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OWADA Shun

I never lock a door of a room
different from the one you are in
I never lock a door of a room different
from the one you are in
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NAKAMOTO Hirofumi

水際からの訪問者
Visitors from the Riverside
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HYAKUTOU Takeshi

無題
Untitled
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Untitled
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SASAKI Ken

無題（石、高尾山）
Untitled (stone, Takao-san mountain)
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雑巾（絵画教室）
Rag (painting class)
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谷中佑輔

TANINAKA Yusuke
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ツチクジラの地理的身体
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ツチクジラの地理的身体

Geo-body of Baird’s Beaked Whale
Geo-body of Baird’s Beaked Whale

佐々木健
the projected map
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SASAKI Ken

無題（空）
Untitled (sky)
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無題（人造宝石）
Untitled (artificial gem)
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無題（採掘場）
Untitled (querry)

迎英里子
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MUKAI Eriko

アプローチ 8.0
approach 8.0

仲本拡史

NAKAMOTO Hirofumi
究科メディア映像専攻修了。主なグループ展に「Accidental
（2014 年、渋谷ヒカリエ 8 / COURT）、
Tools 予測不可能な文房具」
「い

ま、映 像でしゃべること ? Orality in the Moving Image 」
（2013 年、渋谷ヒカリエ 8 / COURT）。エンカウンターズ映画祭 （2017
年、イギリス）、ドレスデン映画祭（2015 年、ドイツ）、
ヴィジョンドレー

ル映画祭（2014 年、スイス）、ハンブルク国際短編映画祭（2014 年、
ドイツ）、イマジンサイエンス映画祭 （2014 年、ニューヨーク）、ベル

リン映画祭（2013 年、ドイツ）、ケララ国際映画祭（2013 年、インド）、
ミラノ映画祭（2013 年、イタリア）、ワッタン映画祭（2013 年、ミャンマー）
などに参加。

1986 in Kanagawa. Received his M. F. A. in Film and New
Media from Tokyo University of Arts in 2013. Group Shows
include ”Accidental Tools” (Shibuya Hikarie 8 / COURT,
Tokyo, 2014), ”Orality in the Moving Image” (Shibuya
Hikarie 8 / COURT, Tokyo, 2013). His works were shown
at the Encounters Festival (UK, 2017), FILMFEST DRESDEND
(Germany, 2015), VISIONS DU REEL (Switzerland, 2014),
Internationales Kurzfilm Festival Hamburg (Germany,
2014), Imagine Science Film Festival (USA, 2014), Berlin
International film Festival (Germany, 2013), International
Docu- mentary and Short Film Festival of Kerala (India,
2013), Milano Film Festival (Italy, 2013), Wathann Filmfest
(Myanmar, 2013).

NAKAMOTO Hirofumi
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仲本拡史

1986 年神奈川県生まれ。2013 年東京藝術大学大学院映像研

9

水際からの訪問者
Visitors from the Riverside
3-channel video, 3′50″, 2017

百頭たけし

HYAKUTOU Takeshi

（2016 年、TAP Gallery）、
（2015 年、
「D 現場」
「Busy, busy, busy」

TAP Gallery）、
（2010 年、多摩美術
「帰ってきた なぜ、怪獣図鑑か」
大 学 内 サイトー 美 術 館）。グ ループ 展として「 Seize

the Uncer-

（2017 年、東京藝術大学美術館）、
tain Day」
「Debris*Lounge」
（2016 年、ゲンロン カオス * ラウンジ五反田アトリエ）、
「X 会とパープルー

ム」（2016 年、もりたか屋）、「MOBILIS IN MOBILI – 交 錯する現
在–」（2013 年、コーポ北加賀屋）などに参加。Gabriele Basilico

Prize in Architecture and Landscape Photography ノ
ミネート（2015 年）。

1980 in Gunma. Graduated from the Department of
Language Studies of Teikyo University in 2004. Solo exhibitions include “Site. D” (TAP Gallery, Tokyo, 2016), “Busy,
busy, busy” (TAP Gallery, Tokyo, 2015), “The Return of Why
an Illustrated KAIJU Dictionary” (Saito Museum, Tokyo,
2010). Group Shows include “Seize the Uncertain Day”
(The University Art Museum - Tokyo University of the Arts,
Tokyo, 2017), “Debris*Lounge” (Genron Chaos*Lounge
Gotanda Atelier, Tokyo, 2016), “X association with
Parplume” (Moritakaya, Fukushima, 2016), “Kitakagaya
Crossing 2013: MOBILIS IN MOBILI” (COOP KITAKAGAYA,
Osaka, 2013). Nominated for Gabriele Basilico Prize in
Architecture and Landscape Photography (Italy, 2015).

HYAKUTOU Takeshi

無題
Untitled
Inkjet print, 2016–2017
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百頭たけし

1980 年群馬県生まれ。2004 年帝京大学文学部日本アジア言
（2017 年、コ本や）
語文化学科卒業。主な個展に「カイポンする」
、

11

12

あ な た は 私の知ら ない結 婚 式に 出 たのよ ︒

本展アシスタント・キュレーター

なのに 写 真には 写ってな かった わ ︒

若山満大

それは 大 変 なことよ ︒ あなた は 仲 間 じゃなかったのよ

lecture #0

慰問写真と紙の束

the bonds and a sheaf of papers

て現地に送られ、将兵の寸暇を慰める」慰問写真は、国民が

1

戦争に参加する方法のひとつとして挙げられている 3 。たとえ

2

ば、神楽坂警察署勤務の警官・平松市平は「手すさびの写真
機による銃後奉公を思いたち、非番や公休日を利用して去る 3
月頃から、最初は署員の出征留守宅訪問を始めたものだが、こ
れが勇士達から大変な歓迎をうけたのに張り切り、どんどん一
般からの希望にも応じ、遠近を問わず出掛けるようになって既
に六十余家族を撮影発送」4 していたという。こうした草の根的

3
4
5
6

ピエール・ブルデュー監修／山縣熙、山縣直子訳『写真論 その社会的効用』
1990年、法政大学出版局、p. 29
「銃後写真」「戦線へ送る郷土ニュース」などの呼称もあるが実態は同じであり、
本稿では名称の如何にかかわらず、この定義に当てはまる写真の名称あるいはその
ような写真の総称として慰問写真という語を使用する。
丹羽長道「戦争に写真はどう使われるか」『アサヒカメラ』第24巻第4号、朝日
新聞社、1937年10月、p. 608
「勇士よ遺家族は健在 写真奉仕の一警官」『アサヒカメラ』第25巻第3号、朝日
新聞社、1938年9月、p. 553
「慰問写真はどう写せば良いか」
『カメラクラブ』第5巻第12号、アルス、1940年12月
慰問を目的に作られた写真入り雑誌の例としては、札幌市銃後奉公会発行の『郷

7

九州以外の事例としては、千葉県豊海村、千葉県福岡村、群馬県中川村、岡山
県妹尾町、岡山県二万村の事例を歴史学者・一ノ瀬俊哉が実物を収集・実見し
たことを報告している（
『故郷はなぜ兵士を殺したか』2010年、角川学芸出版、p.
138）。筆者も岡山県邑久村、長野県東筑摩郡の事例を収集・実見している。後

8
9

者はかつて東筑摩郡に属した泉田村・日向村などからなる朝日森林組合が発行元
になっている。
ピエール・ブルデュー監修／山縣熙、山縣直子訳『写真論 その社会的効用』
法政大学出版局、1990年、p. 30
中島三千男「日露戦争『出征軍人来翰』の分析̶
『慰問状』の果たした役割と
出征兵士の意識」
『歴史と民俗』1、神奈川大学日本常民文化研究所、1986年

土便り』や鶴岡市銃後奉公会発行の『郷土たより』などが挙げられる。

な善意だけでなく、慰問写真を撮る動機はさまざまであった。

1943 年 1 月以降フィルムなどの供給統制が始まるなか、慰問写
真を撮影する有志にだけは銃後奉公会からフィルムが配給され
た。「初めは慰問写真だというので、何か特別の観念を持って
記念撮影のようなものを写していましたが、そうではいけない。

場の玄関が写る。さらにページをめくると、郷里の山並みや川、

イムラグなく銃後から前線へ伝えられた、いわば「草の根の報

第一私達がカメラを向ける時には、もう頭には慰問にするしか

田園の風景を一望する写真があり、新しくかかった鉄橋や新設

道写真」であった。共同体の祝祭的催事において撮影される

ないよりも、作品を作ろうという観念が一ぱいになってしまって

の「サイレン」の写真が並ぶ。戦捷祈念として同郷の人々が大勢

写真について、社会学者ピエール・ブルデューは次のように言

（中略） 結局自分もその中でこれまで趣味写真と同じ作品を作る

神社に集い、一斉に頭を垂れる姿。銃剣道やバケツリレーで溌

及する。

感覚を味わっているんです」5 というアマチュア写真家・外川朝

溂と汗する住民運動会のようす。そうした郷里の近況報告が終

次の証言は慰問写真へのひとつの態度を示している。一部のア

わると、「御出征勇士御家族一同」と書かれたハトロン紙が現

重要な儀式の写真が可能なのは、それが社会的に認められ、

マチュア写真家（ハイアマチュア）にとって慰問写真は、物資統制

れ、それをめくると同じ地区に住まう5 組ほどの留守家族の集

社会的に規定され、したがってすでに社会的に盛大に祝福され

のなかでフィルムを入手する「経路」であり、尚且つ国家的非

合写真が現れる。写真の脇には「〇〇地区御家族」と書かれ

た行動を定着するということのゆえ̶ただただそのことのゆえ

常時において合法的（合倫理的）に趣味を嗜むための方便でも

ている。将兵たちはページをめくりながら、自分の家族を探した。

である。撮られるべきもの以外に、撮られうるものは何もない。

慰問写真という概念あるいは制度によって、カメラを持ってさえ

紙の束は「郷土」を可視化する。それは平時の地縁的共同体

るからである。そして儀式が写真に撮られるべきなのは、それが、

いれば戦線にいる将兵と銃後の留守家族を結ぶという「奉仕」

とは違う。慰問写真帖が可視化するのは、地縁的関係・血縁

集団が集団としての自分に関して想い描いている理想像を実現

が可能になった。趣味としての技術（余技）もまた、戦時におい

的関係を解消再編成することで現れる政治的な場としての郷土

するからである。8

ては供出の対象になったのである。1939 年 7 月14日の東京朝日

である。

・・

・・

儀式が写真に撮られうるのはそれが日常的なしきたりを免れてい

あった。

̶

（陸軍省・
新聞社・全関東写真連盟主催「郷土将士カメラ慰問」

慰問写真帖の留守家族写真には、いわずもがな出征者の姿は

海軍省・内務省・厚生省後援）は、アマチュア写真家の動員が極め

ない。言い換えれば、そこに示されているのは「父の不在（兄

序（伝統）と共犯し存続することは、ある種の理想像でありえた

て大規模に行なわれた最初の事例である。草の根的な善意で

の不在）」である。留守家族の集団写真が異様なのは、ひとえに

だろう。しかし、これを将兵（父）はどう受け止めたのであろうか。

あれ、ハイアマチュアの方便であれ、カメラを持ち写真を撮る

この女性・子ども・年配者の割合の高さゆえである。壮年ある

自分の家族の「理想像」に自分が写っていないことを、彼らは

人々は動員の対象となり、写真報国の名のもとに戦時体制に編

いは青年の男性がもれなく不在の血縁集団を「家族」と呼ぶこ

どう受け止めたのであろうか。将兵たちは写真によって排除さ

成されていった。

とには抑圧し難い違和感が付きまとうし、それを「円満な状況」

れている。写真のなか／共同体における彼らの不在は、被写体

として受け入れるには無理がある。しかし実際には、この写真

の社会的紐帯を証明する（撮られるべきもの以外何もない）という写

1

たしかに「非常時の家族」において、郷土という仮構された秩
・

・・ ・ ・ ・ ・

・・ ・

・・・・・・・・・・・・

慰問写真にはいくつものバリエーションが存在する。たとえば（慰

が将兵に「銃後の無事と団結」を知らせ「安堵」を与えたの

真の機能が逆説的に働いた帰結なのである。ここにおいて彼ら

問状を添えた）手焼きの印画紙、市販の絵葉書、雑誌 6 、そして

である。明らかな不安定を「安定」と読み替えうる根拠とは、

の帰属先は血縁的家族ではない。彼らはただ苛烈な排除の原

写真帖の形態をとるものがある。「慰問写真帖」は銃後奉公会

すなわち「別の秩序」̶ 家族（父）の欠落を補完／代替する

理によって戦線へと押しやられる。郷土は常に「後顧の憂いな

や在郷軍人会、愛国婦人会などを実行部隊としつつ制作され、

もの、あるいは求心力を欠いて分解する家族構成員を包摂する

く＝戦え」と迫るのである。慰問文が「集団脅迫状」9 であった

町村共同体の出資によって発行された。これもいつ頃から発行

紐帯の論理である。

され始めたのかは判然としないが、現存例を確認する限り、

ように、慰問写真帖もまた前線においては督戦装置として機能
した。

1939 年から 1942 年までに発行されたものが多い。とはいえ現

慰問写真帖の冒頭に必ず掲載される首長や在郷軍人は、父の

存例はさほど多くなく、そのほとんどは九州地方で制作されてい

代理（＝かつての秩序の代理）として現れる。それは戦前社会が身体

慰問写真帖という紙の束は戦中社会の結束と排除を同時に体

る 。慰問写真帖の特徴を挙げるとすれば、ひとつは「留守家

化していたイデオロギー（家族国家観）を想起するがゆえというわ

現していた、というのは言い過ぎだろうか。いま、一冊の慰問

族の集合写真」、つまり複数の留守家族が一枚に収まっている

けではなく、むしろ、町村共同体や在郷軍人会の軍人援護活

写真帖を手に取り、眺めている。黒い煤が指に付く。表紙は柔

写真が掲載されていることである。そしてもうひとつはその形状、

動が実質的にも留守家族を助け「父の代理」たりえていたこと

軟性を失って朽ち始めている。しかし留め具は、ハトメ金具は

かつて日本には慰問写真とよばれた文化があった。この言葉が

つまり留守家族写真や郷里の風景、郷里で起こった出来事の

に起因する。ここにおいて、出征した父の不在を家族は乗り越

錆び付いてもなお堅牢に紙の束を捕らえて離さない。錆は紙を

厳密にいつ生まれたかは判然としない。しかし、少なくとも日中

記録写真を綴じた「紙の束」であるということだ。

える。事実家族は父を欠いてなお存続しえた。
「非常時の家族」

侵し、黒褐色の痕を遺している。紐帯は解かれるべきだった。

という新たな関係性（インスタントな紐帯）に編成されることで、か

穴を穿たれた紙の束は、留め具によって形と意味を成し、留め

てカメラを持つ市井の人々＝アマチュア写真家に一定の訴求力

慰問写真帖は多くの場合、菊判・横位置・右開き。厚手のボー

ろうじて「家族」たりえたのである。そして、この「非常時の家族」

具によって形と意味から解放される。ならば留め具は、錆びつ

をもったことは、当時の写真雑誌などを見る限り確からしい。

ル紙に写真を直接印刷、あるいはスリットを作って写真の四隅

の複合体こそ郷土であった。慰問写真帖は、郷土という概念に

かないほうがいい。しなやかであるべきなのだ。

7

戦争の開戦とともにこの耳慣れない名詞が人口に膾炙し、やが

・・・・・・・ ・ ・・・・

を挟んで留めている。写真の前にはハトロン紙を挟む。それら厚

もうひとつ別の形象を与えていた。それは見慣れた山河であり、

慰問写真とは「戦線の将兵の慰問を目的に銃後から贈られた

紙とハトロン紙の束をエンボス加工を施したレザック紙などでく

人の営みを下支えする平かな大地であった。変転する家族的共

写真、またはそのような写真の総称」であると、ひとまず定義

るみ、右辺に 2 穴を穿つ。穴をそれぞれハトメ金具で補強しつ

同体の実態とは裏腹なものとして風景写真は現れる。エクメー

することができる 2 。あとにも述べるが、その撮影主体にはカメ

つ留め、紐をかけることで完成する。総じて、簡易的な作りだ

ネの古層としての自然が示すのは、戦中の劇的な社会変化を相

ラを持つ市井の人々全員がなりえた。被写体は主に出征将兵の

と言える。むろん、戦地において将兵が持ち運ぶことや戦地へ

殺するかのような不変性である。郷土を神話化したのは「自然

留守家族（国内に残された家族）およびその郷里の風景であること

の輸送コストを考慮して軽量性を求めた結果であろう。将兵た

（史）」というストーリーであった。慰問写真帖のなかにおいて、

が多い。撮られた写真（印画紙）は慰問袋に入れられ、任意の

ちは慰問袋に入って届けられた写真帖をめくる。見返しには郷

部隊に宛てて贈られた。日中戦争開戦後、慰問写真という語が

里の首長の恭しい挨拶が載る。その次のページには、正装の

郷土を媒介に国家と家族はゆるぎなく接続している。

写真雑誌に掲載された最も早い例は『アサヒカメラ』1937 年

首長や議員、在郷軍人会その他の軍人援護組織の代表が雛壇

慰問写真帖はある種のニュース性、速報性をもっていた。先に

10 月号（第 24 巻第 4 号）である。ここにおいて「慰問袋にはいっ

に並んだ集合写真が載っている。背景には日章旗を掲げた村役

も述べた共同体を挙げた戦捷祈願や運動会のようすは、ほぼタ

・ ・・ ・ ・・・・・・・・

