドキュメンタ
リー」で載っている。

 36） ネットの美術用語辞典「アートワード」には「映
像自体の光学的な記録性に重きを置く一般的な
実写のドキュメンタリーとは異なり，多くの場
合，インタヴュー音声などのナレーションによっ
て事実性・記録性を担保する」（土居伸彰）と
説明されている。マンガの分野にも戦争を扱っ
た作品は数多くあるが，動画であるアニメーショ
ンに「ドキュメンタリー」と明確に表す分野が
存在するため，ここでは静止画ではなく動画を
比較対象に選んだ。

 37） 福長秀彦（2018）にはシマウマの写真を使用し
たフェイクニュースの事例がある。

 38） 例えば，猫が死ぬ現場を見た場合は「マヤー 
グヮー（猫）ヤ  シ（死）ヌタン」と言い，伝聞な
どで知った場合は「マヤーグヮーヤ  シゼーン」
と言い分ける。

 39） 現代標準日本語では，「『そうだ』『らしい』『ようだ』
『みたいだ』が証拠性に関わる。証拠の種類に
関して，『そうだ』は，言語的な証拠（伝聞）
に限られるが，『らしい』は，知覚的な証拠か
ら言語的な証拠に及ぶ。また，『ようだ』『みた
いだ』は，知覚的な証拠が中心である」（宮崎
和人2014）などとされる。

 40） 筆者は2004年の『沖縄戦の絵』の募集の際，こ
のようなことも聞き取るよう記者らに指示を出
していた。「今はどう思っているのか」は，ニュー
スという場で絵を伝えるにあたり，現在と過去
を結びつける要素として，特に文章末にしばし
ば必要になると考えられた。

 41） 田中禎昭（2016）では複数の聞き取りの事例を
挙げ，「作者の完成作品や証言が記された文章
をそのまま公開・展示するだけでは，その背後
に隠され，場合によっては捨象されている作者
のもっとも辛い記憶や，表現が困難な『記憶の
深層』をとらえることは難しいと言える」「『絵

画を見て知る』だけでなく，むしろ『絵画を通
じて知る』というスタンスをとることが必要」

（p141）と述べる。
 42） NHK沖縄放送局編（2006）pp.4-5など。
 43） 戦争体験画の記憶に関する論考には，米山リサ

（2005），小沢節子（2007），直野章子（2015），
田中禎昭（2016），井上裕之（2016），小沢節子

（2017）などがある。
 44） 参考番組NHK広島（1975）では，体が不自由な

77歳の男性の被爆体験を，44歳の女性が本人に
話を聞きながら絵にする様子を伝えている。ま
た，『もしも魔法が使えたら 戦争孤児11人の記
憶』（星野光世著 2017 講談社）では，戦争孤
児の体験者が，自身と他人の孤児体験を絵に描
いている。

 45） 参考番組NHK（2019b）は，広島市立基
も と ま ち

町高校
の美術専攻の生徒が，被爆者の決めたテーマに
沿って，対話を重ねながら被爆体験を絵にする
取り組みを伝えている。

参考文献：
・井上裕之（2016）「『体験者が描く沖縄戦の絵』と
『東京空襲体験画』」『描かれた東京大空襲 体験画
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・迫内祐司（2007）「中村研一 コタ・バル」針生一郎ほ
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本語の研究』1-1 日本語学会 武蔵野書院

・米山リサ（2005）「証言活動」『広島 記憶のポリティ
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・NHK出版編（2003）『ヒロシマはどう記録されたか 
NHKと中国新聞の原爆報道』日本放送出版協会

・NHK長崎放送局編（2003）『原爆の絵 ナガサキの
祈り』日本放送出版協会

・NHK広島放送局編（2002）『原爆の絵 ヒロシマの
記憶』日本放送出版協会

・NHK編（1975）『劫火を見た 市民の手で原爆の絵
を』日本放送出版協会

参考番組：
・NHK（2019a）『NHKスペシャル「“ヒロシマの声”

がきこえますか～生まれ変わった原爆資料館～」』
総合2019年8月6日放送

・NHK（2019b）『ETV特集「あの夏を描く 高校生
たちのヒロシマ」』ETV 2019年8月3日放送

・ NHK沖縄（2005a）『沖縄フリーゾーン「その時 
私は戦場にいた」－体験者が描く沖縄戦の絵－』
総合2005年6月3日沖縄ローカル放送

・ NHK沖縄（2005b）『九州沖縄スペシャル 沖縄戦
の絵 戦後60年・体験者が描いた戦場』2005年11
月18日九州ブロック放送（同年12月3日に『にっ
ぽん再発見』の枠で総合で全国放送にもなる）

・NHK長崎（2002）『原爆特番 伝えたい…平和の願
いを 世紀を超えて』総合8月3日長崎ローカル放
送

・NHK広島（1975）『原爆ドキュメンタリー 市民の
手で原爆の絵を』総合1975年8月6日全国放送

・NHK広島（2002）『NHKスペシャル 原爆の絵～市
民が残すヒロシマの記録～』総合2002年8月6日
全国放送


