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NHKでは2021年 8月，NHKのローカル局が集めてきた戦争体験画の理解を深めるためのオンライン勉強会を
職員向けに実施した。登壇した3人の識者の主な発表内容を本稿で報告する。 ▼歴史学が専門の専修大学文学
部の田中禎昭氏は，資料館の学芸員として東京空襲の体験画を収集した経験から，体験画は，ステロタイプなイ
メージを壊す力や，ことばにできない記憶が現れる特徴があることを挙げた。また，完成作品の表現が下絵か
ら変化していることから「絵画を通じて体験を知る」重要性を指摘した。 ▼京都芸術大学文明哲学研究所の齋藤
亜矢氏は，ヒトの絵の認知のしかたを説明したうえで，戦争体験画は，そこに付されることばでイメージや時空
間を共有できる力を持つことや，鑑賞者の想像の補完によってリアリティーや無力感が生まれること，描くプロセ
ス自体にも死者や自分と向き合う時間の流れがあることなどを指摘した。 ▼地域の文化活動の支援をしているニッ
セイ基礎研究所の大澤寅雄氏は，戦争体験画は，その中に含まれる「場所」が人々の「記憶」をつないでいるこ
と，「大きな歴史」が覆い隠す「小さな記憶」がそこにあること，「みんな」ではなく「一人ひとり」の個別の記憶が
描かれていることなどを挙げ，それらを扱うことはローカルの公共放送の役割だと述べた。これらの発表内容を
受けて筆者は「小さな記憶」や「『場』と『記憶』」とマスメディアの関係などについて考察を加えた。

【勉強会採録】

戦争体験画が持つ力
～識者が見る「絵」の力と「場」の力～

メディア研究部   井上裕之  

1. はじめに

1.1　本稿の位置づけとねらい

本 稿は，2021年8月27日にNHKの職員向
けに実施したオンライン勉強会『戦争体験画が
持つ「力」～地域における絵の力と場の力』の
主要な部分を，発表者の許可を得て，本誌『放
送研究と調査』上で採録・報告するものである。

戦争体験画についてNHKは，広島局をはじ
めとするローカル各局が集めて放送で紹介して
きた 1）。現在もその活動は続いており，放送と
の関係は長く深い 2）。また，「言語」や「絵」と
いう視点から見ていくとより理解が進むことや，
ジャーナリズムと深く関わっていることも明らか
になってきた。これらについて筆者はこれまで，
井上裕之（2020），井上裕之・吉田功（2021）
など，本誌上で戦争体験画の特徴やその可能
性などについて論じてきた。今回の勉強会およ

び本稿も，これらの論考に続くものである。
一連の論考に一貫してあるのは，「戦争体験

画とはどのように見ればよいものなのか?」とい
う問いである。戦争体験は，体験者への聞き
取りや，当時撮影された写真や映像などによっ
て伝えられることが多いが，体験者自身が描く
絵で伝えるということは，こうした言語や映像
で伝えることとはどう違うのか? あるいは第三者

（非・体験者）が描いたものとはどう違うのか? 
などといった問いだと言い換えることもできる。

今回の勉強会は，その問いへの理解を深め
るため，さまざまな立場の方から戦争体験画の
見方について意見を伺うものとした。 ▼専修大
学文学部教授 田中禎昭氏（元すみだ郷土文化
資料館学芸員）， ▼ 京都芸術大学文明哲学研
究所准教授 齋藤亜矢氏， ▼ニッセイ基礎研究
所主任研究員 大澤寅雄氏の3人の識者に登壇
いただき，それぞれの専門の視点から論じてい
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ただいた。司会は，桐蔭横浜大学専任講師 吉
田功氏（元NHK放送文化研究所メディア研究
部研究員）と筆者（井上）とで行った 3）。

 

1.2　勉強会と本稿の構成

勉強会の構成は以下のとおり。
① 基調報告（井上）
② 田中氏発表

「東京空襲体験画を見る視点 ―墨田区
における体験画収集・調査・展示の取り
組みから―」

③ 齋藤氏発表
「描くことと語ること ―認知科学の視点
から―」

④ 大澤氏発表「『場』と『記憶』」
⑤ クロストーク・質疑応答など
このうち本稿では，主に②③④⑤を中心に

紹介する。田中氏には戦争体験画を実際に収
集した経験から得られた知見について，また，
齋藤氏には人が絵を理解する仕組みから戦争
体験画の読み解き方について，そして大澤氏
には地域社会と芸術との結びつきという観点か
ら，それぞれ発表していただいた。なお①は
NHKの過去の取り組みや戦争体験画の特徴
などを手短に述べたもので，詳しくは井上裕之

（2020），井上裕之・吉田功（2021）を参照さ
れたい。

なお，発表時の画像の一部を本稿にも掲載
したが，もとの画像はカラーのものが多い。ま
た，文字を大きくして読みやすくするなどして
いる。

2. 識者の報告（1）田中禎昭氏の発表

 　

田中氏は，専門は歴史学で，以前は東京・
墨田区立すみだ郷土文化資料館の学芸員とし
て東京空襲の体験画を募集し，その際には体
験者一人ひとりに話を聞く調査活動もしてきた。
以下，田中氏の発表「東京空襲体験画を見る
視点 ―墨田区における体験画収集・調査・展
示の取り組みから―」から採録する。

2.1　空襲体験画の収集

ただいまご紹介にあずかりました専修大学

の田中です。きょうは，2016年まで勤めてい

ましたすみだ郷土文化資料館での活動を中心

に，空襲画の内容をお話ししたいと思います。

墨田区のすみだ郷土文化資料館は，空襲の大

きな被害を出した東京下町の隅田川のほとりに

建つ資料館です。1945年3月10日，東京の下

町地域は木造家屋が密集する街を燃やし尽く

す焼
しょう

夷
い

弾の絨
じゅう

毯
たん

爆撃により，約10万人の犠牲

者を出したとされています。そして墨田区には，

東京空襲の記憶をとどめる体験者がまだ地元

田中禎昭 氏

オンライン勉強会の様子（2021 年 8 月 27 日）
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に暮らしております。資料館では1998年の開

館以来空襲体験の展示を多角的な角度から開

催してきました。

空襲体験画収集のきっかけとなった展示は，

「描かれた東京大空襲〜絵画に見る戦争の記

憶」展（2004年1月31日〜 3月21日開催）とい

う企画展です。私たちは，2003年4月から区

の広報とマスコミを通じて，空襲体験者に「自

らの空襲体験で最も印象に残る光景をご自身

で描いてください」と呼びかけ，受諾者に当館

で作成した空襲体験調査票を送付し，絵とと

もに受領するという事業を始めました。そして

絵を受け取ったあとは，作者からの聞き取りを

実施しました。絵と証言記録はデータベース化

し，現在，展示室で公開しています。企画展

終了後も継続的に絵画の収集・調査・記録化

を続け，現在までに125人以上の体験者から

約300枚に及ぶ体験画をお寄せいただき，館

内に収蔵中です。

2.2　空襲体験画の記録に必要なもの

空襲体験の記憶を地域の記録として残して

いくためにはいかなる視点と方法が必要でしょ

うか。空襲体験，特に最もつらい記憶，最も

記憶の深いところにとどめられた深層の体験

はことばに残すことが難しく，そのため記録化

が困難です。仮に深層の体験が証言として残

されたとしても，体験者をさいなむ空襲体験の

記憶映像を細部までことばで表現することは

できません。そのため証言の聞き手・読み手

は，現在残されている空襲の写真や映像によっ

て視覚的なイメージを補い，それで空襲を理解

したつもりになる，という陥
かんせい

穽に陥ってしまう

のです。

このことは，①体験者の証言と，②現存す

る写真・映像という，2つの媒体から空襲イメー

ジが作られることを意味します。言い換えるな

らば，空襲の全体像は②の写真・映像によっ

てステロタイプ化されたイメージとして構築され

てしまうわけです。

そこで戦争体験の真実を理解し伝えていく

ために，次の2つの問題を解決する方法を模

索することが必要となります。第1に「空襲体

験の深層にある『語り得ぬ記憶』の記録は，い

かにすれば可能になるのか」，第2に「残され

た写真・映像によってステロタイプ化された空

襲イメージから脱却し，体験に寄り添う可視的

イメージをどうすれば構築できるのか」という

課題です。

空襲体験画は，体験の深みにある真実に近

づくうえで重要な媒体と言えます。またそれは

ステロタイプ化された私たちの空襲イメージを壊

す力を持っています。では，どうしてそのよう

に言えるのでしょうか。この2つの論点に焦点

を絞り，実際に体験画を見ながら考えてみたい

と思います。

2.3　体験画の可能性①

　　  ～ステロタイプなイメージを壊す

はじめに，2つの課題のうち，ステロタイプ

化された空襲のイメージを壊すという，体験画

の持つ可能性についてお話しします。東京空

襲のステロタイプ化されたイメージは，主に当

時の警視庁カメラマンである石川光
こうよう

陽の写真

によって作られていると言えます。空襲当時，

空襲被災写真の撮影は禁止されていたため，

特に空襲直後に亡くなった人々の姿を撮影した

記録写真は石川光陽のものにほぼ限られてい

ます。そのため石川の写真は戦後東京空襲の

実相を伝えるものとして広く流布し，東京空襲
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の視覚的なイメージの形成に大きく寄与しまし

た。しかし，石川光陽自身は日記の中で次の

ようにも述べています。

眼に見えない霊から“こんなみじめな姿をとる

な”と叱責されるような気がして，その手は

ふるえ，シャッターを押す手はにぶった。然

し与えられた使命を果たすためには，命のあ

る限り撮り続けなければならないのだ。使命

の前には非情にならざるを得なかった。写し

終ると合掌してそこを立ち去った。

（1945年3月10日付）4） 

この日記の記述から，光陽がどうしても目を

背けざるを得なかった光景，また被災者をおも

んぱかり，撮影できなかった現場があったので

はないかと推察できます。そしてこのことは，

写真と同じ街を描いた体験画によって図らずも

実証されました。

光陽が1945年3月10日の空襲直後の街を

写した写真には，目を覆う惨状が撮影されて

います。なお，これから画面上に遺体を写した

写真をアップします。その点をお断りをしておき

ます。

これは本所区内（現在の墨田区南部）で撮

影された，路上で亡くなった母
はは

子
こ

らしき遺体を

撮影した写真です。実はこのような親子の姿を

描いた空襲体験画は複数あります。そのうちの

一つ，本所区立川町に暮らしていた金田昌子

さんの絵には，路上でへその緒でつながったま

ま亡くなった母子の姿が描かれています。

 

金田さんは，母とともに空襲で行方不明の

姉を探し歩いていたとき，この悲惨な光景を目

撃したそうです。このとき金田さんの母は，「可

哀想にね」と言いながら両手で赤ちゃんをすく

うように持ち，「今度は平和な時代に生まれてき

てね」と言って，そっと赤ちゃんを母親の胸の

そばに置いてあげたということです。

ところで母子の周りには，土くれのようなも

のが描かれています。これは実は土くれではあ

りません。ちぎれた手足や胴体など，バラバラ

になった人間の表現ということです。そこまで

はつらすぎて描けないと，金田さんは語ってい

ます。光陽の写真は十分に凄惨ですが，空襲

体験画はその写真の状況を上回る信じがたい

悲劇が，被災地各所に広がっていた事実を私

たちに伝えてくれます。

体験画によって私たちは，残された写真や

映像には記録されていない真実を初めて知るこ
石川光陽氏の撮影した東京空襲の写真

（1945 年 3 月 10 日，東京・本所区）

金田昌子さんの絵
「姉を捜して～へその緒で結ばれた母子の遺体」

（すみだ郷土文化資料館所蔵）
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とができます。しかし，真実の空襲の深層のイ

メージは，空襲を直接体験した被災者の記憶

の中にのみ存在しています。したがって，体験

者個人の記憶を可視化するためには，写真や

記録映像によってステロタイプ化された空襲イ

メージをいったん壊し，被災の真実を理解する

ことが必要になります。その手段として体験画

が不可欠の媒体となっていることは，疑う余地

がないと言えるのではないでしょうか。

2.4　体験画の可能性②

　    ～「語り得ぬ記憶」が現れる

では次に，体験画のもう一つの可能性，「語

ることが困難な記憶の表現としての絵の可能

性」についてお話しします。1枚の体験画には

主題があり，それに即して全体画面が構成され

ています。したがって，構図や色彩から主題を

読み解くことが，作品を知り，作者の空襲体

験を知る前提になります。これは言うまでもな

いことです。しかし，空襲体験画から記憶の

深層を知るという視点からは，絵の主題とは別

角度からのアプローチも必要になります。この

点をひもとくために，一見，絵の主題とは無関

係か，遠い関係にあるような，いわば単なる情

景描写―点景―のように見える表現のディテー

ルの持つ意味に注目してみたいと思います。

私たち資料館では，絵を前にして，絵のコン

セプトとは別に，絵の細部について何を描いた

のか，何のために描いたのかを可能な限り聞い

ていくという聞き取りを重視していました。で

はなぜこうしたディテールが重要なのでしょう

か。実は，作者が積極的には決して語らない，

心の奥底に秘めた記憶は，おもてに現れ出た

絵の主題の中でよりも，むしろこうした細部の

表現の中に表されるケースが多いことが調査の

過程からわかってきたからです。

例えば，Kさんが描いた絵は，本所の小さな

橋の上に避難したＫさんとその母，兄弟2人の

姿が描かれています。火の粉混じりの烈風に髪

をなびかせ，子どもたちの服につく火の粉を，

母親が盾になってはたき消す状況を描いたとい

うことでした。Ｋさんは，「母がいなかったら助

からなかった」と言い，子どもたちを助けた母

への感謝の思いが，絵の主題になっています。

一方，Ｋさんの絵には，一見，油絵の表現

上の工夫か，橋の上で焼けたものの残骸の表

現に見える，小さな黒い斑点があちらこちらに

描かれています。しかし，この小さな黒い斑点

状の影こそＫさんの心の奥底に仕舞い込まれた

つらい記憶の表現でした。

特にKさんの横には，少し大きな楕円状の黒

い斑点が描かれています。実は，空襲時，Ｋ

さんの横には泣き叫びながら燃えていく小さな

子どもがいたと言います。その子は「助けて」

と叫んでいましたが，Ｋさん兄弟も母親も自分

たちの命を守ることだけで精一杯で，その子を

見殺しにせざるを得ませんでした。そのことが

いまだにＫさんを罪の意識にさいなみ，話すこ

とができない記憶となっているということでし

た。この子どもの姿はあまりにつらすぎるため，

話すこともはっきりと描くこともできなかった。

その代わりに，自分たち兄弟を助けてくれた母

への思いを主題に画面を構成し，隣で焼け死

んでいった子どもの姿を，画面の片隅に小さく

黒い斑点状の影の形で挿入したのです。

Ｋさんの場合，当初はことばにならなかっ

た記憶の深層部分，それがまず絵の小さな黒

い影のような断片的な細部におぼろげに現れ，

その描写自体が証言そのものを促すきっかけを

作っていったように思われます。
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Ｋさんの絵の中の黒い影，また先ほど見た

金田さんの絵の土くれの表現のように，主題か

ら離れた断片的なディテールに重要な意味が込

められているケースは，他の空襲体験画の1枚

1枚，そこかしこに見いだされます。まさにこれ

は，「記憶と表現の齟
そ ご

齬」とも言うべき事態で

す。そして，「絵を通じた対話」こそが，この「記

憶と表現の齟齬」をふさぎ，体験者の記憶の

深層へのアプローチを可能にする手がかりを生

み出していくのです。

2.5　絵を「通じて」知る

    ～下絵に見える体験者の「表現」

次に，私たちは絵から戦争体験をどのよう

に読み取っていけばよいのか，体験画を見る

視点と方法について資料館の試みを通して紹

介します。そもそも，絵を「通じて」体験を知

るとはどういうことなのでしょうか。ここでは，

作品だけでなくその下絵やデッサンが，絵の奥

にある作者の戦争体験の，より深い理解につ

ながっていたケースと，その意味について考え

てみます。

空襲体験者の多くは，資料館に提供した完

成作品だけでなく，それ以外に複数の絵を持っ

ています。作品を完成する過程で生まれた下

絵・デッサンや，また展示用とは別に自分用の

記録として描いた作品などを自宅に持っておら

れるのです。博物館に提供される作品は，作

者が展示を意識して描いたものである以上，客

観的に伝えるべきと考え，選択した記憶の描写

です。つまり作者は，最初に描いた下絵・デッ

サンの中から，伝えるべき記憶を取捨選択し，

完成作品に再構成しています。人に見せるもの

ではないので，下絵・デッサンは作品に比べ，

一見しただけではわかりにくいのも事実です。

では，わかりやすい作品だけを展示すれば

よいのではないかということになりますが，そう

とも言えません。実は下絵・デッサンには，空

襲体験の記憶を記録するうえで大きな意味があ

ります。下絵・デッサンには，体験者の記憶の

深層にある画像が，先ほどＫさんの絵で見た黒

い影と同じように表現されていることがあるから

です。この点に関して，当時20歳の堀切正二

郎さんが描いた絵を見てみましょう。

 

この絵（デッサン（Ａ））は，堀切さんが見た，

潰れた防空壕で亡くなった人を木炭で描いた

デッサンです。堀切さんは最初にこうしたデッサ

ンを描き，それを下絵として連作画を完成させ，

その中の完成作品だけを選んで資料館に提供

しました。聞き取りによれば，堀切さんは日常

的に，例えばフラッシュバックのように，食事

中や寝る前などに何の脈略もなく突然空襲の

記憶の画像がよみがえる経験をしているという

ことでした。初めて体験を話すように依頼を受

けた堀切さんは，枕元に筆記具とメモ用紙を

置き，画像が浮かんだとき，すぐにそれを描く

準備をするようになったそうです。

かくして描かれた絵の1枚がこのデッサンで

す。ここに描かれた，潰れた防空壕から焼死

した人がはみ出している光景は，堀切さん自身

堀切正二郎さんのデッサン（A）
（すみだ郷土文化資料館所蔵）
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も，いつどこで見たのか覚えていないけれども，

強烈に，鮮烈に，たびたび脳裏によみがえり，

堀切さんを苦しめる映像なのだと言います。

しかし，このいわばトラウマ的な画像表現は

完成作品として仕上げられず，資料館に提供さ

れた初期の作品群の中には入っていませんでし

た。臨床心理学の分野では，ショックによりこ

とばにできない体験が時間や場所のはっきりし

ない鮮明な映像として脳裏に突然浮かぶ，い

わゆるフラッシュバックは，トラウマやPTSD

の特徴の一つとされています。つまりこのデッサ

ンは，堀切さんのことばで伝えたくても伝えら

れない体験の深層にある記憶の表現なのです。

 

次も堀切さんの絵です。デッサン（B）は，や

はり脳裏に浮かんだトラウマ的画像の表現の一

つです。しかしこのデッサンは，時間と場所が

特定でき，伝えることができる体験として，堀

切さん自身が展示用に仕上げられると考えて作

品化されました。

そのデッサンをもとに最終的に完成させた展

示用絵画が「おとりさま」です。完成作品では

視点を上空に移動し，再構成した形で仕上げ，

見る者にここがどこなのかをわかりやすく示し

ています。

このように空襲体験を描くという行為は，作

者の意図とは別に抑圧されていた個の記憶が

意識の表面に表れ出る過程でもあります。した

がって，すべての体験画には体験者の作画時

点における記憶と心的状態の諸段階が如実に

反映しています。私たちはそこに十分に注意を

向けなければ，体験画の真の意味を理解する

ことはできないと言えます。

ただ誤解のないように述べれば，私は作品よ

りも下絵・デッサンに価値があると述べている

わけではありません。そうではなく，体験画を

見る視点として，完成作品の細部，描かれてい

るものすべてに目を凝らし，作者の体験につい

て思考することが重要だということです。つま

り，私たちは「絵画を見て体験を知る」だけで

はなく，むしろ「絵画を通じて体験を知る」と

いうスタンスをとることが重要です。体験画は

体験者の記憶の奥深くに秘められた戦争体験

を可視化し，それを深く理解する手がかりを与

えてくれるものなのです。

以上，体験画を見る視点について，実際に

絵を見ながら紹介しました。つまり体験画を理

堀切正二郎さんの絵「おとりさま」
（完成作品，すみだ郷土文化資料館所蔵）

堀切正二郎さんのデッサン（B）
（すみだ郷土文化資料館所蔵）
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解するには作者自身の語る絵の説明に依拠す

るだけではなく，こうした表現が適切なのかど

うか判断がつきかねるところもありますが，「調

査者による絵画表現に対する史料批判」が必

要になります。こうした絵の史料批判を踏まえ

てこそ，第三者，特に国家や社会による物語

化，意味づけという形で行われる空襲体験者

の記憶の利用を阻止し，体験者に寄り添いな

がら，個の記憶を記録として残していくことが

可能になるのではないでしょうか。

3. 識者の報告（2）齋藤亜矢氏の発表

 

齋藤氏は，京都大学理学部を卒業したあと，
同大学院医学部研究科で修士号，東京藝術大
学大学院美術研究科で博士号（美術）を取得
し，芸術認知科学という新しい分野の学問を
切り開いて，「芸術するこころ」の起源を進化や
発達の視点から研究している。以下，齋藤氏
の発表「描くことと語ること ―認知科学の視点
から―」から採録する5）。

3.1　「芸術するこころ」を探る

今回は「描くこと」と「語ること」について，

認知科学の視点からお話をしたいと思います。

私の研究テーマは「芸術するこころ」の起源で

す。芸術するこころがなぜ生まれたのかという

進化的背景，子どもの絵の発達過程，デッサ

ンの難しさの認知的な要因，最近では考古学・

人類学の人たちとの共同研究もしています。ご

紹介いただいたようにちょっと変わった経歴

で，しかも領域横断的にいろいろな視点からア

プローチしているので，専門を答えるのに困っ

て「芸術認知科学」としています。

3.2　「ことばの獲得」と「見立ての想像力」

ヒトはなぜ絵を描くのかという問いから研究

をスタートしたのですが，進化の隣人であるチン

パンジーと，ヒトの子どもの描画の発達過程を

比較すると，その鍵は今ここにないものを想像

する「見立ての想像力」（パレイドリア）にある

ことが見えてきました。それがヒトで特に発達

したからこそ，描いた線にいろいろなもののイ

メージを重ねて絵を描くことができるわけです。

その背景に関わっているのが，ことばだと考え

ています。最古の絵とされる旧石器時代の洞

窟壁画にも，岩の凹凸や亀裂を利用して動物

を描いた絵など，パレイドリアの証拠がたくさ

ん見られます。

では，こちらの絵をご覧ください。有名なの

でご存じかもしれませんが，初めて見る方は，

ただのまだら模様に見えるのではないかと思い

ます。でも実は何かがいます。

ヒントは動物です。

（写真家 R. C. James による）

齋藤亜矢 氏
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ダルメシアンがいるのですが，見えましたか?

今のが，まだら模様の中に犬を見立てるという

体験です。網膜から入った光の情報を脳で処

理するときに，主に2つの経路があり，この体

験には，ものが何であるかという情報処理をす

る腹側経路が関わっています。

最初は光の配置を段階的にまとまりとして処

理して，無意識に形を知覚する「ボトムアップ

処理」を行うのですが，この段階ではまだ，た

だのまだら模様に見えている段階です。まだら

模様の中に「何かいる」と言われて，頭の中を

検索するような感覚があったかと思いますが，

知覚した形と自分の知識や記憶とを照合して

「この形はダルメシアンだ」と「意味処理」を行

うのです。この「トップダウン処理」が見立てに

関連しています。

そしてこの機能こそ，ことばなのですね。こ

とばを持ったことによって，ヒトではトップダウ

ン処理が優位になり，目に入るすべてのものに

「あれは何」「これは何」とラベルづけをして，

つまり意味処理をして見ようとします。そのた

め壁のしみや空の雲のようなあいまいな形にも

「あれは何の形に似ている」という見立てが起

こるのです。それがパレイドリアです。

ここで注目したいのが，トップダウン処理で

は知識や記憶と照合するということです。それ

は人によって違うので，ものの見え方も違うは

ずで，さっきのまだら模様も別のものに見えた

人もいると思います。途中で動物というヒント

を出しましたが，そのような文脈が与えられる

と，「動物? 動物だったらあれかな?」と，検索

範囲が限定されるので見立てやすくなります。

文脈効果と言いますが，ことばが絵の見え方

に影響を与えるわけです。

絵を鑑賞するときにもこのトップダウン処理が

関わります。美術館に行っても，作品をぱっと

見るだけだと，「あ，リンゴの絵だな，きれい

な色だな」ぐらいで単純な意味処理をして終

わってしまいますが，作品とじっくり対峙
じ

する

と，自分の中のいろいろな知識と結びついた

り記憶が掘り起こされたりします。それが感

動体験ではないかと考えています。

3.3　戦争体験画の印象

戦争体験画を見るときにも，自分自身

の記憶や知識と照らし合わせるトップダウ

ン処理が行われます。最初に戦争体験画

を拝見したとき，ぱっと見，温かい・穏

やかな印象を受ける絵がありましたが，描

き手の説明を読んで想像を膨らませると，

悲惨さにがく然としました。田中さんが

「記憶と表現の齟齬」とおっしゃっていま

したが，見る側も「齟齬」を感じるのです

ね。絵にことばが添えられることの力につ

いて，今回，特に考えさせられました。

例えば「沖縄戦の絵 」の仲松さんの絵

知識 / 記憶
と照合

「何か」として意味処理

複雑な図形←単純な図形← 傾きや曲率←光の配置

トップダウン処理（認知）

ボトムアップ処理（知覚）



57FEBRUARY 2022

は，一見明るい色彩で抽象的ですが，「てんぷ

らのように見えた死体」という衝撃的なことば

が添えられています。そこで，まるで見え方が

変わってしまう。トップダウン処理では，ことば

が見立ての手がかりになるとお話ししましたが，

てんぷらと人間の死体を組み合わせることなん

て普通はないわけです。想像をはるかに超えた

悲惨な情景を見た人がいるという現実をつきつ

けられました。

こちらの中島さんの絵も，一見するとキラキラ

した海の絵に見えますが，説明を読むと見え方

が変わります。対馬丸が魚雷で沈没したシーン

で，キラキラに見えたのは，沈む船体から

出る空気の泡，しかもその泡と一緒に子ど

もたちの死体がたくさん浮かび上がってき

たと言います。避難した船員の中島さんの

視点で描かれたもので，詳細な体験の語

りとともに，子どもたちの悲鳴が今も忘れ

られないという，消化しきれていない気持

ちも書かれています。自分の知識や経験

では想像しきれない出来事を現実として

体験した人がいた，その重さを感じました。

3.4　最古の絵は何のために描かれたのか

旧石器時代の最古の絵も，おそらく絵

にことばが添えられて，何かを伝える役割

があったのではないかと考えられています。

これは旧石器時代のころからつい最近

まで伝承されてきたとされるアボリジニの

壁画ですが，このような精霊の姿が多く

描かれています。

アボリジニの人たちによると，このよう

な絵の前で子どもたちに精霊の物語を語

るそうです。旧石器時代の人々も，おそ

らく洞窟に描かれた絵の前で物語を語ってい

たのでしょう。精霊のような想像上の存在や神

話のイメージを共有することが集団のアイデン

ティティーを強める効果があったとも言われて

います。

仲松庸全さんの絵「てんぷらのように見えた死体」
（沖縄県平和祈念資料館所蔵）

中島髙男さんの絵「対馬丸沈没 浮かぶ子どもの死体」
（中島さんは，「私の耳には助けることが出来なかった子どもたちの悲鳴

が今でも残っている」ということばを残している）
（沖縄県平和祈念資料館所蔵）

アボリジニの壁画（齋藤亜矢氏撮影）
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3.5　描画の発達過程での語り

 

子どもが描く場面でも「語り」がたくさん生ま

れます。単に絵について説明するだけでなく，

描きながら物語が展開することもあります。絵

には自分の頭の中のイメージを外に出す，つま

り「外
がい

化
か

」して，他の人と共有できるという力

があって，そのことが人間の描くことの大きな

モチベーションの一つなのではないかと考えて

います。

3.6　写真と絵の違い

写真と絵の違いを考えると，写真

は単一の視点から一瞬の風景を撮っ

たもので，そのとき視界に入るすべ

てが写し出されます。しかし絵の場

合は，空間的にも時間的にも幅が

あって，風景だけではなく，出来事

を描写できます。しかも描き手のフィ

ルターを通した描写なので，さっき

田中さんが描き得ぬもののお話をさ

れましたが，視点にとどまらず描くも

のが取捨選択され，その描き方にも特徴が出

るので，より物語性が表れるように感じました。

さらにことばが添えられることで，絵だけで

は伝えきれないものを，見る人の想像で補完す

る手がかりになる。そこにリアリティーが生まれ

ますが，戦争体験画の場合は，普通の知識や

経験では捉えきれない出来事が描写されてい

るので，無力感を感じ，戦争の悲惨さが際立っ

て伝わると感じました。

最後に，描き手にとっての戦争体験画につい

てです。絵には時間にも空間にも幅があるとい

うお話をしましたが，描くプロセス自体にも時

間が流れるのも特徴です。

こちらの豊永さんの絵は，お父さんや弟さん

が亡くなったシーンですが，実際には着の身着

のままだったのを，亡くなった家族の姿をきれ

いに彩ってあげたいという思いからクレヨンで

色を塗ったと書かれています。描くという行為

の中で「弔い」のようなことをされているわけで

す。絵の中にご本人も描かれているのですが，

そうすることによって，物語の登場人物として

自分を客観化する効果もありそうです。

豊永スミ子さんの絵「家族の悲劇」
（沖縄県平和祈念資料館所蔵）

描画の発達的起源
描く＋語る（物語）：イメージの外化＋共有

子どもの描く風景：
絵を介したコミュニケーションが誘発

なに描いたの？ 

それ，ママかな？

これ，おめめ，おくち

アンパンマン描いた

これなんに見える？

ここにおうちが あって，
窓があって，そしておば
けがきましたー
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並べていいのか恐縮ですが，私自身も，描

く過程で流れる時間が，「弔い」になった経験

があります。長年飼っていた犬を亡くしたとき

に，ふとその姿を絵に描こうと思って，死体を

スケッチしたのです。泣きながら，光と影を捉

えることに必死で鉛筆をはしらせていたら，だ

んだん頭の中が空っぽになって，犬をなでてい

るような不思議な感覚にもなり，少しずつ気持

ちが落ち着いていきました。でも，あとで見た

ら，当たり前ですが，だらりとした死に顔なの

ですね。いたたまれなくなって，もう一度鉛筆

を握り，目に光を入れたり，陰影を調整したり

して生きているときの姿に仕上げました。描き

ながら，いろいろな思い出がよみがえって，描

く過程の中で時間が流れ，死と向き合う「弔

い」のような効果があることを感じました。

戦争体験画が持つ力についてまとめると，

▼ 絵だけではなくことばが添えられているこ

とが重要で，それによって体験のイメージや，

時間と空間を共有できる力があるということ，

▼そのときに鑑賞者の想像が補完することで

リアリティーや無力感が生まれること， ▼ま

た，描くプロセス自体にも死者や当時の自分

と向き合う時間の流れがあり，「弔い」体験に

なり得るということ，これらが挙げられるの

ではないかと思いました。

4. 識者の報告（3）大澤寅雄氏の発表

大澤氏は，ニッセイ基礎研究所の芸術文化
プロジェクト室の主任研究員を務め，官公庁や
自治体の文化政策，アートマネージメントの調
査研究，また公立のホールや劇場の事業評価
など，全国各地で地域の文化活動の支援を行っ
ている。以下，大澤氏の発表「『場』と『記憶』」
から採録する。

4.1　「場」と「記憶」

これからお話しするのは，戦争体験画の放

送番組をビデオで見て，そこで感じた私の印象

や感想と，自分の経験と重なるところを中心に

お話を進めたいと思います。最初は，震災が

あったときの「場」と「記憶」について，戦争

体験画と重なる部分をお話ししたいと思います。

陸前高田の写真（2012 年 7 月，大澤寅雄氏撮影）

齋藤氏が描いた飼い犬の絵

大澤寅雄 氏
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この写真は，東日本大震災のあと，公立の

文化施設がどういう役割を地域に果たせばいい

かということを調査研究するために訪れた，岩

手県陸前高田市です。被災地をたくさん訪れ

て，たくさんの人から話を聞きましたが，ここを

訪れたのは震災の翌年，2012年の7月の末で

した。陸前高田市には「うごく七夕」という毎

年恒例の大きなお祭りがあります。この写真の

奥のほうに見える野原ですが，そこには，かつ

て陸前高田の市街地があったのですが，津波

で壊滅的な被害を受けたあとに草だらけになっ

ていました。そこで毎年引っ張っている山車を

作り直している様子を見ているお年寄りの後ろ

姿を，私が写真で撮りました。

この陸前高田市で聞いた話の中で，こんな

ことばがありました。「震災に遭遇して，改めて

自分たちをつなぐものが土地であり，お祭りや

踊り，芸能であり，その意味合いを若い人た

ちが認識できたというのは大きかったのではな

いか。確かに津波の被害でたくさんの人が亡く

なって悲しい記憶は本当に多いけれども，自分

たちがつながっているのはやはり土地なんだ。

そこにある踊りや芸能というのがやはり大事な

ものなんだと気づかされた。それを若い人たち

が気づいてくれた」。こうおっしゃいました。

その話を聞きながら，場所というのは単に風

景や土地という，可視化される空間だけではな

いということを感じました。記憶を語るときに，

誰が，誰と，何を，どのように，いつ，どこで

という，主語，目的語，述語，時期や時代と

いうものが記述され，時間とともに堆積してい

くわけですが，「ここで」「そこで」「あそこで」

という「場所」が存在し続けている。「ここで

あった出来事」が，異なる人の記憶をつなぐ結

節線になり得る。だから「場所」には，きっと

「記憶の地層」のようなものがあって，その記

憶の地層を掘り起こすことができるのではな

いか。あるいは，記憶こそが場所を形成して

いるのではないか，ということも感じました。

この戦争体験画の映像は，2002年に広島

で制作された放送番組の中から切り取ったもの

です。画像に映る加藤さんというお年寄りが学

生だったころ，原爆が落ちたその下で崩れた校

舎の下敷きになった少女を救出できなかった。

助けることはできなかったが，最後に名前を聞

かせてくれて，その女の子の名前と出会った場

所をずっと覚えていて，おじいさんになってから

その少女を探そうと思った。そして，その下敷

きになった少女がいた現在の学校に行って，在

加藤義典さんが描いた絵と，小学校で説明する加藤さん
NHK 広島局制作『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）より
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校記録で名前を確認し，あの女の子が，この

学校に在籍していたことを確認した。そして，

今，その学校に通っている子どもたちに自分の

体験を聞かせた，という場面がありました。場

所が，記憶をつなぐ大きなトリガーになっている

と感じた場面でした。

4.2　「大きな歴史」と「小さな記憶」

2つ目のポイントは「大きな歴史」と「小さな

記憶」です。個人的なことですが，2018年4月

から21年6月まで，私の妻と息子はドイツのベ

ルリンで生活をしていました。その3年間に私

も何度か日本とベルリンを往来し，行けば数週

間は滞在しました。ご存じの方も多いと思いま

すが，ベルリンにはユダヤ人の大虐殺を記憶に

とどめるための大きな記念碑があります。そこ

は，いわゆる観光地と言ってもいいぐらい有名

ですが，今，写真で見てもらっているのは，ユ

ダヤ人の大虐殺の記念碑から比較的近い，ひっ

そりとした場所にある，ナチスの犠牲になった

シンティ・ロマの記念碑です。

15世紀ぐらいからドイツ語圏に定住したシン

ティという集団と，定住地を持たないロマとい

われる人たちが，ナチスによる虐殺の犠牲に

なった。この記念碑は早くから作るという話に

なっていましたが，何年も延期され，デザイン

や場所もかなりの論争があったようです。

ユダヤ人の大虐殺に関しては，世界的によく

知られ，もちろん記憶にとどめておくべき歴史

ですが，シンティ・ロマの犠牲はあまりご存じ

の方は多くないのではないかと思います。

現在もロマの人たちはやはり差別の対象に

なっています。パンデミックで，新型コロナウ

イルスの感染拡大にロマの人たちが移動するか

ら感染が拡大しているのではないかとまで言

われる。そのような差別が続いていると聞いて

います。

私はこのシンティ・ロマの記念碑を訪れて，

「大きな歴史」が「小さな記憶」を覆い隠してい

ないだろうかということを考えました。自分とい

う存在は，家族や生まれ育った土地のコミュニ

ティーの記憶と不可分ではないかと思うのです

が，例えば国家という大きな主体の歴史が，小

さな記憶を覆い隠していないか。どちらが事実

に基づく記憶なのか，正しい歴史認識なのかと

いう話ではなく，歴史と記憶はパラレルに，並

行して存在しているはずなのではないかと思っ

ています。

1975年の広島制作の戦争体験画の番組に

こういうシーンがありました。明井さんというお

年寄りは，体が不自由で絵を描くことはできな

いが，なんとか自分の記憶を絵に残したいとい

うことで，代筆者に頼んで絵を描いてもらって

いるシーンです。死体となった母親が裸で，死

んだまま乳房を赤ん坊に与えているというとこ

ろを目撃していて，この明井さんはこのシーン

を丁寧に代筆者に伝えようとするのですが，途

中，声を詰まらせているんですね。明井さん

は，あたかも今，その光景を前にしているかのベルリンにある「シンティ・ロマの記念碑」6） 
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ような場面でした。

広島の原爆という歴史を前にすると，私たち

は，上空から捉えた原爆のキノコ雲の映像を

思い浮かべます。ですが，そのキノコ雲の大き

な雲の下に隠れていた，無数の小さな記憶が，

地上にあったのだということを，私はこのシー

ンで強く思いました。

4.3　「みんな」と「一人ひとり」

最後に，「みんな」と「一人ひとり」というこ

とを伝えたいと思います。これは，妻と息子が

ドイツで生活し始める前の出来事です。ドイツ

では，政策的に移民を受け入れてきたことに対

して非常に反発が大きかった時代が2016年か

ら17年にかけてありました。移民排斥運動や

ヘイトクライムがドイツで大きな問題になってい

たのが，この時期です。

この盛り上がりのあとの2018年に，私はベ

ルリンのある劇場で，ドイツ語や英語で書かれ

たポスターを見かけました。ドイツ語だと「DIE 

VIELEN」と書いてあります。英語版のもの

には「WE ARE MANY＊EVERY SINGLE 

ONE OF US」と書いてありました。私が見か

けたのはこのドイツ語と英語のバージョンのポス

ターだけでしたが，インターネットで調べたら，

同じデザインの何種類もの言語のポスターがあ

りました。移民排斥運動の激化とともに，多様

な民族，宗教，性的指向性，価値観など，い

ろいろな人たちがいるドイツの中で，みんな違っ

ている私たちがいる。どこにも多数も少数もな

いのであって，「違いのある私たち一人ひとりが

大勢いるんだ」ということを主張する芸術関係

者たちの運動体が，これらのポスターを作って

いたようです。

これを見たとき，私は，「みんな」ということ

ばと「一人ひとり」ということばの違いをあまり

考えたことがなかったなと思いました。このポ

スターも「EVERY SINGLE ONE OF US」と

いうことばをわざわざ書いている。「ALL OF 

US」と言いたくなるところを，「私たち一人ひと

り」と書いた明確な意図を感じました。私はそ

のあたりを，無自覚に「みんな」と言ってきた

かもしれない，ということを感じました。

沖縄で制作された戦争体験画の番組の中

で，この下
しもじょう

門さんは，アメリカ兵から逃れて隠

れた洞窟の中で乳飲み子が泣いてしまって，泣

き声を聞かれたら発見されてしまうから，赤ん

坊の口をしばらく乳に押しつけていたために，

息を絶やせてしまったという記憶を持たれた方

です。そのことをご主人はご存じなかったのが，

この絵の事実で初めて知ったというシーンがあ

りました。

NHK 広島局制作
『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）より
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私は，沖縄の地上戦も，広島や長崎の原爆

も，本当に一人ひとり記憶が違うんだなと思い

ました。この夫婦にとって，奥さんはご主人に

言えずに，自分の記憶をとどめていた。一人ひ

とり違う記憶を「みんな」とくくらずに，「一人

ひとり」伝えるにはどうすればいいのだろうと

感じました。

こうした「場」と「記憶」，「大きな歴史 」と

「小さな記憶」，「みんな」と「一人ひとり」とい

うことを考えさせる戦争体験画の放送でもあっ

たし，そういうことを編んでいくのが公共の役

割，ローカルの役割，放送の役割じゃないか

なということを感じました。

5.クロストークと事後アンケートについて

5.1　クロストーク

3人の発表のあとには，NHKの職員も参加
して，クロストークや質疑応答を行った。この
中では， ▼戦争体験画をめぐるテレビ関係者と
識者との役割分担のあり方や， ▼オーラルヒス
トリーとの類似性・親和性を踏まえた，「絵」と

「ことば」の関係性， ▼「大きな歴史」と「小さ
な記憶」の違いから，後者をどう伝えていくか，
などといったテーマについて意見が交わされた。

このうち，過去に戦争体験画の番組を手が
けたディレクターからは，「マスメディアの発信
するものは大きな物語になりがちで，それは悪
いことではないと思うが，絵を描いてくださっ
た方に個別に話を聞くと，やはり大きな話では
なく，みなさん口をそろえて『自分の周りで亡く
なった方を助けることができなかった』とおっ
しゃっていた。もちろん『世界の平和 』や『原
爆廃止 』などはその思いの先にあるのでしょう
が，やはり苦しんで亡くなった周りの方を助け
ることができなかったことがずっと心に残り，
最初に出てくる。絵にはそういった個別の思い
が入っていると感じた」と，自分の体験に触れ
ながら戦争体験画について述べた。

最後に，3人にNHKへのアドバイスを求め，
次のような助言を受けた。

田中氏は，「私も小さな記憶と大きな歴史は
同じ価値を持つと思うので，一人ひとりの体験
をエピソードにしないでほしいと考える。政治
や社会の全体の流れを報道するのはよくわかる
が，全体の中に位置づけられない新しい認識
や価値，問題が，一人ひとりの中から生まれて
くることがよくあり，それを知るときに私たちは
常識を相対化できる。その手がかりとしての，

下門よしさんの絵とそれを見る夫
NHK 沖縄局制作『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―』

（総合，2005 年 6 月 3 日，沖縄ローカル放送）より
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まさに大澤先生がおっしゃった『みんな』では
ない『一人ひとり』の価値をニュースや報道の
中でも注視をしていただきたい」と述べた。

齋藤氏は，「テレビも映像とことばを重ねて
新しい物語を作るところがあり，その中でどん
な物語を編むかはNHKのみなさんに委ねられ
ているので，そこは慎重に作る必要があるので
はないか。アートや芸術作品でも想像する余地
を残すところが作品の深さやよさに関係してい
るので，何か余地を残すような，それでいてス
テロタイプな押しつけをしない映像が見たいと
思う」と述べた。

大澤氏は「テレビというものは，東京から地
方に流され，ローカルは周縁というイメージが
長らくあった。事業も，東京で制作したものを
地方の展覧会で巡回させるという仕組みが長く
続いてきた。しかし，インターネットというイン
フラがほぼ地球上に整い，コロナ禍で移動に
制約がかかる今となっては，『その人がいる場
所が中心だ』という考え方に基づいていくべき
ではないだろうか。公共放送や公共放送が行
う事業は，東京を中心に周縁に裾野を広げる
という発想も必要だが，今後はそう切り替えて
いったほうがいいのではないか。戦争体験画
はそういった『公共』と『ローカル』と『放送 』
の意味を感じさせてくれた」と述べた。

これらを受けて，番組制作担当者からは，
「小さい物語ということは私たちも大事にして
いるが，エピソード化については耳が痛い。若
い人たちの入り口になるきっかけ作りのために，
わかりやすい形に収れんしてしまうことがある」
と，制作現場の置かれた現状を伝えた。

5.2　事後アンケート

事後のアンケートでは，参加者から以下のよ

うな感想が寄せられた。
「助けられたのではないかと今でも自分を苦

しめる後悔の念，思い出すことのつらさと，忘
れられないつらさ等が絵から感じられ，初め
て戦争を自分事として身近に感じられた。ふだ
んの光景と異常な光景が入り交じる体験画は，
いつ自分に降りかかってきてもおかしくないも
のに感じた」
「原爆の絵の募集を担当したことがあるが，

自身が絵を集めることがすなわち『戦争証言』
を集めることとの思いで行っていたことが，学
術などの側面からしっかりと把握ができた」
「公共放送，公共メディアとしての地域放送

局の役割の今後について考える，いいきっかけ
になった。“ここで”あったことの記憶の地層，
一人ひとり違う記憶を伝え編むこと，体験画は
地域の魅力や資源を発掘する手立てにもなる
……など，非常に心に響くことばを聞き，地域
の中のNHKで働く一人として気持ちを新たに
する時間を持てた」

6. 発表を受けての考察

6.1　「記憶と表現の齟齬」について

今回の3人の発表には，重なり合う点がいく
つか見られた。一つは「記憶と表現の齟齬」で
ある。これは田中氏の発表で指摘されたことだ
が，齋藤氏の発表でも「穏やかな印象を受け
る絵」の説明のことばを読んで「悲惨さにがく
然」とし，「見る側」の「齟齬」についても触れ
られた 7）。こうした（ことばで表された）体験者
の記憶と，絵の表現との間の齟齬は，絵にこと
ばを補うことで理解が深まる場合もあるが，田
中氏の言うようにそのことば自体が「語られな
い」こともある。その場合，体験者の記憶の
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深層にたどり着くのに必要なのは，「絵を通じ
た対話」（田中氏）であり，その際に私たちの
手がかりになるのが，体験者がイメージを「外
化」（齋藤氏）した「絵」にほかならない。

この齟齬は，「『絵 』と『ことば』の齟齬」と
いう形をとって表れる可能性が高いが，今回の
クロストークでは，オーラルヒストリーとの類似
性について論じられた際に，この点に議論が
及んだ。田中氏は歴史学の視点から意見を述
べ，中世絵巻の中にも，テキストである詞

ことば

書
が き

と
画像である絵にズレがあり，そのズレこそが埋
もれている歴史を浮かび上がらせる方法論にな
るのではないかと述べた 8）。齋藤氏は，「描画
療法」が行われるときには絵を描くこと自体よ
りも治療者とのコミュニケーションや話すこと
が重要になるので，そのあたりにこの問題のヒ
ントがあるのではないかと指摘した。

今後，研究の必要がある分野であると同時
に，ことばと映像で情報を伝えるテレビという
メディアの研究にも，一助をなす視点であろう。
また，視聴者に向けて齟齬を減らしてわかりや
すく伝えるのが放送であれば，放送に至らな
かった取材段階の豊富な記録も，絵を理解す
るための重要な資料になると言えるだろう。

6.2　「小さな記憶」とマスメディア

大澤氏の「『大きな歴史 』と『小さな記憶 』」
あるいは「『みんな』と『一人ひとり』」について
も，多くの意見が出された。これを放送という
マスメディアやジャーナリズムといった視点から
見た場合，次のような点に考えが及ぶ。

放送現場の者は，人を取材してそれをテレビ
などのマスメディアで伝えるとき，大きくは2つ
のアプローチをとる。一つは，世論調査やアン
ケートなどのデータを柱に，多数が占める層を

体現するような人物や家族を探し出し，その人
の個別の“実例”を通して現実世界を説明する
アプローチである。あるいは，ある集団を代表
する人物にスポットを当てるというアプローチで
ある。これは，大勢の人の置かれた状況や多
数派の意見を，その人物に代表させて表現する
手法である。したがって，その人物の位置づけ
や描き方の大枠はあらかじめ決まっている。

一方，必ずしもデータ的な代表性や集団にお
けるポジションを背負わない人物にスポットを当
て，その人が置かれた環境や，実際に起こした
行動などを伝えるというアプローチをとる場合
もある。この場合，伝えるべきなにがしかの普
遍性や代表性がその人物にあるのか? というこ
とがしばしば問題になる。しかし，“社会問題”
は，必ずしも最初から社会問題として成熟した
形で世に認知されているわけではなく，社会問
題“未満”の事象はしばしば「出来事」などの
形で現れる。マスメディアやジャーナリズムは，
その普遍性や一般性，あるいは代表性を保証
する調査データが仮に不十分であっても，ふさ
わしいと判断した場合には，取材をして世に伝
えなければならない場合が多くある。

実際には，前者と後者は入り組んでいるが，
「『大きな歴史 』と『小さな記憶 』」で問われた
のは，小さな記憶を大きな歴史に埋もれさせな
いアプローチのありようを，メディアがいかにし
て確保するかということでもある。

この後者のアプローチを実現させるのに，よ
り近い立ち位置にあるのが，放送で言えばロー
カル放送ではないだろうか。ローカル放送にお
ける取材対象者や放送の受け手は，「隣人」（井
上裕之・吉田功2021，p.94）である。その人に
何らかの普遍性や代表性があるからではなく，
隣人だから伝える，ということがここに成立し
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ているのではないだろうか。もちろん伝えるか
らには何らかの理由は存在するが（戦争を体験
したことや戦争体験画を描いたこと），それが
戦争という大きな物語を説明するのに適してい
るかどうかは別で，「隣人に起きた出来事だか
ら伝える」という説明がローカル放送では成立
すると考える9）。戦争体験画の収集をローカル
放送局が担当してきた背景には，こうした点が
深く関係していたのではないだろうか 10）。

　
6.3　「『場』と『記憶』」とマスメディア

ローカル放送局が「『大きな歴史 』と『小さな
記憶 』」あるいは「『みんな』と『一人ひとり』」
を伝えるよりどころを考えるヒントになるのが，

「『場』と『記憶 』」ではないか。大澤氏は「『こ
こで』『そこで』『あそこで』という『場所』が
存在し続けている。『ここであった出来事』が，
異なる人の記憶をつなぐ結節線になり得る」

「『場所』には，きっと『記憶の地層』のような
ものがあって，その記憶の地層を掘り起こすこ
とができる」と指摘している。ここには，場所
は時代を越えてつながることのできる可能性を
持っているという指摘がある。

そして，場所を示すのに「ここ」「そこ」「あ
そこ」ということばが用いられた。これは，話
し手のいる場所を基準にして指し示す言い方
で，言語学では「ダイクシス」11）（直示性，境
遇性）と呼ばれる。私たちは無意識のうちにこ
うした基準で，ものごとと自分との距離を測っ
ている。例えば，自分がよく行く場所，ある
いは行ったという「体験 」12）をしている場所で
事故が起きたというニュースを見聞きしたとき，
私たちは「え，あそこで!?」「まさか，あの○○
で!?」などと頭の中で思う。離れてしまったふる
さとで起きた場合でも同様の表現が浮かぶ 13）。

しかし，行ったこと，体験したことのない場
所で起きた事故の場合は，仮にその地名を知っ
ていても，「あそこ」「あの」などの表現は浮か
ばない。単に地名を知っているだけの場所と，
体験を踏まえた場所を，私たちは無意識に区
別している。世の多くの出来事を“自分事”と
して捉えるかどうかについて，私たちはダイク
ティックな関係を持つ場所かどうかを基準に捉
えている可能性があるのではないだろうか。

ローカル放送は，こうしたダイクティックな場
所を共有すること（つまり同じ場所を「体験 」
すること）でつながる隣人（の総体）を対象に
している。戦争体験画がローカル放送で募集・
紹介され，地元で保存されるという形で一定の
成果を上げてきたのは，こうした場と隣人に支
えられてのことであると言えるだろう。

7. おわりに〜今後の課題

7.1　絵の記録性と史料批判について

今回の勉強会で，戦争体験画の見方のいく
つかは整理されたと考えるが，今後も考えてい
くべき課題は多い。例えば，「絵に描かれたも
のは本当に起きた，ありのままの出来事と捉え
てよいのか?」という素朴な疑問は残り続けるの
ではないだろうか。これは，戦争体験画の出
発点にある問いでもある。

絵と写真を媒体として比較した場合，写真
は対象からの光がフィルムに投射されるという
物理的な因果性によって生成される。一方，絵
は人の脳による処理を経ており，写真のように
ありのままに（それも一瞬で）現実を写し取る
ことはできない。絵は常に写真との比較のもと
で，記録性に劣るとされがちである14）。

ジャーナリズムの視点では，客観性が重視さ
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れる。B・マクネア（2006）では，ジャーナリス
トの仕事で重要とされる「客観的ジャーナリズ
ム」の特徴について，「事実と意見の分離」「信
頼すべき筋の裏づけ」（同書p.118）などの特徴
を挙げられており15），マスメディアはそれらを重
視して報道をしている。こうした視点から見る
と，写真に比して絵は主観的で裏づけに乏しい
という“弱点”を持つとも感じられる。

しかし，そうした“弱点”は，絵に限ったこと
ではなく，言語も同じく主観的な側面を持つ。
また写真も，構図やアングルなどの選択には
主観が含まれ（それゆえ個 人々の「表現」の手
段にもなる），撮影日や撮影場所を示すキャプ
ションに人為的な誤りが混じれば事実をめぐる
解釈はたちどころに変わる。昨今のデジタル写
真は加工が容易であるため，その記録性にも
疑問符がつく16）。歴史的事実として語れるかど
うかを検討するにあたっては，どのような史料
であっても「史料批判」（田中氏）を通して，そ
の由来や信頼性などを検討しなければならない
というのが歴史学の基本的な見方であろう。そ
れは絵に限ったことではない。

7.2　記憶の変容について

もう1点，戦争体験画は記憶論の観点から
も検討課題を抱えている。何十年という時間
が経過してから想起して描くことによる「記憶
の変容が起きているのではないか?」という点
である。一般に記憶は変容するという研究は
すでに数多く存在する17）。

広島平和記念資料館の学芸担当者が書いた
勝部知恵（2005）では，広島の原爆の絵に描
かれている出来事（原爆投下の日に機銃掃射
があったこと）について被爆者から反論があり，
事実関係を調べたもののどちらが正しいのか

確認がとれなかった例を挙げている18）。一方，
例えば NHK広島の制作した『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）では，同じ光
景を描いたと見られる絵を複数集めて信ぴょう
性を高める作業を番組内で行っている19）。この
ような作業ができる絵は必ずしも多くないだろ
うが，絵を手がかりにした地道な実証作業が重
要と言えるだろう。

記憶の変容について論じるには稿を改めな
ければならないが，記憶は必ずしも変容しない
という意見もある20）。白井利明（2008）では，
過去・現在・未来と視点が移動することと事
実性の問題について述べる中で，「記憶は変容
するというと，すべてが変わってしまうような
印象がある。『過去は美化される』ともいうが，
必ずしも美化されるわけではない。ある出来事
に対する認知は変わらなくても，個人の中での
位置づけが変われば，その出来事の意味が変
化するのである」と述べ，各時点で意味が変
化したとしても，事象の存在などの客観的な事
実が変わるとは限らないと述べている。こうし
た研究分野にも目を配っていくべきだろう。

また，実際に目撃した「ありのまま」ではな
いものの一つに，描き手の「表現」と言えるも
のもある。田中氏が取り上げた金田さんの絵の

「土くれ」のようなものや，齋藤氏の取り上げた
豊永さんの絵に見られる「弔い」21）の要素によ
るものである。実際にどうであったかを伝える

「描写」とは異なる，絵画ならではの（意識的
な）「表現 」の要素が強い。絵が過去の事象
と，現時点の描き手の気持ちの両方を兼ねる
部分であり，対象と描き手の関係性が表れる
部分でもある。絵の長所だと受け取る人もいれ
ば，「ありのまま」から離れる点で短所と捉え
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る人もいるだろう。絵の収集目的にも関わって
こようが，こうした点を聞き取り，記録しておく
ことが，実証的な視点から絵を見る窓を開けて
おくことの一助になる。ことばによる聞き取り
の重要性を改めて確認しておきたい。

7.3　絵の向こう側へ

広島の原爆で親族を多数失った佐伯敏子氏
は，原爆の絵について，「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
指摘している22）。これは，戦争体験画を見た
とき，非体験者は人間を描いた「絵」，つまり
描かれた対象よりも絵という媒体あるいはモノ
を重視して見てしまうが，体験者は絵によって
指し示された現実の「人間」のほうが重たく思
い出される，ということを述べていると言える
だろう。体験者にとっては，目の前にある手段
としての絵よりも，今も目に浮かぶ対象として
の現実のほうが重要であり，現実がたまたま絵
という手段で表されたにすぎないという問題意
識を，佐伯氏は「絵人間」という表現で端的に
言い表している。佐伯氏が「絵人間」という表
現に込めた，絵の“外部”への強烈ないざない
は，「絵を『通じて』知る」（田中氏）という，絵
の向こう側へといざなうメッセージに呼応して
いるのではないだろうか。

民衆の歴史を記述してきた歴史家のC・ギ
ンズブルグは，史料を通して過去を見ることを

「歪
ゆが

んだガラス」23）に例えている。絵の向こう側
を見通すのは簡単ではないが，私たちはさま
ざまな角度から絵の見方を理解して，絵の向
こう側を見通せるようにしていく必要があると
考える。

（いのうえ ひろゆき）

注：
 1） プロジェクトごとに「原爆の絵」「沖縄戦の絵」な

どの呼称が用いられるが，筆者はこれらを「戦
争体験画」（井上裕之 2020）と呼んでいる。

 2） NHK長崎局では，2021年にも「未来へつなぐ 
令和　原爆の絵」と題して，4 ～ 6月と，7 ～ 12
月の2回に分けて戦争体験画の募集を行った。

 3） 当初は戦後75年にあたる2020年3月6日の文研
フォーラムでワークショップとして実施予定であっ
たが，コロナ禍に見舞われ中止となった。本勉強
会はそれをもとにして実施したものである。

 4） 石川光陽（1992）p.91より。
 5） 発表内容の一部は，齋藤亜矢（2014）に詳しい。
 6） 撮影者：Mike Peel （www.mikepeel.net），タイ

トル：Memorial to the Sinti and Roma victims 
of National Socialism, Berlin.

 7） 見る側の齟齬，あるいは説明文と絵の齟齬につ
いては，ヒロシマの原爆の絵を対象にした直野
章子（2015）でも指摘されていて，大勢の死者を
描いたとおぼしき絵に「小鰯の箱をひっくりかえ
したよう」（同書p.188）という文章が添えられてい
る例などを挙げている。

 8） 筆者はかつて，井上裕之（2016）で「東京空襲体
験画」と「沖縄戦の絵」を比較し，「聞き手（伝え
手）による違いから」その違いを述べたことがあ
る。筆者が2004 ～ 06年に沖縄放送局で担当し
た「沖縄戦の絵」のプロジェクトでは，届けられ
た絵を接写したうえ，1分ほどのテレビニュース
にして毎夕ローカルニュースで紹介していた（うち
1回は5分程度の長い企画ニュースであったが）。
このため，絵に伴う説明文はこの1分ニュースの
ナレーションに沿った形で付されることが多く，
書籍（NHK沖縄放送局編，2006）やネット上で
の説明文にもこれが再利用された。こうしたテレ
ビニュース向けのナレーションは，画面に映し出
される映像を最大限わかりやすく説明する，テレ
ビに特徴的な文体になっている。こうした，映像
とことばの齟齬を極力減らす文体は，放送現場
の記者やディレクターが初期に体得する能力によ
るものであるが，逆に言えば，映像に映っていな
いものの説明は最小限に抑えられる傾向もある。
このようにメディアの違いによる文体の差が絵の
説明文の違いに反映することが考えられるため，
メディア側が書いた説明文とは別に，体験者が
語った説明も，たとえ絵にそれが描かれていなく
ても文章としては記録して残していく必要がある
と言えるだろう。

 9） 「沖縄戦の絵」では，毎夕のニュースで1日1枚（あ
るいは1人），寄せられた絵を紹介していたが，
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紹介の順番は，基本的には届いた順にランダム
に伝えており，約3か月に及ぶ沖縄戦の時間経過
を追って伝えていたわけでもなく，地域ごとに整
理して放送していたわけでもない。その結果，前
後の脈絡にとらわれることなく，一人ひとりの個
別の体験を伝えることが容易であった。毎日伝え
るジャーナルなメディア（それもニュース番組）だ
から成立した手法とも言える。一方，集まった絵
を題材に30分以上の番組を作ったり，絵を書籍
化したりした際は，全体の構成を意識し，「これ
が，沖縄戦の全体を表しているだろうか?」「これ
が，この流れに当てはまるだろうか?」という問い
が生まれ，メディアや番組による違いが表現，あ
るいは情報の取捨選択に影響したと考えられる。
ニュースはいわば“細切れ”でもよく，個々の体
験をそのまま，かつ（取捨選択せず）網羅的に伝
えられる側面はあったが，そこでも時間などさま
ざまな制約は存在していた。体験を聞き取り，細
かく正確に記録することと，それを表現して伝え
ることとは，切り離して考えるべきで，今後，証
言をアーカイブする場合，放送されたものだけで
なく，それに付随する（放送されなかった）記録
も手厚く残していく必要があるということになる。

 10） すみだ郷土文化資料館も地域性を色濃く有してい
る。展示館を「メディア」と捉えるならローカル放
送局と同じ枠組みの議論ができるだろう。

 11） 田窪行則（2014）ではダイクシスを次のように定義
している。「言語表現のなかで発話場面の情報を
組み入れなければ定義できない性質のことをダイ
クシス（deixis:直示性，境遇性などと訳される），
このような発話場面の情報を組み入れたダイク
シスの性質を持つことをダイクティック（deictic）
といい，そのような表現をダイクティック表現

（deictic expressions, deictics）という。ダイクシ
スは，認知主体としての話し手（＝「私」），発話
時（いま），発話場面（ここ）を基準とした情報管
理のシステムであり，これらを基準として相対的
に定義される表現である」。

 12） 「体験」は指示のあり方にも大きく関係するが，井
上裕之（2020）で述べた「証拠性」（エビデンシャ
リティー）にも関わる概念である。

 13） 指示語の使い方について金水敏（2014）では「観
念指示」「記憶指示」と位置づけている。また「例
えば，“カステラ”が買ってあるはずだという前提
を踏まえて，「母さん，あのカステラ食べない?」
などという場合の「あのカステラ」は，（中略）指
示対象は発話現場にないので観念指示というこ
とができる」としている。

 14） A・バザン（2015）では「絵画と比べた場合の写

真の独創性は，その本質的な客観性にある。（中
略）外部世界のイメージは初めて，人間の創造
的介入なしに，動かしがたいプロセスに従って自
動的に得られるようになった」「写真の客観性は，
いかなる絵画作品にも欠けていた強力な信憑性
を写真映像に与えたのである」（同書pp.15-16）と
述べている。

 15） B・マクネア（2006）は，ここに述べた「客観的
ジャーナリズム」の特徴を紹介する前に，「客観
性はその概念に対するある種の批判にもかかわら
ず，リベラルデモクラシー社会に密接な問題であ
り続けており，また次に示すように，しばしば彼
らの表現物にとっての防波堤ともなっている」と
述べ，こうした特徴が職業上のジャーナリズムに
限定されることだとして扱っている。

 16） 最近では門林岳史（2021）が哲学者で記号学者
のパースの分類を踏まえ，デジタル写真にイン
デックス性はあるか，という視点で論じている。

 17） 例えば，E・F・ロフタス/K・ケッチャム（2000）
には多くの事例が掲載されている。また，M・ア
ルヴァックス（1989）では「想い出とは大部分，
現在から借用した所与の力を借りて過去を再構
成すること」と述べている。次のP･L･バーガー

（2017）の説明は基本的な捉え方の一つと言えよ
う。「われわれが過去を思い出すとき，何が重要
で何が重要でないかという現在の考えによって，
過去を再構築する」「少なくともわれわれの意識
の内部においては，過去は順応性に富み柔軟性
に満ちている。すでに起こった出来事を回想し，
再解釈し，説明し直すたびに，過去は絶えず変
化してゆく」

 18） 勝部知恵（2005）では，そのうえで「『市民が描
いた原爆の絵』は，記憶から再構成されたものと
いう意味で，現物資料・写真とはまた別の性質
を持つ。絵は写真ではない。個人的な体験や記
憶から構成されたものであり，被爆後も作者の記
憶の中で繰り返し蘇り，反芻され，定着していく。
その過程で誇張あるいは簡略化され，印象深い
鮮烈なシーンのみが選び取られていくのである」
と述べている。しかし，これは絵に限らず証言も
同じ問題を抱えていると言える。

 19） 赤ん坊を守るようにして亡くなっている親子の姿
について「後で思うと，自分の母と妹だったので
はないか」と長年思っている人物が，それを絵に
して番組に寄せたところ，同じ場所の同じような
光景を描いた人が7人いた，という内容を伝えて
いる。NHK広島放送局編（2003）にも同内容が
掲載されている（pp.114-116）。

 20） ヴァレリー・R・ヤウ（2011）は，オーラルヒストリー
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と記憶の関係について，心理学者の研究を紹介
しつつ，「心理学者による研究を用いて，記憶に
基づいたオーラルヒストリーの証言が，実際の出
来事についての情報になり得るということについ
て議論してきた。同時に重要なことは，記憶が出
来事の重要性を私たちに教えてくれるということ
である」（同書p.88）と述べている。

 21） NHK長崎局の番組『もういちど“長崎の原爆”を
みつめる 原爆の絵 ふたたび』（2020年5月15日，
長崎ローカル放送）でも，被爆して助けを求めて
きた女学生の絵を描いた男性が，肌が焼けただ
れて裸同然だった被爆時の彼女の様子に加えて，
被爆前の服を着た状態の絵も描き，祭壇にまつる
ところが紹介されている。こうした弔いの視点に
ついても，改めて広く論じる必要があろう。

 22） 直野章子（2004）による
 23） C.ギンズブルグ（2001）では，歴史学をめぐるい

わゆる「言語論的転回」に関わる議論を踏まえて，
「資料は実証主義者たちが信じているように開か
れた窓でもなければ，懐疑論者たちが主張する
ように視界をさまたげる壁でもない。いってみれ
ば，それらは歪んだガラスにたとえることができ
るのだ」（同書 p.48）と述べている。
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