
1　はじめに──アートから学ぶ

　2014年6月22日小金井市のアートスポットシャトーというギャラリーで、アーティストの
呉夏枝（Haji…Oh）によって「記憶をたどる──編み物をほぐす／ほどく」というワークショッ
プが開かれた1）。それは人々が編み物に関する個人の「記憶」［呉…2011］を語り合い、一緒に
編み物をほどくという集会で、筆者に、1年半前に参加した別のアートイベントを思い出さ
せるものだった。2012年12月9日に東松山市の丸木美術館で行なわれたアーロン・ヒュー
ズ（Aaron…Hughes）のパフォーマンス、「ティー」である2）。そこでは集まった人々がお茶に
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本稿は、2つのアートイベントにおける筆者の一参加者としての経験をふり返り、
アーティストの制作過程を考察しながら、イベントで行なわれていたことや参加者
が経験したことの意味を考えるものである。またそれを通してアートから何を学べ
るのかを考えるものである。呉夏枝とアーロン・ヒューズによるイベントはどちら
も、参加者が物を通して個人的なことを語り合い、易しい作業を協働で行なうもの
だった。本稿はその過程が、参加者が自分の「記憶」や「物語」を見直したり、他の
時代や他の場所で生きてきた人々の暮らしや思いの存在を想像したりする場であっ
たことを明らかにする。また、そのようなイベントの背景として、在日三世である
呉と、イラク戦争に従軍した元アメリカ軍兵士であるヒューズのアーティストと
しての制作過程をそれぞれ考察し、2人もまた移住や戦争の経験をしたさまざまな
人々の暮らしや思いの存在を想像しながら制作してきたことを述べていく。そして
イベントが参加者にとって、自分たちとその場が他者と世界の関係のなかに置き直
されていくような経験をする場であったこと、それをひとつの〈移動の経験〉とし
て捉え得ることを述べていきたい。
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ついての「物語（story）」［Hughes…2012］を語り合い、一緒にお茶を飲んだのだった。
　アーティストと人々が一緒に対話や作業をするこのようなイベントは、今日珍しいもので
はない。大型の国際的な芸術祭や展覧会のなかで演劇やパフォーマンス、シンポジウムな
どに観客が参加する企画が行なわれたり、アーティストが旅をしながら各地に滞在し、食
事や議論、何らかの制作のワークショップを開いたりするものなど、規模や期間、形式の
多様なものが増えてきている［Bishop…2012=2016;…片岡…2014;…Papastergiadis…2012］。
　この傾向は、現代アートの領域では、1990年代以降非西洋地域も含めてグローバル化し
てきた「協働的で社会的な形式」への志向を示しており［Papastergiadis…2012：11］、ソーシャ
リー・エンゲージド・アートやソーシャル・プラクティス、コミュニティ型アート、協働型
アート、参加型アートなどの名称で紹介され、考察されてきた。その特徴には、アーティス
トの制作や発表の場がアトリエや美術館の外へと向かい、アーティスト個人による物質的
かつ商品化される作品の創造よりも、参加者としての観客を含む多くの人々の協働の行為
やその長期的な過程が注目されてきたことがある［Bishop…2012=2016］。また、その背景には、
冷戦体制の崩壊とその後の新自由主義の進展や、2001年のニューヨークでのテロ事件とそ
の後のイラク戦争、日本においては1995年と2011年の震災など、大きな社会の変化のなか
で、アーティストたちが、民族、ジェンダー、宗教、貧困、難民、移民といった社会の課
題に取り組んできたことがある［片岡…2014;…Papastergiadis…2012］。
　他方でこの傾向は、国家や地方自治体、NPO、大学、企業、市民団体など社会のなかの
さまざまな組織が、文化政策として、また経済や地域の振興やコミュニティ作りのために、
あるいは福祉や教育といった場面で、アートとの協働を求めて「アートプロジェクト」を立
ち上げてきたことも関わっている［熊倉ほか…2014］。本稿が扱う2つのイベントも、筆者の
関わる研究プロジェクトと運動がアートから学ぶためにアートに出会っていったという経
緯があった。呉のイベントは、NPO 法人アートフル・アクションとアーティストの企画に、
筆者の参加する科学研究費のプロジェクトが共催で関わっていた。ヒューズのイベントは、
筆者が兵士と移動についての研究をするなかで関わるようになった、イラク戦争の帰還兵

（元アメリカ軍兵士）の反戦・反軍隊の運動と一緒に行なわれた。帰還兵のなかにはアーティ
ストとして活動する者も多く、運動にも音楽やパフォーマンスなどが取り入れられてきた
からである［松村…2013b］。どちらの企画でも、アートは、心の傷（トラウマ）を抱えている
ような困難な状況を人々が生きのびるための方法や場として、人との出会いやつながりを
作り出すものとして捉えられていた［松村…2013b;「問いかけながら道をゆく」展実行委員会…
2013］。
　本稿は、2人のイベントを、このアートの捉え方に照らして検討し評価するものではな
い。イベントで行なわれたことや参加者が経験したことが何を意味していたのか、そこか
らどのようなことが学べるのか、それ自体を考えてみたい。そのため2節で呉のイベントに
ついて、3節でヒューズのイベントについて、それぞれ視覚的イメージと筆者の当時の思い
や参加の状況をふり返り、また、2人のアーティストの制作過程を参照して、2016年の時点
からそれらを考察していく。2人のイベントがどちらも、参加者が物を通しての語り合いと
易しい作業を協働で行なうなかで、個人の「記憶」や「物語」を捉え直したり、他の時代や他
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の場所で生きてきた人々の暮らしや思いの存在を想像したりしていく場であったことを明ら
かにする。また、イベントの背景として、在日三世である呉と、イラク戦争の帰還兵である
ヒューズがそれぞれ、移住や戦争の経験をしたさまざまな人々の暮らしや思いの存在を想
像しながら制作してきたことを述べていく。4節ではそれらのイベントの場が、参加者にとっ
て、自分たちとその場が他者と世界の関係のなかに置き直されていくような経験をする場
であったことと、それをひとつの〈移動の経験〉として捉え得ることを述べていきたい。
　なお、記述の方法であるが、イベントについては筆者の記憶と当日の資料の他に、後日
記録として発表されたものを用いている。また、2人の制作過程や他の場所でのイベントに
関する記録資料や映像、論考などはいずれも出版または公開されているものを用いる。加
えて、2014年から数度行なったアーティストや企画関係者とのメールのやりとりを一部反
映している3）。どちらのイベントにも自己紹介はなく、筆者は研究者であることを開示して
いなかったため、他の参加者の会話の内容には直接ふれていない。

2　編み物をほどく、「歴史」をほどく──呉夏枝のワークショップ──

　2.1　呉夏枝のワークショップ
　呉夏枝のワークショップ「記憶をたどる──編み物をほぐす／ほどく」は、小金井のアー
トスポットシャトーで開かれた。ギャラリーでは呉の個展「記憶をまとう」が開催されており、
チマやチョゴリの写真や、ほぐされた麻縄のインスタレーションが展示されていた。ワーク
ショップの会場はその手前の、ふだんはカフェにもなるスペースだった。告知はインターネッ
トやチラシの配布などで行なわれており、事前申し込みの必要と、「ほどいてもよい、タン
スに眠るニット類（以下本稿では編み物の語を用いる）」を持参することが書かれていた［「問
いかけながら道をゆく」展実行委員会…2013］。
　大きなテーブルを囲んで10数名が席に着くと、呉から2枚の紙が配られた。1枚は、自分
が呼ばれたいと思う名前を書き、身に着ける名札だった。もう1枚は、編み物の「記録シート」

［呉…2014：7］で、アンケートのように記入項目が設けられていた。手作りか贈り物か既製品
か、素材とサイズ、制作年や購入年、作り手や入手先、着用されていた時期や場所とエピソー
ド、「手放すにあたって」などである4）。参加者がそれらに記入するのと並行して、編み物は
ひとつずつ立体的なハンガーに吊るされ、着られていたときの・ほどく前の姿が呉によって
写真におさめられた（これはプリントアウトされたものを各自が持ち帰った）。それから参
加者は「記録シート」を手に、編み物について皆の前で語っていったのだった。

　2.2　編み物をめぐる「記憶」を語り合う
　タンスに眠っていた編み物について語ること。それは当初筆者にとって、参加者がそれ
ぞれ個人の記憶をたどり、過去のことを取り出して語ることのように思われた。また、とく
に祖母や母や娘など、家族のなかの女性についての話が多くなるようにも思われた。身に
着けるものとそれをめぐるエピソードは、生まれ育った家庭や周りの人間関係、習慣などと
密接に関わる。そして編み物のような手仕事で家族の衣服を作ることやそれをタンスにし
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まうことは、主に女性が行なってきた家事労働の一部だからである。じっさい当日の参加
者は女性のみで、語られた話には、家族のなかの女性の話と編み物を含む手芸一般の話が
多かった。共催のアートフル・アクションによれば申込み受付時に選別はしなかったそうだ
が5）、編み物のワークショップに関心をもつのも女性が多いということなのかもしれない。
　しかし、ふり返ってみるとワークショップには、個人の記憶や過去、女性や家族や手仕
事といった言葉の捉え方を広げていくような仕掛けがいくつも施されていた。まず、「記録
シート」への記入では、自分の持ち物のことでも、忘れていることや知らないことがあるこ
とに気づかされた。筆者が持参したのは既製品のセーターだったが、購入や着用の時期も
経緯もほぼ記憶になく、素材も正確には分からなかった。作り手については考えたこともな
かったように思う。また、記憶していることであっても、文字や言葉にできるとは限らない
ことにも気づかされた。編み物というささやかなものでも、それにまつわるエピソードには、
家族や自分の秘密のような、人には知られたくないことが含まれ得るからである。つまり、
参加者はワークショップの会場で、編み物を「手放すにあたって」それについて忘れていた
ことや知らないことがあること自体に向き合い、思い出してみるように、また、自分の知ら
ない人々も含めて編み物に関わってきた人々のことを想像してみるように、促されていった
のだった。
　これらは、呉によれば「編み物の記憶」と出会う過程である［呉…2014：7］。編み物が持ち
主の手に渡るまでには、持ち主の知らない道のりがあり、また、持ち主が忘れていたことも
語れないことも編み物は目撃し、それらを編み目のなかにしまい込んできているからである

（これについては2.3でも述べる）。このように編み物を見直してみると、編み物という言葉
も物としての編み物も、ワークショップの仕掛けのひとつだったと思われる。たとえばある
人のセーターはお下がりとして他の誰かに着られることも、ほどかれてマフラーなどに編み
直されることもある。ある参加者が持参したのは、子どもの頃に知人が編んでくれたという
手編みのものだったが、譲り譲られるのは家族のなかに限られない。また、既製品の作り
手にはデザインをした人や機械を動かした人なども含まれ、なかでも手編みのものならば
内職として家庭で作業されたものもあるかもしれない。機械製品でもほどくことができれば、
別のものを編み直すこともできる。つまり編み物とは、編まれ、着られて、ほどかれ、編み
直され、また着られていく過程のなかで、姿を変えながら、ひとつの家族にとどまらず、女
性と男性、子どもと大人のあいだを渡っていく。また、手づくりと既製品、手編みと機械生産、
趣味と仕事、無償とされる家事労働と賃金労働などといった区別にとらわれずに、旅をす
るものなのである6）。
　こうしてそれぞれが自分の「記憶」と向き合い「編み物の記憶」と出会ったあとの語り合い
では、個人の「記憶」と「編み物の記憶」のいくつかの接点が語られ、また、そこには語り手
の推測や想像、見聞きしてきた話なども混じっていた。この語り合いは、自分とは異なる人々
の思いや人生の道のりについて聞く経験であるとともに、自分の「記憶」についても、そこ
に登場する人々や時代・場所などに対する視座や気持ちを変化させられるような経験であっ
た。たとえばある参加者がどこかで聞いたという高度成長期の日本の女性の内職の話は、
筆者が初めて聞く、筆者の母が生きてきた時代のことであった。また、編み物を手放す気
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持ちも状況も多様なものであることを知った。呉はそこに、同様のワークショップを大阪で
開いたときに聞いてきた話を加えていった。さらに、編み物を持参しなかった参加者に編
み物を手渡し、自分のものと仮定して、出会いやエピソードを想像して語るように促した。
その物語は、その人のそれまでの暮らしや経験に加え、願いや夢などとも関係すると思わ
れるものだった。そういう参加者たちの協働作業によって、参加者たちと持ち寄られた編
み物の「記憶」を足したもの以上に、語り合いのなかの世界は広げられていったのである。
　これ以前の2012年からの2年間、呉は、大阪の西成区山王町で家々のタンスに眠る編み
物を集めて皆でほどくワークショップを行なってきていた。それは大阪市の文化事業であ
る Breaker…Project から依頼を受け、呉が「まちの記憶」、なかでも女性たちの話を集めたアー
トプロジェクトであった［呉…2014：6］。呉による2年間の記録には、ワークショップを重ね
るうちに、「まち」が人々の行き来のなかにあり、変わり続ける空間であることや、「まちの
記憶」が人の移動とともに旅をしたり、他の「まちの記憶」と混ざり合ったりするものとして
あらわれてきた様子が描かれている。参加者の話には、昔の町の様子や幼少期の話、家族
の話、故郷の話、人々の移住の主なきっかけになる恋愛の話などがあった。また、常連に
なる人も多い一方、他の地域の人々の参加もあり、女性も男性も混じっていた。そしてプロ
ジェクトには、元家具店の空き店舗を改装してワークショップの作業場自体を作る企画や、
他の地域の人々と編み図を共有して人形を編む企画なども含まれていったという［呉…2013,…
2014］。小金井のワークショップは一日きりであったが、これと同じように、参加者と編み
物がさまざまな場所から集まって語り合うことで、会場の空間までも開かれてさまざまな場
所につながるかのようなことが起きていたと思われる。

　2.3　編み物をほぐす／ほどく
　語りが一巡すると、編み物をほぐす／ほどく作業に入っていった。呉に教わった手順に
よると、たとえばセーターは、襟や袖、裾のつなぎ目や縁取りをほどき、パーツへと解体し
てから、ひとつずつほどいていく。ほどいた毛糸は紙コップを芯にして巻きつける。この糸
巻が球状になったあたりで綛（かせ）繰り機に毛糸を巻き替えていく。綛繰り機は傘のよう
に骨組みを広げたところに毛糸を巻きつけ、畳むことで、輪状の毛糸の束を作る器具であ
る（この束が綛である）。綛がくずれないように数か所を毛糸で縛って棒に吊るし、火にか
けたやかんのそばで10分ほど蒸気にさらす。すると縮れていた毛糸は空気を含み、真っす
ぐに戻っていく（色も少し濃くなるように見えた）。それをさらに玉巻き機で巻き直し、毛
糸玉にしていくのである。
　ほどく作業は、編むことに比べれば、未経験者にもとりかかりやすい。そのため少しず
つ作業になじんでいくことができた。だが、時間がたつうちに、筆者の持参したセーターは
目が細かいため数時間かけても一部しかほどけないことが分かり、手や目などが徐々に疲
れていった。また、時間がたつうちに、一人がほどき一人が毛糸を腕に巻きつけたり、綛
づくりや蒸す担当の人がでてきたりと、作業はだんだん共同で行なわれるようになっていっ
た。そのあいだも編み物をめぐる思い出話やそこから離れた世間話やおしゃべり、作業の
ためのやりとりは続き、他方、作業に没頭して話がとぎれるような時間もあった。
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　ほぐすことは、ほどく過程を指すように思われるが、呉は「ほぐす」について、完成した
布の状態では固定されている糸と糸のあいだを開き、「織

（ マ マ ）

込まれて見えなくなったものをあ
らわにする行為」であると述べている［呉…2011：94］。「織込まれて見えなくなったもの」とは、
ワークショップでいえば編み目のなかにしまい込まれてきた「編み物の記憶」であり、呉に
よる別の表現では「沈黙の記憶」のことである［呉…2011：2］。
　ここで呉の制作テーマのひとつである「記憶」または「沈黙の記憶」について述べておきた
い。呉の用いる「記憶」は、文字にされ文献として後世に残されるおおやけのものを「歴史」
とすると、それよりももっとささやかな、個人の経験や思いの積み重なり、人々の人生の道
のり、ストーリーといったものを指している。彼女にとっての始まりは、祖母の死をきっか
けに、祖母の「記憶」に思いをめぐらしたとき、自分が何も知らないと気づいたことであっ
たという。20世紀の初めごろ韓国の済州島から日本へ渡り大阪で暮らしたその人は、自分
の「生きてきた時間」について生前に語ることはなく、書き残したものもなかった。呉のほ
うもそれについて祖母に尋ねたことはなく、2人のあいだには母語の違いもあったという［呉…
2011：2,…35］。
　呉は、この祖母の「記憶」を「沈黙の記憶」と呼び、それをテーマに制作しようとするなか
で、それが困難であることに気づいていった──ある人の「沈黙」には、「語ることができな
い」という状況も「語らない」という意思も込められている。また、「記憶」の持ち主が「沈黙」
するとき、そこには、他の人々がそれを聞けなかった・聞かなかったという意味の「沈黙」も、
持ち主以外は誰もその「記憶」を語ることはできないという意味の「沈黙」も重なっていくか
らである［呉…2011：35-36］。そこで彼女は、「沈黙の記憶」自体を表象するのではなく、「沈
黙の記憶」の内容を想像するのでもなく、人々がその存在を想像することができるような「＜
場＞」を作ることを考えた［呉…2011：36］。完成した布に「織込まれて見えなくなった」織ら
れた過程を「沈黙の記憶」として捉え、その存在を「あらわに」する過程へ、すなわちほぐす
／ほどく行為へと制作の重点を移していったのである。
　また、自身が韓国やカナダに移動して制作するなかで、旧日本軍の〈慰安婦〉にされた韓
国の女性たちやカナダに移住した日系移民など、呉から祖母へさかのぼる3つの世代の時間
をさまざまな場所で生きた人々のことを小説や歴史資料で考察し、おおやけの「歴史」の上
には見えなくなっているようないくつもの表現を、「沈黙の記憶」の存在を示唆するものと
して捉えていった。呉によれば、それらは、移民やマイノリティのコミュニティで使われて
きた多言語の混じり合った言葉や、歴史的な資料に基づいて実証することのできない人々
の記憶や伝聞や想像、痛みや心の傷を語る代わりに日々交わされる何気ない会話とその響
き、文字や言語に翻訳されない・あるいはそれらの代わりとしての歌や踊りやその他の身体
表現など、近代国民国家の国語からはこぼれ落ちるようなものである［呉…2011：40-50］。彼
女はここに、人々の労働も身体も、日々の暮らしの積み重ねまでも含めている。何かを作り
出すために人々は手を使い、その「身ぶり」は、たとえば編み物の規則正しい編み目を作れ
るようになるまで、均質な布を構成できるようになるまで、日々繰り返される。それは人々
の身体を訓練しかたちづくっていく労働の過程であり、また、人々が労働しながらその土
地に住み続ける過程でもあるからである［呉…2011：83］。
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　このような呉の制作過程から考えると、ワークショップで行なわれた、ほぐす／ほどく作
業は、編み物の上には見えなくなっている「沈黙の記憶」の存在を「あらわに」しようとする
行為であった。ワークショップの前半で、言葉にしたり想像したりした、編んだ人や身につ
けた人の日々の暮らしや労働の積み重ねについて、今度は手を動かすことによって感じる
ことだった。それと同時に、その作業や手の動きは、ワークショップで生まれた「沈黙の記
憶」を示唆するものでもあっただろう。編み物についての語り合いも、そのあと続いたおしゃ
べりや作業のためのやりとりもそこに含まれ得る。内容や言葉の種類を区別することは重
要ではないかもしれないし、これら言葉を発する行為とほぐす／ほどく行為も区別し難い。
それらは、参加者たちが日々の暮らしや思いを語れない・語らないための、代わりの言葉
やその他の表現だったかもしれないからである。
　ワークショップは昼食をはさんで夕方まで続いた。ほどき終わらなかった編み物はほぐさ
れた状態のまま持ち帰られ、ほどかれた毛糸は巻き直されて毛糸玉になった。それは、参
加者の「記憶」も「編み物の記憶」もその広がりも、その場で生まれた「沈黙の記憶」もしまい
込まれたうえで再生され、また何かが編まれていくためのものであった。このワークショッ
プの一連の過程は、「歴史」のような、いまあるものをほぐし／ほどきながら、見えなくなっ
ていた人々の暮らしや思いの存在を想像し、自分たちの暮らしや思いをもそこに連ねてい
こうとする、そうして未来へと向かおうとする、営みでもあったのである。
　初めに述べたように、呉のワークショップに参加している最中にヒューズの「ティー」が
思い出されていたが、本稿のために呉のワークショップを考察するうち、「ティー」もまた、
集まった人々の「物語」のなかの世界やその捉え方を広げたり、会場の空間を他の場所につ
なげたり、見えなくなっているものの存在を想像したりしようとする場であったことがみえ
てきた。次節でそのように「ティー」をふり返ってみたい。
…

3　日常と戦争の「物語」を混ぜ合わせる──アーロン・ヒューズの「ティー」

　3.1　アーロン・ヒューズの「ティー」
　「ティー」が開かれたのは、東松山の丸木美術館であった。同美術館では、丸木伊理・丸
木俊夫妻による「原爆の絵」の展示室の隣のスペースでイラク戦争の帰還兵たちのアート作
品の展示が行なわれ、夫妻の晩年のアトリエが「ティー」の会場になっていた。
　10名ほどの参加者が靴を脱いで土間をあがり、畳に円座していくなかにヒューズも座っ
て、イラク製の布を広げて道具を並べ、簡易コンロにやかんをかけた。そのあいだに彼の
来日を支援したひとりが通訳となり、ヒューズからお茶についての説明がされた。お湯が
沸く途中で茶葉を入れ、時間をかけて煮出していって濃い紅茶を作るのが、彼がイラクで
教わった方法であるという。それからヒューズは一人ひとりにカップを配った。発泡スチロー
ル製のカップで、事前に彼が爪で表面を彫り、ひとつずつに異なる花を描いた作品でもあっ
た。次にスプーンで3、4杯の砂糖を、そして紅茶を注いでまわった。この砂糖の量もイラ
クの人々の習慣らしく、量に驚いた参加者がいったん辞退しては、イラクではこのように飲
まれるのだと聞いて受け入れるというやりとりが繰り返された。彼が何度も参加者の輪のな
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かをまわるあいだ、皆は近くの人と自由に話をし、お茶が行き渡ると、会の趣旨が説明さ
れた。お茶についての「物語」を語り合い、ゆっくりとお茶を飲む、というものだった。

　3.2　〈お茶についての「物語」〉を語り合う
　この、お茶についての「物語」を参加者たちも語るということは、当時の筆者に驚きとと
まどいをもたらした。「ティー」の告知はインターネットやチラシの配布でなされていたが、
ヒューズがイラク戦争の帰還兵として経験を語るための証言集会の案内が主で、それと

「ティー」の関係は明らかではなかった。また、「ティー」で参加者も語るといったことは書
かれていなかったからである。筆者以外にもとまどった参加者がいたのではないかと思う。
順番も決められなかった当日の会場には、なかなか誰も話し出すことができないような雰
囲気があった。そこでヒューズは彼の経験──兵士としてイラクにいるあいだ、アメリカ
軍以外の人々にお茶を差し出されても飲めなかったことや、兵士を辞めて2009年に再訪し
たイラクで、ある労働者の大会に参加してイラク戦争に関する証言と謝罪をしたときには、
そのあとふるまわれたお茶を飲むことができたことなど──をいくつか語った。そしてお茶
をふるまわれたりそれを断ったりした経験や思い出を聞かせてほしいと皆に促した。そうし
て少しの沈黙のあとどこからか少しずつ、家庭でのお茶の飲み方や来客のもてなし方といっ
た日常の暮らしの話と、お茶とは関係のないような世間話やおしゃべりの混じったものが語
られていった。そこで戦争や軍隊に関する話がされたのは、参加者がヒューズに対して軍
での経験や反戦運動のことを尋ねるときと、彼がそれらに答えたり、自分や仲間の帰還兵
の経験を語ったりするときがほとんどであった。
　だが、いま改めてふり返ると、お茶についての「物語」を語り合うことは、日常の暮らし
の話と、戦争や軍隊の話を混ぜ合わせようとする、ヒューズの仕掛けであったと捉え得る
ように思う。つまり上に述べたようなことを、帰還兵が戦争や軍隊の話をし、他の人々がそ
れを聞いていたとみるのではなく、また、帰還兵は戦争や軍隊の話をし、帰還兵ではない人々
は日常の話をしたとみるのでもない。〈お茶についての「物語」〉と捉えることで、戦争や軍隊
の話も日常の話のひとつとして、日常の話も戦争や軍隊の話のひとつとして聞いてみるとい
うことである。そうすると、時代や場所によって、また人々によって異なる、日常と戦争の
複雑で多層的な関係がみえてくるからである。
　そのような視座から、東松山でヒューズが語った「物語」のひとつをふり返りたい7）。アメ
リカでのある日、彼は、バスで乗り合わせた年配の女性から「『些細な話』」を聞きたいかと
問われ、聞くことにした。街には毎週日曜日に子どもたちを小馬に乗せてくれる厩舎があっ
て、彼女は高校生のとき、女友だちと一緒に小馬に乗ってはその近くにあった戦争捕虜の
作業収容所を訪れ、ハンサムで逞しいドイツ人兵士たちと柵越しに親しくなったという。同
じ場所を少年の頃に訪れていたヒューズは、厩舎は知っていたが収容所の存在は知らなかっ
たという。また、彼には、なぜ彼女が自分にこの話をしたのか、ただ話したかっただけなのか、
それとも自分が彼女に戦争捕虜やドイツ人兵士を思い出させたのか、といった疑問がずっ
と残っていたという。そこから彼は、収容所と捕虜についての調査を行ない、第二次世界
大戦当時のアメリカに捕虜収容所が600以上あったことや、そのほとんどが作業収容所でド
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イツ人とイタリア人が主に収容されていたこと、シカゴ郊外の海軍航空基地内のチャペル
が彼らの労働によって建てられたことなどを知っていった。また、捕虜であった人のオーラ
ル・ヒストリーの本を読み、その人がアメリカ人女性と恋に落ち、戦後結婚したことなどを
知ったという［Hughes…2012：第4-18段落］。
　この「物語」では、捕虜収容所が壊されたり、外国生まれの戦争捕虜＝戦時中はアメリカ
の〈敵〉であった人がアメリカ人と家族になったりと、過去の戦争の痕跡が、今日のアメリ
カの日常の上では見えにくくなっていることが示されている。だが、それらが、バスの女性
の「『些細な話』」のような、日常の会話のなかに浮かび上がることも示されている。ヒュー
ズは2012年の来日時、東松山の前に那覇市でも「ティー」を開いていたが、そこでも、ある
参加者の日常の話は、その人の戦争や軍隊に関する経験を浮かび上がらせるものであった
という8）。さらにヒューズが、バスの女性が自分に話をした理由をずっと気にしていたこと
は、彼を含む帰還兵という存在をめぐる日常と戦争の関係の複雑さを示しているように思わ
れる。日常の上で見えなくなっていく過去の戦争の痕跡のなかには帰還兵自体が含まれて
いるが、彼ら彼女らのなかには、戦争や軍隊の痕跡や記憶を身体や心のなかに抱え、家族
と暮らしたり仕事に就いたりしていく日常が困難になる者もいるからである［松村…2013a］。
　ここで帰還兵の証言集会について考えてみたい。「ティー」と証言集会を並べてみると、
両者は互いに補い合って帰還兵にとっての日常と戦争の関係をあらわにしており、それも

「ティー」の仕掛けではなかったかと思うからである。ヒューズによれば、証言集会は、軍
やメディアの発表ではなく、帰還兵たちが自らの「声」で「本当に起きていること」を「お
おやけの場」で語り合うために作ってきた場である［Iraq…Veterans…Against…the…War…and…
Glantz…2008：9］。そこに人々は、あらかじめ相手が帰還兵だと分かったうえで証言を聞き
にいくように思われる。だが、彼ら彼女らの証言は、帰還兵が元々帰還兵なのではなく、
ふつうの人々が軍隊に入って兵士になり、兵士を辞めて帰還兵になり、語るようになるまで
の道のりがあることを明らかにしている［松村…2013a］。そしてその証言は、アメリカ社会で
戦争に行く人が少なくなり、戦争中も日常が変わらないようにみえる一方で、一部の人々に
とっては日常に軍が深く浸透していることや、軍が饒舌である一方で、帰還兵が経験を語
ることとそれを周りの人々が聞くことは困難であり続けてきたことを示すものでもある。た
とえば多くの帰還兵が、入隊動機として、高校やクラブといった身近な場所で軍のリクルー
ターに出会ったり、地元で災害が起こったときに州兵が人命救助に活躍するところを目に
したりして、それらの軍関係者から、軍に入れば大学進学の費用を得られることややりが
いのある仕事ができると聞かされた、といったことを述べてきた［木村…2009;…松村…2013a：
53-55］。だが、第二次世界大戦やヴェトナム戦争の帰還兵が家族や親戚のなかにいて、その
人々が戦争の記憶に苦しむのを見てきた場合でも、経験を聞いたという証言は少ない9）。ま
た、多くの帰還兵が、自身の経験は長いあいだ語ることができなかったと述べている。ヒュー
ズも、罪悪感などから帰還後2年間誰とも話すことができず、また自分の経験を話そうとし
ても、周りの人々に関心を持たれなかったという［木村…2009］。
　「ティー」から考えてみると、証言集会は、語れなかったという「沈黙」を帰還兵たちが破っ
ていく場であるだけでなく、人々も聞けなかったという「沈黙」を破って〈参加〉していると
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いえるだろう。そして「ティー」は、戦争や軍隊の経験に関する「沈黙」を破ることや、それ
をあらわにすることを直接目指しているわけではない10）。また、証言がふつう事実として語
られ聞かれるのに対し、〈お茶についての「物語」〉には、日常の話も伝聞やおしゃべりも混
ぜられ、事実かどうかも問われない。それでもそこに戦争や軍隊の痕跡や記憶が浮かび上
がることがある。東松山の「ティー」においても、参加者たちの日常の話は、語り手が戦争
や軍隊については語れないためにした代わりの話や、戦争や軍隊の部分を省いたり忘れた
りしたあとの断片だったのかもしれない。話し出せないあいだの沈黙や、英語と日本語が
混じるなかで翻訳されずに飲み込まれたかもしれない言葉のなかにも、戦争や軍隊の記憶
があったのかもしれない。そして参加者のなかには、旧日本軍やその他の軍隊の帰還兵や
その家族が混じっていたのかもしれない。この可能性を強調したいわけではない。そうで
はなく「ティー」が、日常の上で見えなくなっている戦争の痕跡や記憶と、その語りにくさ・
聞きにくさを想像する場であったということである。

　3.3　お茶を飲む
　〈お茶についての「物語」〉の語り合いに加え、皆が一緒に行なったのは、お茶をゆっくり
飲むという作業だった。最初の一杯を飲み終わるとまた砂糖が足され紅茶が注がれ、皆ほ
とんどずっとお茶の入ったカップを手にしていた。イラクでは暑い日であっても熱い紅茶を
何杯も、話が続くあいだずっと飲むのだという。
　ヒューズは、お茶が「やさしく」、人々に「分け隔てなく」差し出されるもので［木村…
2013］、それを通して互いの「人間性」を覚えておくためのものであると述べている11）。これ
は、兵士であったときお茶を差し出され、それを飲むことができなかったという彼の経験を
考慮すると、2つのことを示唆しているように思われる。戦争が日常になった人々──兵士
を含め戦場で働く人々や居住地を戦地にされた人々──から「人間性」が失われるとは限ら
ないことと、しかし、戦争のなかで〈敵〉と〈味方〉に分け隔てられると、「人間性」を互いに
認め合うことは困難になるということである。
　その状況のもうひとつの例を、ヒューズのホームページに載せられている「物語」からみ
てみたい。これは東松山では語られなかったが、バスの女性の「物語」の続きで、「ティー」
のカップに花が描かれることの由来である。クリス・アレント（Chris…Arendt）はイラク戦
争時、キューバのグアンタナモの捕虜収容所に看守として配属され、捕虜に食事などを配
布する仕事に就いていた。彼は、「捕虜たちが目を覚ましているときにはいつでも彼らに謝
罪したくなる」ため、人々が寝静まる夜間の勤務を好んでいたという。捕虜たちは、毎晩食
事のときに出されるお茶を飲んだあと、発泡スチロール製のカップに爪でアラブ風の小さな
花をいっぱいに描いた。アレントの仕事には、毎晩それらを回収し軍の諜報部に届けること
が命令によって加えられた。花のなかに何らかの秘密のメッセージが隠されていないかを
分析するため、カップが海に投げられ誰かの手に渡るのを防ぐためである［Hughes…2012：
第19-25段落］。
　この「物語」でも人々から「人間性」は失われていない。捕虜の人々はカップに爪で花を描
き「創造的表現」をし続けた［Hughes…2012：第24段落］。また、アメリカ軍兵士の誰も「ムス
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リムの文化」を理解していなかったが、アレントにはカップに描かれたものが花だと判って
いたという。そして彼は、そのカップにずっと恋をしていると、アラブ風のお茶を淹れるカッ
プには「イスラムのデザイン」の花を描くとヒューズに語ったのだという［Hughes…2012：第
24-28段落］。それと同時に、この「物語」には、軍隊という制度が人々を分け隔て、「人間性」
を互いに認め合えないようにすることも示されている。軍が看守に捕虜との会話をゆるさな
かったため［Iraq…Veterans…Against…the…War…and…Glantz…2008=2009：111］、アレントは捕
虜の人々に話しかけずに済むように夜勤を選び、職務として毎晩カップを回収せざるを得
なかった。諜報部の人々は毎日カップを一瞥しては捨てるだけであったが［Arendt…2008：
第8段落］、それでも確認の手続きをやめることはなかったのである。
　発泡スチロール製のカップに花を描くのは、爪跡をつなげて線にしていく地道で細かい
作業である12）。ヒューズがそれを行なうのは、呉のワークショップの編み物をほぐす／ほど
く行為のように、囚われていた人々の「創造的表現」を自分の手を使って感じるためなのか
もしれない。そして「ティー」の参加者は、描かれた花が花であると認め、「創造的表現」を
味わうことができた。また、お茶を飲んだあとはカップを捨てずに持ち帰った。それらの過
程は、イラクの人々の作法に倣いつつ、その人々や捕虜の人々とアメリカ軍兵士たちが分
かち合えなかった行為──「人間性」を互いに認め合うこと──を実現させることであった
といえるだろう。そしてそれは、イラク戦争のなかで不可能であったことを実現することに
とどまらない。〈お茶についての「物語」〉として経験が語られるとは限らないが、東松山でも
那覇でも、ヒューズが「ティー」を開いてきたシカゴやベイルートなどでも13）、参加者のな
かには、戦争捕虜や帰還兵たちやその家族などさまざまな戦争と軍隊を経験した人々がい
たかもしれないし、また、そこにはかつて〈敵〉と〈味方〉に分け隔てられていた人々が一緒
にいたこともあるかもしれないからである14）。さらに、戦争や軍隊のことを考慮に入れない
としても、日常のなかで、初めて会った人々と、互いにどういう人なのかを問うことなくお
茶をふるまったりふるまわれたりすることは自然なことではなく、簡単なことでもない。と
くに意識しないとしても、お茶を淹れた人や手渡してくれる人や周りにいる人々やその場を、

「信頼」［Molothc…and…Wharton…2014］15）するということが行なわれているはずである。それ
ゆえに「ティー」の場では、ヒューズを含め集まった人々のあいだで「人間性」を互いに認め
合うことが、新たな実践としても行なわれていたといえるだろう。

4　方法としての移動とアート

　呉のイベントは、大阪のデイサービスセンターと街なかの作業場で2年間続けられたあと、
小金井のギャラリーで開かれた。また、ヒューズのイベントは、公民館や路上などでも開
かれながら、いまも継続中である。それは2人が毛糸を巻き直す道具やお茶を淹れる道具を
携帯しながら、行く先々で参加者を募り、どこででもアートのイベントを開くことができる
ということだろう。そしてそれぞれのイベントの場は、参加者がとどまりやすいように工夫
されていた。編み物もお茶も誰にとってもなじみやすいもので、編み物をほどくこともイラ
クの作法でお茶を飲むことも易しい作業である。共通の話題があることや、物を通して語
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り合うこと、易しい作業があることなどは、初めて会った人々が互いによく知らないまま一
緒に過ごす手がかりになる。また、これらのなじみやすさと易しさは、参加者が他の時代
や他の場所の編み物とお茶が用いられる場面を想像するときの助けになるように思われる。
　しかし、それと同時に、本稿でみてきたようにそれぞれのイベントは、参加者たちにとって、
なじみのものに自分の知らない面がいくつもあることに気づかされたり、なじみのものを通
して知らないものに出会ったりしていく場でもあった。それは、他者の「沈黙」の存在を想
像したり、自分自身の「沈黙」について思ったりする場でもあった。そしてそれゆえ参加者
たちが、想像するという行為を、それまでの経験や記憶や知識によって行なうだけでなく、
編み物に触れ・お茶を飲み・初めて会った人々と過ごし、身体と心と感覚を動かすことによっ
て、創造的な行為として行なっていく現場でもあった16）。
　なじみのものの知らない面に気づくことや、想像を創造的な行為として行なうことは、2
人のアーティストがそれぞれ経験してきたことでもあった。呉は「沈黙の記憶」の考察のな
かで、韓国から日本へ移動し〈在日〉と呼ばれていく人々や〈日本軍の慰安婦〉にさせられた
人々、日本からカナダへ移動して〈日系移民〉と呼ばれていく人々の暮らしや思いの存在を
想像してきた。ヒューズは「ティー」の「物語」として、〈ドイツやイタリアの兵士〉になり〈戦
争捕虜〉としてアメリカに移された人々や、〈アメリカの兵士〉になってイラクやキューバへ
行った人々、彼ら彼女らによってグアンタナモの収容所に〈グローバルなテロリスト〉とし
て収容された人々の暮らしや思いの存在を想像してきた。ここには呉が〈在日三世〉になり
それと〈女性〉であることとに向きあった過程も、ヒューズが〈アメリカ軍兵士〉になりアメ
リカと軍を批判する〈帰還兵〉になった過程も含まれている。2人はそれぞれ身近な人々を含
めた他の人々の「沈黙」に出会い、自分も「沈黙」を経験し、それらの語りにくさや聞きにく
さを思いながら、それらの「沈黙」の存在を浮かび上がらせるために、創造的な行為を続け
てきたのである。その過程の全体がイベントの背景または一部であっただろう。
　それゆえにイベントの場で想像されたのは、移動や居住や滞在を強いられた場合も含め
て、そのときどきの状況のなかで、人々がいつも日々の暮らしと労働を続け、思うことや会
話や創造的表現や人間性の表現や恋などをし続けてきたこと、それらの積み重なりの存在
自体というものであった。この、〈存在自体を想像する〉ということは、対象や範囲をはっ
きりと限定しない、不確かな行為のように思われる。たとえば研究や運動において、人々の
移動を作り出してきた政治的・経済的な構造や戦争の歴史などを考察したり、そのなかの
暴力と不正義に関する事実を明らかにしたりする行為と同じものではない。だが不確かで
あるからこそその想像の行為は、さまざまな人々の暮らしや思いの積み重なりを想像や理
解が可能なものとして自分たちの手元に包摂するのではなく、むしろ不確かさに向かって、
まだ出会えていない人々にも向けて、自分たちを開いていくことになるのではないだろうか。
その想像によってイベントの場は、編み物の編まれた場所や戦場や捕虜収容所や参加者た
ちの暮らす場所などと一緒に、世界のなかに置き直されていく。また、参加者たちも、編
み物をしてきた人々や戦争と軍隊を経験してきた人々、他の場所のイベントの参加者や自
分たちの家族などとの関係のなかに──その人々の「沈黙」の内容を知ることはできないと
いう関係も、まだ出会えていないという関係も含めて──置き直されていくからである。こ
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のように、自分の家族や暮らしを見直すことや、自分と他者や世界との関係の変化を経験
することは、イベントに出かけるという物理的な移動にとどまらない、参加者にとっての〈移
動の経験〉と捉えられるのではないだろうか。呉とヒューズのイベントは移動のなかで作ら
れ、また、イベント自体が移動し、それぞれの場で人々に移動を経験させるのである。
　このとき、編み物とお茶は、参加者のあいだをつないだり、参加者が他の時代や他の場
所の人々の暮らしや思いの存在を想像する助けになったりするだけではない。それらは、想
像する行為の不確かさのなかで、人々が「合流」［Tinsley…2008：191］17）することのメタファー
と捉えることができるだろう。編み物は異なる毛糸をつなぎながら編んだり毛糸玉を作った
りすることができる。お茶も異なる茶葉を「ブレンド」［田中…2012］18）することができる。呉
とヒューズのイベントの編み物をほどく・お茶を飲むという作業は、「歴史」に書かれる出
来事や「人間性」を認め合う人々の範囲を国家や軍が決定してきたことに対して、アーティ
ストと参加者が自分たちの手で、「歴史」をほどき、誰とでも「人間性」を認め合う作業であっ
た。それは不確かな出会いに向けて自分たちを開いていく身ぶりでもあったのである。
　筆者はこれまで、イラク戦争の帰還兵を中心に、人々が兵士になり帰還兵になる過程や、
そこから反軍隊の運動やアート制作に向かう過程を考察し、人々がそのなかで身体と心の
変容を経験したり、国家および国民との関係の変化を経験したりすることを〈移動の経験〉
として捉え得ることを論じてきた。そこで帰還兵にとってのアートの意味として考察してき
たのは、1節で述べたような、心の傷を抱えながら生きのびるため・人々の出会いを作り出
すための方法や場といったものであった。だが、本稿の2つのイベントの考察から、それらを、
定住すること・国語を使うこと・戦争の無い日常などといった国民国家の〈常態〉として想
定されてきた枠組みを批判的に問うものとして捉え直すことができると思われる。帰還兵と
アーティストという2つの語の関係を再考することも含めて、今後の課題としたい。

［注］
… 1）… 主催「問いかけながら道をゆく」展実行委員会、共催 NPO 法人アートフル・アクショ

ン、科学研究費補助金・基盤研究（A）「トラウマとジェンダーの相互作用：精神病理・
逸脱・創造性」（研究代表者・宮地尚子）。

… 2）… 主催「2012アーロン＆アッシュ・スピーキング・ツアー」。同ツアーは多くの個人の
支援によって行なわれ、実行委員会などは存在しない。筆者は以前「ティー」を簡単
に紹介したが［松村…2013b］、本稿では異なる角度から詳しく論じる。なお、本稿では
ワークショップ、パフォーマンスの両方を指してイベントという語を用いる。

… 3）… イベントの内容を書くことについては、アーティスト2人の許可を得た。
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いう旧日本軍の帰還兵から、どのような人なのかを問われることなくお茶をふるまわ
れた経験を語っている［木村…2013］。

…15）… 社会学者のハーヴェイ・モロッチ（Harvey…Molothc）とグレン・ウォートン（Glenn…
Wharton）は、人間が他者に依存し他者と支え合いながら生きる存在であるために
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メタファーとして、また、さまざまな人々がさまざまな場所へ奴隷や労働者や難民
として移動した・させられた歴史的な場所として捉えることを提案している［Tinsley…
2008：191］。

…18）… アーティストの田中功起は、集まった人々の出身地のお茶をブレンドして飲むプロ
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【欧文要約】

A Study on the Relationship between Art and Mobility: Recalling the Experiences 
of Participating in Two Artistic Events

MATSUMURA,…Miho
Hitotsubashi…University

… …This… article…begins…by… introducing… the…author's… personal… experiences… of… attending…
two…artistic…events… that…were… recently…held… in… Japan:…Haji…Oh's…“Tracing…Memory—
Unraveling/Untying…Knitted… Items”…and…Aaron…Hughes's…“Tea.”…The… author… then…
examines…the…meanings…and…messages…contained… in… these…two…events… to…discover…what…
one…can…learn…from…art.…During…these…events,…the…artists…and…participants…shared…personal…
memories…and…stories…about…knitting…and…tea,…and…they…did…simple…activities…together,…such…
as…unraveling…knitting…and…sipping… tea.…These…processes… led… the…participants,…who…had…
just…met,…to…engage…in…dialogues,…sit…together,…and…trust…each…other.…By…investigating…the…
creative…careers…of…the…two…artists,…the…author…discovers…that…the…courses…of…events…acted…
as…signs…and…gestures…paralleling…both…the…unraveling…of…the…structures…of…their…national…
narratives…and…sharing…of…a…common…humanity…with…each…other.…These…were…done…not…
by…revealing…other…people's…secrets…but…by…imagining…the…lives…of…others…living…in…another…
time…and…place.…The…author…also…suggests…that…these…events…were…based…on…each…artist's…
efforts…to…locate…his…or…her…own…experiences…in…the…multilayered…histories…created…by…the…
transnational…movements…of…people:…Oh… is… from…the…third…generation…of…a…South…Korean…
family… living… in…Japan,…and…she…sought… to… link…her…situation… to… that…of…other…migrants.…
Hughes…is…an…American…military…veteran…of…the…war…in…Iraq,…and…he…attempted…to…connect…
his…experiences…with…the…histories…of…the…soldiers…of…other…countries.…The…author…concludes…
that…both…artistic…events…caused…the…participants… to…rethink…their…own… lives… in…broader…
contexts…and…seek…ways…to…live…together…with…different…people.

……Keywords:…participatory…art,…globalization,…mobility
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