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　何が起きるかわからない…。私たちは、

変化に満ちた時代に暮らしている。たと

えば、まちや地域をめぐる、暗い話題は

絶えない。実際に「シャッター通り」と

呼ばれるような商店街に出かけると、閑

散としていて、寂しい気分になる。何ら

かの方策を求める声が、聞こえてくるの

も確かだ。

　しかしながら、ここ５年ほど、全国各

地を巡っていて、あらためて気づいたの

は、そのような不安（あるいは不満）、

問題に向き合いながらも、明るくてエネ

ルギッシュな人びとが、必ずいるという

ことだ。そこに、「何があっても、どう

にかなる」という、人びとの強さを感じ

るのだ。また、諸々の問題を抱えながら

も、私たちを笑顔で迎えてくれる優しさ

にも出会う。それが、リアルだ。

　この圧倒的なパワーを持って、目の前

に現れるリアリティに、どう応えるか。

それはまさにコミュニケーションに関わ

る課題であり、私たちが「場のチカラプ

ロジェクト」として考えてゆくべきテー

マである。お決まりの調査研究のスキー

はじめに

ムに即して、「報告書」を書いているだ

けでは、事足りないのだ。つぶさな観察

と厳密な記録、さらには人びととの関わ

りをもふくめた形で、実践のデザインを

すすめたい。そのためには、私たちが〈観

察者〉から〈関与者〉へと生まれ変わり、

あたらしい方法や態度を身につけなけれ

ばならないだろう。

　この冊子は、ここ数年続けてきた「キャ

ンプ」と呼んでいる活動をふまえて、ま

ちの人びととの関わりを促す「ちいさな

メディア」について紹介したものである。

なるべく図版を多くして、具体的な活動

内容がわかるように心がけたつもりだ。

一部については、これまで、ブログやリー

フレットなどに書いた文章を、再編集し

て載せてある。

　フィールドワークを終えるたびに、成

果のまとめはしてきたつもりだが、つい

毎日の忙しさを言い訳に、記録の整理を

怠りがちだった。すべてを網羅すること

はできなかったが、まずはこの冊子を仲

立ちに、あたらしいコミュニケーション

が生まれることを期待している。
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ちいさなメディア
　私たちは、５年ほど前から、全国を巡

り、「よそ者」の目線から、訪れたまち

の魅力を観察・記述する「キャンプ」と

いう活動を続けてきた。「キャンプ」には、

まちでフィールドワークをおこない、何

らかの成果物を滞在中にまとめてまちに

還すという活動を組み込んでいる。成果

は、ポストカードやポスター、ビデオク

リップなど「ちいさなメディア」とも呼

ぶべきもので、制作が容易であることに

くわえて、その場で配布することも可能

である。

　何よりも、その地域に暮らす人びとと

話題を共有し、コミュニケーションを促

進する「話の種」としての役割を担う。

そして、「ちいさなメディア」がはこぶ

内容は、おのずと地域や生活者に密着し

たものになる。

　時間的・技術的な問題があるものの、

その場でつくり、その場で公開（発表、

配布）することが可能になると、読み手

の反応やフィードバックが、すぐさま感

じられることになり、作り手にとって、

とても貴重な体験がもたらされる。自分

の目線で切り取ったまちや地域の暮らし

について、あるいは自分の綴った言葉に

ついて、地域に暮らす人びとと直接やり

とりしながら理解を深めていく過程は、

メディアの持つ「つなぐ力」をあらため

て考え直す、とても有意味な機会となる。

　近年、地方発の自主制作冊子が注目を

集めており、雑貨店やカフェなど、従来

とはことなる独自の販路で流通しはじめ

ている。「リトルプレス」は、その作り

手の創意工夫によって、豊かで多様な個

性を表現する媒体になる。少部数である

が、手作り感がある。特定少数の読み手

を想定して制作されたメディアは、一人

ひとりの「ふつうの人」に光を当て、そ

の力強さを輝かせる。

　私たちが、フィールドワークの成果を

まとめて制作する「ちいさなメディア」

は、冊子（紙媒体）にかぎることなく、

人びとの生活に密着した、さまざまな

メディアの総称である。たとえば、いま

や誰もが携行するようになったケータイ

や、近年注目を集めている「電子書籍」

による成果の公開方法も模索しながら、

私たちの身の丈に合ったメディアのあり

ちいさなメディアの可能性
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方について考えている。

つくりながら考える・考えながらつくる
　私たちが標榜する「キャンプ」という

学習のスタイルは、日常生活における直

接体験こそが、学びの源泉であるという

考え方にもとづいている。つまりそれは、

〈その時・その場〉の状況と向き合いな

がら、創意工夫を試みることで、学びの

機会が生まれるという考えである。

　識字教育の実践家、理論家として知ら

れるパウロ・フレイレは、私たちの対話

において、「世界に名前をつける・命名

すること（name	the	world）」の重要性

を説いている。私たちは、言葉を知るこ

と、言葉をあたえること、言葉を発する

ことによって、積極的に外界にはたらき

かけることができる。その過程をつうじ

て、私たちは問題を提起したり、お互い

の関係を変革したりしようとする。

　つまり、「識字能力（リテラシー）」は、

すでに「書かれたもの」への理解を促す

ばかりではなく、みずからが書くことに

よって、あたらしい「世界」の提案を可

能にするのである。そして、ひとたび命

名されたものは、課題として共有できる

ようになる。それが、コミュニケーショ

ンを誘発し、私たちのやりとりをつうじ

て、さらに「世界」をつくってゆくので

ある。

　名前をあたえられ、モノとして流通可

能となった知識は、もちろんそれ自体に

も価値はあるが、大切なのは、それが、

私たちの関係性を築く仲立ちとなって、

コミュニケーションを継続させるという

点だ。これは文字による表現である必要

はないだろう。私たちの経験を、何らか

の形で表現された〈モノ・コト〉として

流通させ、人びとと共有できるようにす

れば、それが、コミュニケーションのきっ

かけづくりに役立つはずだ。

　大切なことは、文字にかぎらず、とに

かく自分の「外」に出すということだ。

上手い下手はあまり考える必要はない。

むしろ、モノの出来映えを気にしすぎて、

手を止めるようなことがあってはならな

い。冒頭に引用した「有るは無きに優る」

という一節を忘れずに、名づけること、

形にすることが重要なのだ。

　一度つくられたモノを見ながら、考え

る。それをさらに修正、改訂してあた

らしいモノを仕上げる。この試行錯誤

は、まさに経験学習のプロセスである。

フィールドワーク先で、あたえられた状

況を評価し、かぎられた時間内にみずか

らの知恵や経験を動員して、課題に向き

合う。さらに、作成された「ちいさなメ

ディア」の公開・流通までの流れを「全

体として」デザインすることが、私たち

のテーマなのである。
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「おみやげ」と「おきみやげ」
　これまでの一連の実践のなかで、「お

みやげ」と「おきみやげ」について考え

るようになった。「おみやげ」は、旅先

から持ち帰る（あるいは人に贈る）ため

に、その土地で手に入れる。たとえば記

念写真は、その地に足をはこんだという

記録になり、家族や友だちに写真を見せ

ることで、その経験を共有することがで

きる。キーホルダーやペナント（最近は

見かけないかもしれないが）を集めてい

けば、じぶんの旅の足跡を積み重ねてゆ

くことができるはずだ。そして、お菓子

のたぐいは、場所の経験を舌に憶えさせ

てくれる。

　フィールドワーカーには、みずからが

見たこと・感じたことを「おみやげ」と

して持ち帰り、それを報告する使命があ

る。フィールドワークの経験を、再構成

し表現しようとすることをつうじて、そ

の土地の生活や文化が「見える」ように

なるので、わかりやすく整理して、みん

なに「おすそ分け」をすることが重要な

のである。

　さらに考えてみたいのは、「おきみや

げ」だ。「おきみやげ」は、前任者が未

処理のまま置き去りにした「残務」のよ

うなイメージがあって、もう少し適切な

ことばをさがしたいとは思うが、つまり

は、「何か」を置いて帰るということだ。

もちろん、その場で「何か」をつくって、

文字どおり置いて帰るのが難しい場合は

少なくない。その場合でも、「おきみやげ」

について、考えてみる必要があるだろう。

　たとえば、フィールドワークの成果を

まとめて制作したポストカード（p.	7 参

照）は、あとからかならず調査した地

域（コミュニティ）に送り、活用しても

らえるようにしてきた。中吊り広告（p.	

19）は、調査対象となったエリア（およ

び対象となった人びと）の日常的な場面

にできるだけ近づいて、フィールドワー

クの成果を報告する試みである。フィー

ルドワークの経験は、私たちの手許だけ

で活用するのではなく、その土地に「還

る」必要があるのだ。

　では、私たちの「おきみやげ」はどう

なるのか…。それは、地域のかたがたに

おまかせするしかない。決して、無責任

なことを言うわけではなく、けっきょく

は、地元に暮らす人びとが創らなければ

ダメだと思えるからである。そのきっか

けづくりになるような、少なくとも話の

タネになるような、「何か」を置いて帰

ることが、私たちの活動の意味だと考え

ている。

　「ちいさなメディア」としてのデザイ

ンが優れているならば、「置いて帰る」

は、きっと「置いて変える」となり、微

力ながらも地域に貢献することになるは
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ずだ。

メディアは〈関係性の現れ〉
　この冊子では、私たちがこれまでにつ

くってきた「ちいさなメディア」を紹介

しながら、ちいさきものに秘められた可

能性について考えてみたい。それは、私

たちのコミュニケーションを拓く、〈関

係性の現れ〉としてのメディアである。

　私たちが、「ちいさなメディア」をつ

くりながら気づいたのは、こうした媒体

が、人と人との距離感を調整する役割を

担うということである。たとえば、下図

のように１対１のコミュニケーション

は、相手とまっすぐに向き合うことが求

められる。とくに初対面の場合には緊張

するだろう。まずは、慣れないながらも、

話を聞いたり、写真を撮ったりして、素

材を集める。そして、それらを加工・編

集して、（上手い下手はともかく）形に

する。

お互いに向き合って話す

　「ちいさなメディア」があると、人と

の向き合い方が変わる。こんどは、制作

したばかりのモノ（たとえば壁に貼った

ポスター）を一緒に眺めながら話をする

ことになる。身体が壁に向かって開き、

少し気持ちが楽になる。

ちいさなメディアを一緒に眺めながら話す

　「ちいさなメディア」は、お互いに共

有できる、話のきっかけづくりに役立つ

モノになる。とくに「キャンプ」という

実践のなかでは、形になったばかりの

「ちいさなメディア」に、一緒に向き合

うとき、場の雰囲気が大きく変わる。「ち

いさなメディア」には、作り手と受け手

との関係性が埋め込まれているからであ

る。（形はさまざまだが）それは、初め

て訪れたまちで出会った人との、コミュ

ニケーションの記録なのだ。その記録を

起点に、おのずと会話がはずむ。ときに

は、感情が涙となって表れることもある。

　私たちは、より緩やかで、自律性を高

めた形でまちの人びとと向き合い、その

生きざまを描き出すことを目指したい。

引き続き、「ちいさなメディア」を介して、

人びとの日常と〈共に居る〉立場へと向

かうことになるだろう。その動きこそが、

変革のためのよき源泉になると考えてい

るからである。
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ちおうの）収束をむかえることになる。

ポストカードには、調査者の氏名と研究

室の住所を明記することで責任の所在を

明確にするとともに、フィードバックを

受けられるようにした。実際に、私たち

のつくったポストカードを手にしたまち

の人から、ハガキや手紙が届いた。

ポストカードというメディア
　ポストカードの特質は、伊藤銀月の「絵

ハガキについて」（1905）とともに考え

てみると興味ぶかい。少々長くなるが、

その一節を引用しよう。

... 近頃芝居の當り狂言を写真に撮って、

それを絵ハガキに刷り出すことが流行り

出し、これが一般に歓迎せられる様子

だ、まことにいい思い付きだ。願くは、

芝居が開くと直ぐ大急ぎでそれを絵ハガ

キにし、その狂言の評判がパッと拡がる

頃には、絵ハガキもまたそれに伴って廣

布するように、新聞紙なら号外を出すよ

うな具合で、機敏に急速に出して貰いた

い、そうして、一度その芝居を見た人は、

　フィールドワークに出かけたら、とに

かくたくさん写真を撮るようにする。最

近では、ケータイのカメラも活用できる

ので、気負わずにシャッターを押そう。

写真を選んで並べ、フィールドでの体験

や「気づき」を 400 字程度で綴って、レ

イアウトする。ポストカードは、ちい

さな「報告書」になる。20 人が歩けば、

20 通りのまちが見えてくる。全員で話

し合って、意見をまとめることはせずに、

多様な見かた・感じかたをそのまま記録

しておこう。

まちに配る
　私たちが作成したポストカードは、地

元の信用金庫や商店街等、地域コミュニ

ティの拠点に置いて、無料で配布した。

フィールド調査による発見や気づきは、

報告書や論文という形で調査者だけが独

占するのではなく、調査の機会を提供し

てくれたまちの人びとにも返さなくては

ならない。お礼の気持ちを込めてポスト

カードを作成し、それを届けるために、

ふたたび現場を訪れた段階で、調査が（い

【ポストカードをつくる】
フィールドワークの成果をまちに還そうと考えたとき、一番に思いついた
のがポストカードだった。手軽につくることができて、集めていても楽しい。
そして、切手を貼れば、誰かに届けることも容易だ。
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その絵ハガキを買って、それぞれ自分が

見た時の感想を記し、まだ見ぬ者に贈り

興えるの風を流行らせたい、殊に、田舎

に居る芝居好きを之によって慰めるは妙

じゃないか。（中略）その他、写真術と

印刷術とを極度に利用したら、社会上の

種々の驚くべき出来事の際どい所を写し

撮って絵ハガキに刷り出し、忽ちそれに

羽を生やして、全国の津々浦々、一歩進

んで海外迄も飛び廻らせること、これま

た左迄難くはあるまいと思う。

まちの〈
ス ト ー リ ー

物語〉を飛び廻らせる
　およそ 100 年前、「絵ハガキ」はニュー

スを伝えるメディアとして機能していた

ことがうかがえる。ニュース性はともか

く、私たちの作成しているポストカード

には、写真として切り取られた地域の風

景と、調査者の発見や気づきが綴られて

いる。まちを歩きながら採集した風景を、

ポストカードとして編集・意味づけし、

ふたたびまちに放つのである。

　このように、個人的・主観的なフィー

ルドでの体験を、ポストカードとして「世

に問う」ことで、私たちの活動はまちや

地域コミュニティとの接点を持つことが

できる。

　ポストカードづくりは、できれば、ゆっ

くりとすすめたい。たくさんの写真を撮

影した順に並べたり、場所で分類したり。

それは、現場にいた自分をふり返る大切

な時間だ。編集の過程で、いろいろなこ

とに気づくはずだ。そして、写真の選別

や配列に、個性が現れる。まずは、自

分がどのようにフィールドワークに向き

合ったかについて考えよう。その上で、

他の人がつくったポストカードを丁寧に

読むと、徐々にまちのこと、暮らす人び

との輪郭が見えてくる。

� 2004 年 11 月３日（水・祝）に実施した、柴又（東京都葛飾区）

での調査の成果をまとめたポストカード。

�　2005 年 10 月 14 日（金）〜 16 日（日）にかけて開催

された「葛飾区産業フェア」では、フィールドワークの成果

をまとめたポストカードを配布した。たくさん集めて、まち

の多彩な表情を味わうだけでなく、切手を貼ってポストに入

れれば、まちでの出来事を知らせるメディアになる。
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［ポストカードをつくるプロジェクト］
これまでに何度かポストカードをつくるプロジェクトを実施した。概要等の詳細は、ウェブ

で公開している。

● 柴又フィールドワーク　［2004 年 11 月３日（水・祝）/ 2005 年 4 月 17 日（日）］

１回目は、柴又帝釈天（経栄山題経寺）を中心とするエリアを歩き回り、23 種類のポストカードを

つくった。２回目は、柴又帝釈天の参道沿いの店で職業体験（ぷちインターンシップ）をしながら調

査をおこない、24 種類のポストカードをつくった。いずれも、信用金庫や参道の店先、産業フェア

等で配布した。　http://vanotica.net/torap1/　　http://vanotica.net/torap2/

● 金沢フィールドワーク　

［2005 年 12 月 17 日（土）〜 18 日（日）/ 2006 年５月 20 日（土）〜 21 日（日）］

柴又のときと同様、金沢市（石川県）にも２回出かけた。１回目は数十年ぶりという大雪のなかを歩

き、その成果は 23 種類のポストカードになった。２回目は、金沢市内での職業体験（ぷちインター

ンシップ）の成果を９種類のポストカードにまとめた。　

http://vanotica.net/kanap2/　　http://vanotica.net/kanap2/

● ハングアウト調査　［2005 年４月〜７月］

2005 年の春から夏にかけて、「ハングアウト」をテーマにフィールドワークをおこなった。カフェや

バー、フラワーショップなど、まちに偏在するたまり場や行きつけの店などを調査し、成果をポスト

カードにまとめた。15 種類のポストカードがシリーズに加わった。

● 坂出フィールドワーク　［2006 年 12 月９日（土）〜 10 日（日）］

坂出市（香川県）のフィールドワークでは、坂出商店街を中心とするエリアを歩いた。21 種類のポ

ストカードをつくり、商店街等で配布した。　http://vanotica.net/sakap1/

�　2004 年の秋、まちを巡るフィールドワー

クをスタートさせた頃は、とにかくポストカー

ドばかりつくっていた。毎回、20 名くらいの

学生とともにまちを訪れるので、最初の２年

ほどで 100 種類近くになった。そのなかで、

いくつかのバリエーションも生まれた。

左：取材先の店のロゴを載せて、「ショップカー

ド」として活用してもらう。

中：２次元バーコードを介して、ケータイで

声のメッセージを再生できるようにする。

右：ポストカードをもっと飛び廻らせるため

に、文字数を少し減らして、罫線を印刷し、

ひと言添えられるようにする。
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ズムでまちを歩く体験を、比較的容易に

実現することができる。音声コンテンツ

は事前に収録されたものであるため、歩

くときは、つねに過去のまちの音を聞く

ことになる。眼前には、まさに「その時」

の風景が見えるが、自分の耳には「いつ

か・だれか」が歩いたときの音が聞こえ

てくるという体験は、ちょっと不思議で、

愉しい。

　ポッドウォーキングは、都市を歩き回

るための音声ガイドで、ひとつの地点か

ら特定の目的地までの道案内をする音声

の「アクセス・マップ」ともいうべきも

のである。日本でポッドウォークのコン

テンツを先駆的に作成している川井拓也

は、「寄り道や道草を支援するエンター

テイメント」として性格づけている。

　私たちは、川井らによって提案されて

いるアイデアを参照しながら、まちでの

体験を伝えるための方法として、ポッド

ウォークの可能性を探究することにし

た。ポッドウォークのコンテンツを耳に

しながら歩くという体験は、私たちが埋

め込まれたまちの風景を構成・再構成す

　「ポッドウォーク（あるいはポッド

ウォーカー）」と呼ばれる試みは、まち

を理解するための、あたらしい経験を提

供するものだ。ウェブを介して、事前に

音声のコンテンツを iPod などの携帯音

楽プレイヤーにダウンロードしておき、

それを聞きながらまちを歩く。

親密な音を携えて歩く
　人びとが地域にいだく愛着や親近感を

理解することは、「キャンプ」の重要な

課題のひとつだ。たとえば、近所を歩く

ことが、予期せぬ発見や驚きに満ちてい

るとき、人は場所にある種の楽しさを感

じ、結果として、その場所はより多くの

人びとを惹きつける力をもつだろう。さ

らに、次第に場所がある種の活力・求心

力をもつようになることで、いわゆる「リ

ピーター」をも育むはずだ。

　そうした力について考えるにあたって

は、私たちがふだん慣れ親しんだ「もの

の見かた」から、みずからを切り離して

みることが重要だ。ポッドウォークは、

じぶんではない「誰か」のスピードとリ

【音声ガイドをつくる】
人の数だけ、「まち歩き」の体験がある。携帯型音楽プレイヤー（iPod など）
とポッドキャスティングを活用して、あたらしいまちの理解を創造してみ
よう。



� 上：柴又（東京都葛飾区）ポッドウォーク（2006 年 10 月）/ 下：丸の内（東京都千代田区）ポッドウォーク（2006 年 11 月）

あらかじめ、音声をダウンロードしておき、ポストカードサイズの地図を手にしながら歩くというスタイルを提案した。

実際には、（歩かずに）音声を聞くだけでも、ラジオの実況中継のように、まちの臨場感を味わうことができる。
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る、じつに興味ぶかい体験である。

遊
フラヌール

歩者のメディア
　ポッドウォークによるまち歩きは、簡

単にまちにとけ込むことができるという

点が魅力的だ。見かけ上は、片手にケー

タイを持って音楽を聞いている、ふつう

の歩行者である。しかしながら、私たち

は、観察者、「遊歩者（flâneur）」となる。「遊

歩者」は、状況と関わりをもたず、世俗

的な〈モノ・コト〉から少し距離を置い

た、感受性の豊かな都市の観察者である。

ポッドウォークは、これまでには体験し

てこなかったスピードとリズムでまちを

歩く、「遊歩者」のためのメディアとし

て理解することができる。

　「遊歩者」になることによって、まち

で共有されているイメージや風景につい

てあらためて考え、「気づき」を誘発す

る機会が生まれる。まちを学ぶためのコ

ンテンツとして、ワークショップなどに

組み込むことで、地域コミュニティにお

ける他者との関わりについて考えるきっ

かけにもなるだろう。

道
ナビゲーター

案内から同
パートナー

伴者へ
　私たちが音声ガイドをつくりはじめた

のは、もともとは声による道案内への関

心からだった。実際に、声で目的地にた

どり着くことができるように、ランド

マークや目印などについて語るように意

識しながら、収録していた。

　やがて、誰かと話をしながらまちを歩

いたり、さらにその様子を聞いたりする

ことこそが愉しいと感じられるように

なってきた。わずか 10 分程度のちいさ

な「旅」であったとしても、音声ガイド

は、道すがら、親密な声を届けてくれる

「同伴者」になる。寄り道も、彷徨いも、

まちを知る方法なのだ。

�� 2006 年５月に金沢で収録したコンテンツは、

まち歩きの音声を写真とともに編集し、歩きながら、

ところどころで視覚的な手がかりが表示されるよう

にした。いまなら、スマートフォンをつかって、も

う少しちがったコンテンツをつくれるだろう。

いずれにせよ、目的地への「ナビゲーション」より

も、誰かと一緒にまちを歩く感覚を生み出すことが、

「ちいさなメディア」の親密さを際立たせるはずだ。



［音声ガイドをつくるプロジェクト］
これまでに、以下のような音声ガイド（ポッドウォーク）を制作した。概要等の詳細お

よび音声ファイルは、ウェブで公開している。

● 京都を歩く　［2006 年４月収録］

ポッドウォークのコンテンツづくりをはじめるにあたって、試験的に京都で収録した。このとき

は、おもに録音のしかた / 歩くスピードなど、技術的 / 実践的な問題について考えた。

http://vanotica.net/snd/kyoto_06.html

● 柴又を歩く　［2006 年 10 月収録］

柴又界隈（東京都葛飾区）を、地元のかたがたと歩いて、音声ガイドを収録した。ポストカード

は３種類つくり、店舗や柴又駅などで配布した。２次元バーコードを介して、携帯電話からも音

声ファイルをダウンロードできるようにした。　http://vanotica.net/snd/shibamata.html

● 丸の内ポッドウォーク　［2006 年 11 月］

ORF2006 に合わせて、丸の内（東京都千代田区）エリアを歩くための音声ガイドを収録した。た

んなる道案内ではなく、車イスによる移動、外国語版、エクササイズ版など、さまざまなバリエ

ーションを制作した（11 種類）。２次元バーコードを介して、携帯電話からも音声ファイルをダ

ウンロードできるようにした。　http://vanotica.net/snd/marunouchi.html

● 坂出を歩く　［2006 年 12 月収録］

坂出市（香川県）でのフィールドワークの際、地元のかたがたと一緒にまち歩きをしながら収録

した。　http://vanotica.net/snd/sakaide.html

� 左：ボイスレコーダーを持って、収録しながら金沢のまちを歩く。（2006 年５月）　 / 右：まち歩き用の

ポストカードを柴又駅（京成金町線）で配布。（2006 年 11 月）
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【ビデオをつくる】編集しない

映像は雄弁である。言うまでもなく、まちに還すコミュニケーションは、
文字にかぎられるものではない。みんなで話をしながら、人びとの活き活
きとした様子を、ビデオにまとめてみよう。

　フィールドワークの成果は、さまざま

な形でまとめることができる。ビデオは、

ひと頃にくらべて、ずいぶん扱いやすく

なったので、気負わずにビデオを活用し

たい。私たちがつくるのは、人びとやま

ちについて〈見たこと・感じたこと〉を

まとめる映像なので、あまり難しいこと

を考える必要はない。ごく自然に人びと

の暮らしに触れ、メモを取るつもりで映

像を制作すればよい。

一気に撮り終える
　ビデオの制作には、ある程度の時間が

必要になるが、思い切って「編集なし」

でビデオをつくるという方法もある。厳

密には、「編集しない」のではなく、あ

とから編集できない（編集しない）とい

うことだ。つまり、ポーズボタンを多用

しながら順番にカットをつないだり（ス

トーリーにしたがって、少しずつつな

ぐ）、長回しで撮ったり（一度「録画」

ボタンを押したら、そのまま最後まで撮

りきる）、というやり方である。

　この方法だと、煩雑な編集作業は必要

ないが、事前の準備や段取りが重要な意

味を持つことになる。最初から最後ま

で、どのような映像にするかを考えた上

で、撮影をすすめていくことになるから

だ。場合によっては、撮り直しもあるだ

ろう。かぎられた時間でこなすことにな

るので、ちょっと慌ただしい。

編集をめぐるコミュニケーション
　この「編集しない」という方法は、い

ささか窮屈ではあるものの、編集するメ

ンバーどうしのコミュニケーションを活

性化する。その意味で、これはビデオ制

作をつうじた、チームづくりの方法だと

考えることもできる。４〜５人ほどのグ

ループでおこなうことが多いが、全員の

役割分担をきちんと理解しておかない

と、うまく完成しない。素材を撮ってお

いて、あとから編集する場合だと、結局

は編集用の PC に向かう（編集の心得の

ある）メンバーに、作業を委ねてしまう

ことが多い。

　この「編集しない」という方法は、全

員の息を合わせて撮影するので、サボる



① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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ことは許されない。そのかわり、撮影が終わっ

たら、その時点でビデオは完成ということにな

る。

みんなで鑑賞する
　グループで、あれこれと話をしながら、30 〜

60 秒のビデオが完成する。私たちが志向する

「キャンプ」型のフィールドワークは、現場でつ

くって終わりにするのではなく、さらに「まち

に還す」という段階を経てから終了する。編集

しないという方法のおかげで、ビデオの制作は

簡略化され、ひと晩もあれば、なんとかなる。

　かなり忙しいが、撮影当日の夜（あるいは翌

日の午前中）には、上映会を開くことができる。

最近では、現場でプロジェクターを貸していた

だくことは、さほど難しくなくなった。白い壁

があれば、それでいい。持ち運びが苦にならな

いようなプロジェクターも手に入れ易くなった

ので、「キャンプ」には、上映会のための装備も

携えて出かけるようにしたい。

　上映会は、教室や会議室などがなくても開く

ことができる。民家の一室や、改装中の空き店

舗などでもいいだろう。まちでお世話になった

人、道行く人に声をかけて、みんなで鑑賞し、

意見交換をすることで、じぶんたちがまちをど

⑦ ⑧

� 「編集しない」というやり方で編集されたビデオ。

p. 16 ①〜④は、宇宿（鹿児島県）フィールドワーク（2008 年５月）

で、 「電車を降りたくなるまち」というテーマで制作されたビデ

オ。⑤⑥および p. 17 ⑦⑧は、佐原（千葉県）フィールドワーク

（2008 年９月）で「暮らしのなかに息づく歴史」というテーマ

で制作されたビデオ。すべて、60 秒でまちの様子を切り取った。



18｜場のチカラ プロジェクト

［ビデオをつくるプロジェクト］
これまでに以下のまちで、（編集しないという方法で）ビデオをつくるプロジェクトを実施

した。概要等の詳細および制作したビデオ（一部を除く）は、ウェブで公開している。

● 宇宿フィールドワーク　［2008 年５月 17 日（土）〜 18 日（日）］

鹿児島市宇宿（うすき）商店街を中心とするエリアのフィールドワークをおこなった。このプロジェ

クトでは、鹿児島国際大学の学生とともに５つのグループをつくり、それぞれが 60 秒の映像を制作

した。　http://vanotica.net/kagop1/

● 佐原フィールドワーク　［2008 年９月 27 日（土）〜 28 日（日）］

佐原（千葉県香取市）のまちで、一泊二日の「キャンプ」を実施した。５人ほどのグループに分かれ

てインタビューや調査をすすめ、その成果を 60 秒の映像にまとめた。翌日、改装中の空き店舗を借

りて、上映会を開いた。　http://vanotica.net/sawap1/

のように見たり感じたりしたのか、再確

認することができる。もちろん、他のグ

ループの取り組みも、参考になる。

　制作したビデオは、とくに問題がなけ

ればウェブ上で公開しよう。記録として

保存するだけでなく、ビデオの共有サイ

トを介して、あらたな出会いもある。ビ

デオは、「話の種」となって、まちにつ

いて語る仲立ちとなる。

� 半日、あるいは一晩でビデオを完成させることがで

きるので、まちの人を呼んで、上映会を開催し、意見

交換をおこなうように計画した。

上：宇宿（鹿児島県）での上映会（2008 年５月）

下：佐原（千葉県）での上映会（2008 年９月）
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歩いて見るのもいい。もちろん、駅（電停）

や乗り降りする人の様子も、観察しよう。

　徒歩圏内で、さらに線路という明快な

ルートを前提に調査対象となるエリアを

設定すると、フィールドワークはずいぶ

んすすめやすくなる。

「中吊り広告」という接点
　通常、フィールドワークの成果は、論

文や報告書、プレゼンテーションといっ

た形で公開されることが多いが、まちの

人びとにより近い形で公開するために、

電車の車両を「移動ギャラリー」に見立

ててみる。いつもの電車に揺られながら、

ふと暮らしているまちを想う。そのため

の、まちの人びととの接点（コンタクト

ポイント）として、中吊り広告の可能性

を感じるのだ。

　電車の中吊り広告は、一般的には B3

サイズ（364 × 515mm）でつくられて

いる（横長のサイズだと、幅が２倍になっ

て 364 × 1030mm）。大型プリンターさ

え調達できれば、出かけた先ですぐに編

集して、印刷することも可能である。電

　道路や鉄道は、地域のイメージをつく

るのに重要な役割を果たしていることが

少なくない。ときには、「エッジ」となっ

て、そのイメージを分断することもある

が、場所に対する親しみやすさや愛情は、

おそらく、私たちが考えている以上に、

バスや電車などの交通機関と関係してい

るように思える。

　なによりも、通勤や通学など、多くの

人びとの毎日の「足」として、日常生活

にとけ込んでいるからだ。私たちが、い

つも眺めているあたりまえの風景は、こ

うした公共交通機関の路線と無縁ではな

いはずだ。

生活する人のスケール
　フィールドワークを継続的におこなう

ためには、比較的コンパクトでわかりや

すい現場（フィールド）をさがすのが望

ましい。たとえば、路面電車は、地域差

はあるものの、ほぼ徒歩圏内だと考えて

いいだろう。路線に沿ってまちを歩いて

もいいし、車窓からまちを眺めて、気に

なる〈モノ・コト〉があったら、降りて

【中吊り広告をつくる】
フィールドワークの成果をまちに還すこと考えながらあたりを見回すと、
いろいろな陳列スペースが見つかる。公共スペースはもちろんのこと、電
車やバスのなかも、人びととの接点をつくるギャラリーになる。
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車の車両に吊り下げられることを前提と

しているので、やはり、部屋のなかでは

なく、動く電車のなかで、どのように見

えるかを確認したい。車窓を流れる風景

と、中吊り広告が一緒になって、あたら

しいまちの理解を創造するのである。

　ところで、中吊り広告という呼び方を

しているが、私たちの場合、制作するの

は何かの商品やサービスを「売る」ため

の広告ではない。創造性にあふれ、人び

とを惹きつける場所の魅力とは何か。そ

れぞれが、電車に沿ってつくられるまち

のイメージを表現するのである。

電車をギャラリーにする
　じぶんたちのつくった中吊り広告が、

実際に人目に触れている現場を見に行く

ことも、重要かつ楽しい経験になる。電

車が来るのを待って、乗り込んで、中吊

りを探すだけでドキドキする。何両かに

分散して掲出されている場合には、でき

るだけ多くの「作品」を見るために、途

中で降りて次の電車を待ったり、すれ違

う車両を眺めたり、ちょっとした工夫も

必要になる。

　中吊り広告の姿をした調査報告書は、

ごく自然に電車という空間にとけ込こん

で、路面電車は、私たちの身の丈に合っ

た、ちょうどいいスケールの「移動ギャ

ラリー」になる。「何の広告だろう？」

と思う人はいても、こうしてフィールド

ワークの成果が、車内に展示されている

ことには、なかなか気づきにくいようだ。

通勤帰りのサラリーマンが、（知ってか

知らずか）私たちのつくった中吊りを見

上げている姿を見ると、ちょっと愉快な

気分にもなった。

� 左列：江ノ電に掲出された中吊り広告（2007 年７月）　右列：函館市電に掲出された中吊り広告（2007 年 11 月）

� 左：函館市電・530 号は、２週間「中吊りギャラリー」として函館市内を走った / 右：車内の様子（2007 年 11 月）
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［中吊り広告をつくるプロジェクト］
中吊り広告をつくるプロジェクトは、これまでに３回実施した。概要等の詳細は、ウェブで

公開している。

● 江ノ電　［2007 年４月〜７月］

2007 年４月〜７月中旬にかけて、江ノ電沿線（神奈川県）のフィールドワークをおこなった。成果は、

中吊り広告のフォーマットにまとめて、７月９日（月）〜 20 日（金）にかけて、江ノ電の車内に掲

出した。（全 32 種類）　http://vanotica.net/enoden_gallery/

● 函館市電　［2007 年９月 29 日（土）〜 30 日（日）］

函館市（北海道）では、「市電から見える」あるいは「市電が見える」というキーワードで市電沿線

のフィールドワークをおこなった。東京に戻ってから編集・レイアウトの作業をすすめ、19 種類の

中吊り広告を完成させ、11 月 19 日（月）〜 12 月２日（日）まで、函館市電・530 号の車内に掲出

した。　http://vanotica.net/hakop1/

● 豊橋市電　［2008 年 11 月 29 日（土）〜 30 日（日）］

豊橋市（愛知県）でのプロジェクトでは、これまでと同様、市電沿線のフィールドワークの成果を中

吊り広告にまとめた。この時は現場に大型プリンターをはこび、滞在中に印刷することにした。２日

目の午後は、動く市電（豊橋鉄道株式会社のご厚意による特別車）のなかで成果発表・講評会をおこ

なった。その後、12 月 1 日（月）〜 14 日（日）にかけて、市電の車両内に掲出した。（全 19 種類）

http://vanotica.net/toyop1/

� 左：豊橋市でのプロジェクトの際は、滞在中に中吊り広告を印刷した。/ 右：そして、すぐに特別列車に乗り

込んで、まちのなかを移動しながら、プレゼンテーションをおこなった。（2008 年 11 月）
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　まちに還すコミュニケーションについ
て考えていると、できるかぎり現場でつ
くること、完成させることの価値に気づ
く。記憶が新鮮なうちに、現場での体験
をふり返ることができる媒体は、コミュ
ニケーションのきっかけになるからだ。
たとえば、イベントなどに関わる機会
には、かわら版をつくってみよう。過去
に「学級新聞」のようなものをつくった
経験があれば、ちょっとした懐かしさを
味わいながら作業をすすめることができ
る。

ちいさな編集室をつくる
　かわら版をつくる作業は、とても慌た
だしい。時間に余裕がないので、取材は
体当たりである。事前にアポを取ったり、
細かく質問項目を整理しておいたりする
ことは不可能に近い。あたえられた条件
のもとで、あれこれと調整をしながら段
取りを決める。やり直すことはできない
のだ。もちろん、かわら版をつくるため
の場づくりにも向き合うことになる。折
りたたみ式の机とイスを並べて、ノー

ト PCと小型のプリンターを設置すれば、
そこは、ちいさな編集室になる。時間の
プレッシャーと、即席の編集デスクに不
自由さを感じつつ、かわら版の編集に取
り組む。じつは、その状況こそが、さま
ざまな創意工夫のチャンスなのだ。

自由に書く
　かわら版をつくるときに心がけたいの
は、とにかく自由に書くということだ。
かわら版であるからには、イベントの概
要や経過を正しく伝えなければならな
い。何が起きているかを記すことはもち
ろん重要だが、それをどう語るかが大切
だ。文章の上手下手を気にする必要はな
い。じぶんなりにイベントを観察し、人
に話しかけ、気づいたことや感じたこと
を文字にするのだ。紙面のスペースはか
ぎられているので、慎重にことばをえら
ぶ。じぶんの目で観察した、豊かで複雑
な現場を、あたえられた文字数に凝縮す
るのである。場合によっては、写真のよ
うな視覚的な手がかりなしに、すべてを
文字だけで伝えなければならない。

【かわら版をつくる】
かわら版をつくる作業は、なかなか大変だ。テキパキと作業をしないと、
すぐに原稿のしめ切りがやって来る。だが不思議なことに、刷り上がった
ばかりのかわら版を読者に手渡すとき、その疲れはどこかに消えてしまう
のだ。
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読者が待っている
　かわら版は、見かけは新聞のようだが、
不特定多数に向けて印刷されるものでは
ない。むしろその逆で、特定少数の読者
を想定してつくられる「ちいさなメディ
ア」である。イベントの参加者の数に合
わせて、発行されるのは、わずか数百部
程度だが、ほんの数時間前の出来事が、
活字となって紹介されている。読者数が
少なくても（というより、少ないからこ
そ）、決められた時間までに編集を終え
て配ることが重要になる。

置き去りにされないメディア
　原稿が揃ったら、紙面をレイアウトし
て、印刷する。ひとたび発行して配布し
たら、もう直しようがない。かわら版の
場合は、その評価は直接的に返ってくる。
つまらなければ、会場に置き去りにされ
る。ゴミ箱に行くこともあるはずだ。そ

の意味で、結果がすぐわかる。
　幸い、これまでにつくったかわら版は、
置き去りにされることはあまりなかった
ようだ。誤字などの不備がいくつか見つ
かるものの、手にした人びとの反応は、
おおむね好評である。イベント会期中に、
かわら版を何度か発行するような場合に
は、私たちの存在を気にかけてくれる人
も現れる。刷り上がるのを待っている、
読者の姿を実感できるようになる。これ
も、「ちいさなメディア」のひとつの特
質だといえるだろう。
　作り手も読者も、お互いの顔がよく見
える状況で発行され、すぐさま感想やア
ドバイスが返って来るという感覚は、と
ても大切だ。アナログかデジタルか、と
いうことはさほど重要ではなく、読み手
の顔を思い浮かべながら情報を編纂する
プロセスこそがが貴重なのである。

� 左：「こもろ・日盛俳句祭」で配られたかわら版（2009 年８月） / 右：ORF2009・会場につくられた即席編集

室のホワイトボード（2009 年 11 月）

� 「第２回 こもろ・日盛俳句祭で制作・配布された『こもろまん』（2010 年８月）
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［かわら版をつくるプロジェクト］
これまでに何度かかわら版をつくるプロジェクトを実施した。概要等の詳細は、ウェブで公

開している。

● こもろ・日盛俳句祭　『こもろのちから』『朝蝉』ほか　［2009 年８月１日（金）〜３日（月）］

小諸市（長野県）で開催された俳句のイベント「こもろ・日盛俳句祭」の様子を逐次取材・編集し、

かわら版にまとめて会場で配布した。３日間のイベントで２誌、それぞれ５回（および号外）発行。

配布用の印刷はコンビニのコピー機を利用した。　http://mobpress.net/090801.html

● SFC オープンリサーチフォーラム 2009　『断面新聞』　［2009 年 11 月 23 日（月・祝）〜 24 日（火）］

通常の展示ブースの代わりに、机とイスとホワイトボードを並べ、そこでみんなで分担しながら、イ

ベントを取材・編集し、印刷（コピー）して、来場者に配布。２日間の会期中に、創刊準備号と号外

をふくめて、６回発行することができた。タイトルは、2009 年度のテーマ「断面の触感」に合わせて、

『断面新聞』になった。　http://mobpress.net/091123.html

● こもろ・日盛俳句祭　『こもろまん』　［2010 年８月１日（日）〜３日（火）］

2009 年度に引き続き、小諸市（長野県）で開催された俳句のイベント「こもろ・日盛俳句祭」の様

子を取材・編集し、かわら版にまとめて会場で配布した。３日間のイベントで６回（号外をふくむ）

発行。今回は多機能プリンターの両面印刷で制作した。　http://mobpress.net/100801.html

● SFC オープンリサーチフォーラム 2010　『安住タイムズ』　［2010 年 11 月 22 日（日）〜 23 日（日）］

通常の展示ブースの代わりに、「安住家具」を並べ、みんなで分担しながら、イベントを取材・編集

し、印刷して、来場者に配布。２日間の会期中に、４回発行した。タイトルは、2010 年度のテーマ「安

住なき先駆」に合わせて、『安住タイムズ』になった。　http://mobpress.net/101122.html

� その場でじぶんたちの作業スペースをつくることも大切な課題だ。左：ORF2010 での編集風景（2010 年 11 月） 

/ 右：「こもろ・日盛俳句祭」の編集スペース（2009 年８月）
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　ポスターといえば、身近なところで
は、駅貼りの広告を思い浮かべる。映画、
新製品、旅行…。気になる商品やサービ
スが、ポスターとなってまちのいたる
ところに貼られている。だが、じぶんが
ポスターになる、などということはあま
り考えないだろう。アイドルとなってデ
ビューするとか、出馬するとか、そのよ
うなことでもないかぎり、じぶんのポス
ターが待合室や市役所のロビーに貼られ
ることはない。ポスターをめぐる故事来
歴はともかく、ふだんの生活のなかで、
じぶんとポスターとの関わりは、さほど
意識することがないかもしれない。

人に近づく
　私たちは、５年ほど前から全国各地を
巡りながら、活気に満ちた場づくりにつ
いて考えてきた。もちろん、まちや風景
に目が行くが、やはり人は魅力的だ。人
が輝けば、まちも輝くにちがいない。そ
う考えて、どうやって人に近づくか、そ
して、その関わりをどのように形にする
かについて、いろいろ試してみた。ふと

【ポスターをつくる】
ポスターは不思議なメディアだ。写真を大きく引き伸ばし、ことばを添え
ただけのようにも見える。でも、なぜかポスターのなかの人に会いたくなる。
まちを訪ねてみたくなる。

思いついて、ポスターをつくってみたと
ころ、これはとても愉しい！
　まずは、ポスターのなかで人が息づく
ように、できるかぎり自然な表情をとら
えるようにする。私たちは、写真につい
ては素人なので、そもそも「写真力」に
はさほど期待できない。幸い、最近のデ
ジタルカメラは優秀なので、高画質・オ
ートに設定しておいて、とにかく近づい
て撮るというのが基本方針だ。こちらが
自然に向き合えば、和やかな雰囲気にな
る。〈撮る＝撮られる〉というコミュニ
ケーションが大切なのである。

ことばを添える
　撮った写真を見ながら、訪れた先での
やりとりを思い出してみる。どのように
語り、どのように笑い、あるいはどのよ
うに目を伏せたのか。印象に残ったひと
言は何か。わずかな時間だったはずなの
に、ふり返ると、じつに多くの事柄がよ
みがえる。ゆっくりと考えながら、こと
ばを選ぶ。そして文章を綴る。たった一
人のためにポスターをつくるのだから、
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手紙を書くようなものだ。素直な気持ち
を写真の上に載せていくと、ポスターが
完成する。出会いを尊び、感謝する気持
ちを忘れずに、気づいたこと、感じたこ
とをそのまま書くだけでいい。

サイズ
　サイズの持つ力も無視できない。最初
に、家島（姫路市）でポスターを制作
するプロジェクトをおこなったときは、
A2サイズ（420 × 594mm）で出力した。
それでも十分に大きいと思ったのだが、
そのあと A1 サイズ（594 × 841mm）
でつくったら、その迫力に圧倒され、も
はや A2 サイズには戻れなくなった。大
きければいいというわけではないが、や
はりパネルにして何枚も並べたときは壮
観だ。それが愉快で、ポスターづくりの
フィールドワークを企画しているのかも
しれない。完成したポスターを貼り終え
て、眺めるのは、じつに気持ちがいいの
である。

一緒に眺める
　じつは、大切なのはその先である。ポ
スターは、私たちを少しばかり饒舌にし
てくれる。ポスターが〈話の種〉となっ
て、あれこれ話をすることができるよう
になるのだ。前の日に出会ったばかりの
人が、ポスターとなって壁に貼られてい
る。それだけで、私たちのあいだの距離
感が変わる。
　ポスターは、私たちの〈関係性の現れ〉
だ。人と人がまっすぐに向き合うことは
もちろん重要だが、初めての場所で見知
らぬ人と出会ったときには、気後れした
り、話題に困ったり、コミュニケーショ
ンはなかなか難しい。一度ポスターにし
て壁に貼り、それを一緒に眺めると、不
思議と会話がはずむ。時には、涙を流す
人もいる。
　ちょっとしたコミュニケーションのた
めに、わざわざ大判プリンターを動かし
てポスターをつくるのは、いささか大げ
さに思えるかもしれない。だが、ポスタ
ーを眺めながら、まちの人と語るひとと
きは、悪くない。

� 左：釜石でのポスター展示（2009 年 12 月） / 右：向島（チクタク商店）でのポスター展示（2010 年４月）

� 桑名フィールドワークで制作されたポスター（2010 年５月）
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［ポスターづくりのフィールドワーク］
これまでに何度かポスターづくりのフィールドワークを実施した。概要等の詳細は、（一部

を除いて）ウェブで公開している。

● 家島フィールドワーク　「探られる島」におじゃまする　［2009 年９月４日（金）〜６日（月）］

「探られる島」プロジェクト（Studio-L）との共同企画で、家島（兵庫県姫路市）でフィールドワーク

をおこなった。家島の人びとのはたらく姿を追い、20 種類のポスターを制作。完成したポスターは、

真浦港の船着き場のそばにある待合室に展示した。また、物産展などでは、家島を紹介するポスター

として活用していただいている。　http://vanotica.net/iep1/

● 釜石フィールドワーク　入り江の教室　［2009 年 12 月 11 日（金）〜 13 日（日）］

釜石市（岩手県）でのフィールドワークは、岩手県立大学と共同で実施した。釜石ではたらく人びと

を取材し、16 種類のポスターを完成させた。すべてのポスターを貼り出し、「被写体」となった人び

とを招いて交流会を開いた。　http://vanotica.net/kamap1/

● 向島フィールドワーク　墨東で春を感じる　［2010 年３月 11 日（金）］

東京都墨田区の「墨東」エリアでのポスターづくりワークショップ。この日は、朝から晩まで。一日

で取材からデザイン、出力までをこなした。完成した９種類のポスターは、その後「東向島珈琲店」

［2010 年３月 18 日（木）〜 31 日（水）］や「チクタク商店」［2010 年４月 17 日（土）〜 25 日（日）］

で展示した。　http://vanotica.net/mukop1/

● 桑名フィールドワーク　業人（わざんと）の魅力を知る　［2010 年 10 月２日（土）〜３日（日）］

桑名市（三重県）でフィールドワークをおこない、ポスターを制作した。完成した 18 枚のポスターは、

市役所に展示するとともに「桑名市拡大座談会（美し国おこし・三重）」でのディスカッション用の

素材として活用された。　http://vanotica.net/kuwap1/

� 家島フィールドワークで制作されたポスター（2009 年９月）
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　まちや地域を知るためには、とにかく
そこに暮らす人びとに近づくことだ。で
きるかぎり、仕事や生活の現場を訪ねて
みるのがいいだろう。キーパーソンとの
出会いがあれば、訪問先を探すのは格段
に容易になるが、どれだけ細心の注意を
はらっても、人びとの日常に「おじゃま
する」ことになってしまう。それでも、
暮らしのなかで語られるさまざまなエピ
ソードに触れようとするのは、その人自
身のことばかりではなく、まちの成り立
ちや文化について理解する手がかりを、
たくさん提供してもらえるからだ。イン
タビューをもとに、「折り本」と呼ばれ
るちいさな冊子をつくってみよう。

編集するということ
　折り本づくりには、編集という作業の
愉しさと難しさが凝縮されている。数時
間のインタビューで聞いたこと・感じた
ことを文字に綴り、写真などとともにレ
イアウトする。もちろん、かわら版やポ
スターをつくるときにも同様のことを考
えなくてはならないが、ちいさいながら

も、「ページもの」なので、表紙も奥付
もある。ページを繰ることですすむスト
ーリー構成を考えなければならない。取
材が充実していたときには、写真やメモ
がたくさんあって、取捨選択は悩ましい。
だが、かぎられたスペースに、情報をう
まく収めることこそが、編集なのだ。

まちで印刷する
　私たちが標榜する「キャンプ」という
活動では、現場でつくって、まちに還す
ことが大きな課題になっている。まちに
還すコミュニケーションにはいろいろな
スタイルがあるが、ここで紹介するのは、
フィールドワークの成果を１枚の紙に印
刷して、８ページの折り本をつくる方
法である。たとえば A3 サイズ（297 ×
420mm）で制作すれば、A6サイズ（105
× 148mm）のちいさな本ができる。仕
上がりは、ちょうどポストカードと同じ
くらいの親しみやすいサイズだ。
　出先で印刷するときは、いわゆる「出
力センター」を探すのもいいが、コンビ
ニを活用してみよう。最新のコピー機

【折り本をつくる】
少し長めに文章を書いて、ちいさな本をつくってみる。仕事のことを聞い
ていると、かならず、まちの話になる。だから、できあがったちいさな本
を読むと、まちが人をつくり、人がまちをつくることをあらためて実感する。
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は、もはやコピーだけではなく、さまざ
まな機能が搭載されている。編集作業に
は PC が必要だが、完成したファイルを
送信し、コンビニで出力することができ
るから便利だ。いまのところは、送信で
きるデータの容量に制限があるが、これ
も編集について考えるいいきっかけだ。
情報共有のためには、圧縮するノウハウ
が必要になるのだ。レイアウトの工夫を
しながら、データのサイズを調整すれば、
まちのコンビニを「出力センター」とし
て使うことができる。

ふたたび、届けに行く
　無事に印刷が済んだら、あとは、中央
の部分をカッターで切って、折って、た
たむだけだ。それで、折り本が完成する。
いくつかのグループでフィールドワーク
をおこなえば、いちどに何冊かの本がで
きる。それぞれは８ページのちいさな本
だか、なかなか読み応えがある。サイズ
もボリュームもおなじ「規格」でつくら
れているので、並べてみると、愉しい。

そして、インタビューに協力していただ
いたかたがたをふたたび訪ねる。完成し
た折り本を携えて、成果を還しに行くの
だ。聞いた話を正しく記述できているだ
ろうか。気に入ってもらえるだろうか。
緊張しながら、折り本を手渡す。そのコ
ミュニケーションが、大切だ。きっと、
編集作業での試行錯誤は、折り本を介し
て伝わるだろう。
　折り本づくりは、編集だけでなく、読
者のあり方について考える機会にもな
る。印刷と加工（切って・折って・たたむ）
を読者に委ねることができるようなら、
おもしろい形の情報配信になるはずだ。
たとえば、ちいさな冊子を定期的につく
ってサーバーに保存しておき、新刊の発
行についてはメールなどで告知する。読
み手は、ファイルをダウンロードし、じ
ぶんの家や職場、あるいはコンビニで印
刷して、読むことができる。画面で読む
のではなく、ちいさな本をじぶんでつく
ってから読む。あたらしいスタイルの媒
体を提案できるかもしれない。

� ちいさくても、きちんとページ割りを考えてからつくる。A3 の用紙に印刷してから折ると、ポストカードく

らいのサイズの冊子ができる。

� 高崎フィールドワークで制作された折り本（2010 年５月）



［折り本をつくるプロジェクト］
これまでに何度か折り本をつくるプロジェクトを実施した。概要等の詳細は、ウェブで公開

されている。

● 高崎フィールドワーク　［2010 年５月 15 日（土）〜 16 日（日）］

高崎市（群馬県）で実施したフィールドワークでは、高崎市ではたらく人びとをグループに分かれて

取材した。集めた素材を編集し、ひと晩で９冊の折り本を完成させた。データはコンビニで出力し、

取材先に届けた。　http://vanotica.net/takap1/

● シブヤカルチャー大調査 2010 ！（シブヤ大学・定点観測学科）　［2010 年 12 月］

パルコのアクロス編集部が中心となってすすめているシブヤ大学の「シブヤカルチャー大調査 

2010 ！」では、調査の成果を折り本でまとめることになり、最終的には 10 数冊の折り本ができあが

った。　http://www.web-across.com/

図のように面付けして印刷し、中央をカッ

ターで切って折りたたむと、ちいさな冊子

ができる。

� 「キャンプ」において重要なのは，その場でつくって、まちに還すということだ。つまり「宿題」は持ち帰ら

ないのである。写真は高崎フィールドワークでの制作プロセス：左から、取材後の編集会議 → データ出力にコ

ンビニまで → 完成した折り本を取材先に届ける（2010 年５月）
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自分の中学２年生の日々は、何だったの
だろう…と。憶えていない過去は、薄っ
ぺらでも無価値でもない。もちろん、い
いことばかりではないが、いずれ思い出
したくなる日が来るなどとは考えないく
らい、濃密な時間が流れていた証拠なの
だ。憶えていても、憶えていなくてもか
まわない。コトの大小も、さほど問題で
はない。大切なのは、時間の流れを感じ
ながら友だちと語るひとときを、尊ぶこ
とだ。

みんなの記憶を織り込む
　カレンダーは、とても実用的な道具だ。
私たちは、カレンダーを使って、生活の
リズムを組み立てているからだ。あらた
めて考えてみると、カレンダーは、毎日
をできるかぎり等しく取り扱うようにデ
ザインされていることが多いようだ。ど
の月も、どの曜日も、一日には同じ大き
さの枠が割り当てられている。たとえば、
一週間は、働くことからはじまるべきな
のか、それとも休息からなのか。私たち
は、知らず知らずのうちに、慣れ親しん

　私たちは、さまざまな「生活記録」に
囲まれて暮らしている。手紙、日記、ア
ルバム、さらにはチケットの半券やレシ
ートなど…。ちいさな記録によって、眠
っていた記憶が目を覚ます。手がかりが
乏しくて、新聞やネットを調べても探す
ことのできない「事件」は、友だちと一
緒に確認するしかない。友だちは、生き
ている「記録」だ。みんなで集うことで、
過去がふたたび息づくのだ。ひさしぶり
でも、会えば昔の風景が立ち現れる。で
きれば、一緒にまちを歩いてみるといい。
まち並みばかりでなく、自分たちの変化
も感じることができるはずだ。

憶えている・憶えていない
　友だち（もしくは友だちの友だち）を
訪ねて、たとえば中学２年生のころにつ
いて語ってみる。思い出の場所に赴いて、
まちの刺激を受けると、すぐに「あの頃」
の顔が戻ってくるから不思議だ。饒舌に
なった友だちを、写真に撮ろう。いっぽ
う、思い出そうとすると、それほど当時
を憶えていないことにも、愕然とする。

【カレンダーをつくる】
カレンダーは、時間の流れを意識するためのメディアだ。まだまだ、工夫
の余地がある。過去を懐かしむには、まだ早い。現在、そして未来に向き
合うためのカレンダーをつくろう。
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� 首里フィールドワークで制作されたカレンダー（2010 年 12 月）
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だカレンダーを前提に、日常生活を考え
るようになっている。
　だが、言うまでもなく、私たちの日常
生活は「事件（ハプニング）」に満ちて
いる。毎日は、平坦ではなく、複雑で起
伏に富んでいるのだから、すべてが同じ
大きさの四角い枠に収まるほどシンプル
ではない。カレンダーづくりは、取るに
足らない一日など、存在しないことに気
づかせてくれる。みんなで記憶をたどり
ながら、その豊かな時間をカレンダーの
上に復原してみよう。

カレンダーとともに暮らす
　カレンダーは、「半製品」だ。あらか
じめ写真や文字が印刷され、あたらしい
年を、あたらしい時間を過ごすための情
報が並んでいる。そして、多くのカレン
ダーは、使われることによって「完成品」
に近づく。大切な日は、カレンダーに印
をつけて忘れないようにする。目標に向
かってすすむために、言葉を添える。月

ごとにページを繰ることで、季節の移ろ
いを感じる。カレンダーは、最後のペー
ジになるまで、少しずつ姿を変えてゆく
のである。
　オリジナルのカレンダーとともに、あ
たらしい１年を過ごす。誕生日も、数年
前の出来事も、そして何よりも、みんな
でカレンダーをつくった体験が、カレン
ダーに埋め込まれている。カレンダーそ
のものが、何かを思い出すきっかけにな
るにちがいない。カレンダーは、つねに
書き換えられながら成長する。そして、
そのカレンダーを育てることで、私たち
は、友だちのこと、そしてまち並みのこ
とを記憶に刻む。
　カレンダーづくりも、私たちのフィー
ルドワークの成果を、まちに還す方法で
ある。誰かの誕生日には、メールを書こ
う。笑顔の写真を見て、まちのことを思
い出そう。カレンダーを壁に貼れば、ま
ちとの長い関わりがはじまる。

� 人びとの物語が綴られたカレンダーは、１年間かけて味わうことのできるメディアだ。首里フィールドワーク

で（2010 年 12 月）
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［カレンダーをつくるプロジェクト］
2010 年の冬、カレンダーをつくるプロジェクトを実施した。

● 首里フィールドワーク　［2010 年 12 月 11 日（土）〜 12 日（日）］

首里（沖縄県）で実施したフィールドワークでは、グループに分かれて取材をおこない、集めた素材

を編集して、ひと晩でカレンダー（A4 サイズ , リング綴じ）をつくった。過去の（ローカルな）話題

や参加者全員の誕生日が、あらかじめ印刷されている。現場では、「手作りカレンダーキット」（ELECOM: 

EDT-CALA4WK）に印刷したが、その後、業者に依頼して 100 部だけ印刷し、参加者・関係者に配布した。

概要等の詳細は、ウェブで公開している。

http://vanotica.net/shurip1/

❖	フィールドワーク先でカレンダーをつくると

いうアイデアは、フタボンコと「オモイデコレ

クタス」による「ココにある日常	ソコにある思

い出	山口さんちの 365 日」（2005 〜 2006 年）

からのインスピレーションである。同プロジェ

クトは、「山口市民の思い出を 365 個集めて日め

くりカレンダーを作る」というもので、１年間

かけて採集されたアルバムの写真と、さまざま

なエピソードで構成されている。

私たちの試みは、１泊２日で完成を目指すので、

ずいぶん大忙しである。できあがったカレンダー

を壁に貼り、１年間かけて、制作のプロセスを

ふり返ることができる。私たちにとって身近な

カレンダーは、まちに還すコミュニケーション

へのアプローチとして、可能性を感じている。

フタボンコ（2005 〜 2006）「ココにある日常	ソ

コにある思い出	山口さんちの 365 日」

山口情報芸術センター（YCAM）	
（写真提供：山口情報芸術センター）
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介するにとどめてあるので、収録できな

かった分については、また整理したいと

考えている。

　この冊子は、科学技術融合振興財団

（FOST）による平成 20	年度調査研究助

成「ゲーミングのデザインをつうじた学

びに関する研究」の一環として制作した。

当初は、この題目どおり、とくにゲーム

のデザイン（および、デザインを中心と

するワークショップ）に焦点を当ててま

とめる予定であったが、「キャンプ」と

呼んでいるワークショップの企画・運営

を試みるなかで、もう少し広い意味で、

人びととの関わりを前提とした学習環境

のあり方について考えるようになった。

少しばかり、方向修正をすることになっ

たが、現場における直接体験こそが学び

の源泉であると考える、経験学習の理論

に根ざした実践の報告である。

　また、まとめるにあたって「ちいさな

メディア」という主題そのものの性格を

考慮し、リトルプレスの設えで編集した。

今後は、この冊子をまちに還すとともに、

学会等でも配布したいと考えている。引

　この冊子は、2009 年にまとめた拙著

『キャンプ論：あたらしいフィールドワー

ク』（慶應義塾大学出版会）の「副読本」

のような位置づけで、編纂したものであ

る。『キャンプ論』では、社会学的なフィー

ルドワークの方法と態度について整理を

試みたが、なかでも強調したかったのは、

私たちが〈観察者〉から〈関与者〉へと

変わることの重要性だ。

　言うまでもなく、調査・研究を成り立

たせるためには、フィールドを〈対象

化〉する立ち位置が要求される。できる

だけ主観的・感情的にならずに、現場と

の適切な距離を保つことを忘れてはなら

ない。だが、ここ数年の活動をつうじて、

現場に接近し、より直接的な関わりをも

つことによってのみ見えてくる、まちや

人びとの姿があるということが、わかっ

てきた。そして、その姿は、間違いなく

魅力にあふれて輝いているのだ。

　フィールドワークの報告書は、対象と

なったエリアごとにまとめることが多い

かもしれないが、この冊子では、制作方

法や完成する媒体ごとに項目を立てて整

理した。今回は、その代表的な試みを紹

おわりに
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き続き、概念的な整理をしながら、実践

を積み重ねていくつもりだ。

　リトルプレスというフォーマットでま

とめるにあたって、香川文さん、尾内志

帆さん、澤田忍さんに貴重なアドバイス

をいただいた。記して感謝の意を表した

い。また、一緒に現場に出かけて「ちい

さなメディア」づくりに関わった学生た

ち、そして私たちを迎え入れてくれた、

たくさんのまちの、たくさんの人びとに

感謝したい。

2011 年３月

加藤	文俊

付記　３月に入り、この冊子の編集作業
が本格化しているタイミングで、大地震

に遭遇した。数年前に、みんなで訪れた

まちの惨状をテレビで見て、言葉を失っ

た。私たちの試みが、人びとやまち、さ

らには社会に対して何を（何かを）提供

しうるのか、その意味や必要についてあ

らためて考えさせられた。まだ、答えは

見つかっていない。

　ささやかではあるが、人びとの強さと

優しさに光を当て続けようと思う。頭も

身体も、忙しく動かしながら、向き合っ

ていくつもりだ。

❖	2004 年の秋にスタートさせたフィールドワークの「旅」

は、まだ道半ばである。最新の情報は、下記のサイトで随

時更新している。　http://fklab.net/project/caravan.html
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