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分断の時代におけるナラティヴとストーリーテリング教育
協働的デジタル・ストーリーテリング実践の事例
小川

明子

（名古屋大学）

概要
現在，インターネット社会において，周縁化されがちな弱者の意見は，フィルター・
バブルがひしめく中でかき消され，時に激しいヘイトスピーチの下に晒されがちであ
る。そこで，彼らが声を上げることは難しい。本稿では，米国のストーリーテリング
実践，日本の生活記録運動や臨床領域で展開されるナラティヴ・アプローチなど，ス
トーリーテリングの手法を活用して，他者理解や連帯，社会参画を目的に展開されて
きた実践の系譜を辿りながら，周縁化されがちな人びとにとって，物語を協働的，対
話的に生成し，共有することがエンパワメントにつながるという道筋を示す。またそ
の視点から，デジタル・ストーリーテリングを再検討し，デジタル時代における協働
的なストーリーテリングの利点について再検討する。
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1．はじめに ― 分断の時代と物語

もりがちで，そこでの匿名での書き込みは，姿の見
えない他者に対して暴力的な言葉の連鎖へとつなが
る「集団極性化」へと繋がりやすいことが指摘され

誰もが世界に向けて発信可能なメディアとして，

てきた（Sunstein，2017，pp. 59-136）。

人びとが希望を抱いたインターネットは，2018 年現
在，情報や知識に溢れる空間であると同時に，ヘイ

現実社会において周縁化され，メディア言説にお

トスピーチやフェイクニュースに惑わされる空間と

いてもその存在が一般的に認識されがたい「姿なき

もなってしまった。検索や嗜好のデータから，関心

他者」（小川，2016）たちにとって，差別や偏見が

や興味，意見の近いコメントやサイトへと誘導する

溢れるインターネットでその想いや声を発すること

プラットフォームのアルゴリズムによって，若者た

は決して容易ではない。ジャーナリズム論の林香里

ちは，同じような考えや嗜好の人々の間で意見が反

は，健全な民主主義にとって不可欠な「言論・表現

似たような意見や関
響しあう「エコーチェンバー」
，

の自由」を確かなものにしていくために，19 世紀的

心を持った人々との間でのみ交流を続ける「フィル

自由主義に着想された「誰もが自由にモノを言う社

ターバブル」
（パリサー，2011/2016）の中に閉じこ

会」というユートピアからそろそろ決別し，「誰も
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がモノをいえるように支え合う社会」に向けた仕組

に語る行為を「ものがたり（storytelling）」あるいは

みづくりが必要と提起している（林，2013，p. 62）。

「ものがたる」と表記することにする。

対面的コミュニケーションよりもメディアを介した

物語は，事象が任意に選択され，つなげられるこ

コミュニケーションに影響される現代社会での「仕

とによって生まれる。ナラトロジー研究の第一人者

組みづくり」には，メディア・リテラシーをはじめ

であるプリンス（1982/1996，p. 5）は，物語はむし

とする各種実践，そして教育も重要な役割を果たす

ろ「任意」な選択によってこそ成立すると論じてい

だろう。

る。たびたび引用されるように，「王が死に，悲し

周縁化された人々が声を上げる仕組みの一つとし

みのあまり王妃が死んだ」という文は物語性を帯び

て，今世紀に入って草の根で世界に広がったのが

た文であるが，王の死と王妃の死を結びつけるのは

「デジタル・ストーリーテリング」である。デジタ

あくまで任意であり，また「悲しみのあまり」とい

ル・ストーリーテリングとは，1990 年代のサンフ

う理由も直接の医学的死因や過去の王妃の行為，想

ランシスコ・ベイエリアで誕生したメディア実践活

像といった多様な事象の中から任意に選びとられ，

動であり，多くの場合，映像のプロではない普通の

因果としてつなげられたものに過ぎない。だが，で

人々がワークショップに集まり，日常生活をテーマ

きあがった物語は，任意の因果関係のもとで真実味

にした身近な経験や想いを互いにものがたり，デジ

を帯び始め，強い説得力を持つようになる 2。ゆえに，

タル・デバイスで声と写真を組み合わせて 2 〜 3 分

物語は，近代化以降，討議や説明とは異なり，論理

のスライドショー形式の映像に編集して鑑賞しあう

的・科学的ではないとして低くみなされがちになっ

活動である。この実践は世界各地で多様なエンパワ

てゆく。

メントの手段として活用されているが，まずユニー

しかし文化心理学者の J. ブルーナーは，一般性

クなのは，きわめて日常的で個人的な「物語」を通

と無矛盾性を特徴とする「論理 ‐ 科学的様式」に

して想いや意見をあらわし，互いに鑑賞し，
「物語」

基づく認識よりも，人びとは今も「物語的様式」の

を通して理解しあうというコミュニケーション活動

方に強い関心を抱きがちであると指摘した（ブルー

がベースになっている点である。

ナー，1987/1998）。デジタル・ストーリーテリング

ここで「物語」とは何かについて簡単に確認して

がユニークなのも，一般の人々が，想いや経験を，

おきたい。本稿では，物語を「虚構，現実を問わず，

そうした強い説得力を持つ「物語」様式で表現する

二つ以上の出来事を筋としてまとめた言説」として

ことでコミュニケーションを生み出し，共同体を変

定義しておく。すなわち，作者や語り手が二つ以上

革していこうとする実践として展開されてきた点で

の出来事に関して意識的に筋を見出し，またそれが

ある。これまでデジタル・ストーリーテリングは参

読み手や聞き手に見いだせる言説が物語（story）と

加型メディア（participatory media）やメディア・リ

なる。一方，とりとめなく話される中で，筋が明確

テラシーなど，一般の人びとのメディア表現教育の

」1，また筋
になっていない言説を「語り（narrative）
が見出されているか否かに関わらず，人びとが誰か

2

そうして大多数の人に信じられており権威を持つナ

ラティヴを「マスター・ナラティヴ」，あるいは，そう
1

したモデル・ストーリーを「ドミナント・ストーリー」

通常，日本における「ナラティヴ」という用語は，文

と呼ぶ。その一方で，そうした従来のストーリーとは異

芸理論で扱われる物語やストーリーが「語られたもの」
「書かれたもの」として完結しているのとは異なり，
「も

なる主張を持つナラティブや物語は「オルタナティヴ・

のがたり」
「語り」がまとまりのある「物語」になり，
そ

ナラティヴ／ストーリー」と呼ばれる。ドミナント・ス

の物語が「ものがたり」の要素になるような，相互的か

トーリーは，物語である以上，可変的であり，オルタナ

つ連続的な関係性を指し示す概念として用いられる（野

ティヴ・ストーリーの方がドミナント・ストーリーに変

口，2005，pp. 20-22）
。

容していく可能性もある。
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側面から注目されることが多かったが，筆者はその

持っている」というスローガンを掲げ，オーディエ

一方に，ストーリーテリングや物語によって自己や

ンスが頭の中で自由にその物語を想像しながら一緒

社会の変革をめぐる実践の系譜の影響を少なからず

に他者の経験，お話を聴くという「ものがたり空間」

感じている。そこで本稿では，そうしたストーリー

をコミュニティの中に復活させることで，つながり

テリング，物語を社会参画のツールとして活用する

を持ちづらい現代の人びとの間に再び連帯感を取り

実践の道筋を辿りながら，デジタル時代の協働的な

戻そうとする運動であった 3。
人びとが現代社会において日常的な物語を語り合

デジタル・ストーリーテリングをその系譜に位置付

うことで連帯を取り戻そうとする動きは，これ以外

け，独自性を提示してみたい。

にも Story Corps4 や The Moth5 といったプロジェク

2．ストーリーテリング実践の系譜

ト，あるいは 1999 年からポール・オースターが展開
した公共放送ラジオの「ナショナル・ストーリーテ

2．1．ものがたり空間の再構築

リング・プロジェクト」などアメリカのさまざまな
プロジェクトに見られる。また現在，アメリカの公

太古の昔から，囲炉裏端や祭りなど多くの人びと

共放送ラジオやポッドキャストで人気となっている

が集まる場では多様な経験が語られてきた。そこで

This American Life（WBEZ, Chicago）なども，タイ

は物語の様式を用いて，他者の経験を理解し，意味

トルそのものが示すように，市井の誰かの語りが，

付け，複雑な出来事を記憶する。野家啓一は，
『物語

自分の人生や家族，地域などともつながりを持つこ

の哲学』で，物語を「経験を伝承し共同化する言語

とが感じられるストーリーテリング番組となってい

装置」
（野家，2005，p. 83）と表現した。一度限り

る。社会学者の片桐雅隆は，アメリカ社会における

の個人的な体験は，経験のネットワークに組み入れ

自己の語りの変遷を検討する中から，ミーイズムや

られ，ほかの経験と結びつけられることによって，

ナルシシズムなど，共同体の中での位置づけを持た

「構造化」され，
「共同化」されて記憶に値するもの

ない極端な自己表現に対する反動や反省として，共

になる（同上，pp. 114-115）。そしてそれらは「生活

同主義的な自己の語りが求められることになったと

世界の下層に沈殿」し，規範となって生活形式を形

分析し（片桐，2005，pp. 188-189），こうした共同体

づくる（同上，pp. 82-83）。しかしこうした庶民のも

的ストーリーテリングに対する郷愁が，アメリカの

のがたり行為とその空間は，近代化とマス・メディ

コミュニタリアンの自己語りの特徴であると指摘し

アによって失われていく。

ている。そしてそのものがたり空間では，家族行事

近代化後，物語の力を活用して，共同体や自己を，

の思い出から国家的な英雄などを含めた記憶を物語

形成，変革しようとする試みは，各地で実践されて

で共有することによって，成員は，自己を記憶の共

きた。その一つ，デジタル・ストーリーテリングに

同体に位置付け，ひいては自らもものがたることが

も少なからず影響を与えたと思われる
「ナショナル・

できるようになり，個人や集団に質的な意味が与え

ストーリーテリング フェスティバル（1973 〜）」は，

られると論じる（片桐，2005）。

近くの高校教師だった J．N．スミスが，生徒たちと
カーラジオから流れてきたほら話を聴いて一緒に笑

3

い転げた経験をもとに，口承のものがたり空間を現

詳 細 は ス ミ ス（1988/1992）。 ナ シ ョ ナ ル・ ス ト ー

リーテリング・フェスティバルについては International

代において再構築していこうと立ち上げたイベント

Storytelling Center（n.d.）参照。

である。これは，人びとがメディアの物語ばかりを

4

URL: https://storycorps.org/

「誰もが語るべき物語を
消費するようになる中で，

5

URL: https://www.themoth.org/
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2．2．対話から生み出す日常の物語 ― 識字運動

影響を受けて始まり，1930 年代の農村部の教師たち

と生活綴方運動の系譜

によって日本各地で同時多発的に広まったが，当時
の教育姿勢に抵抗するものと認識され，徐々に弾圧

とはいえ現代日本において，周縁化された人々は

対象になった。戦後は，無着成恭編『山びこ学校』

もちろん，一般の市民であっても，人びとのまえで

（1951）が戦後民主主義を体現した学習活動として話

「ものがたる」には相当の勇気が必要ではないだろ

題になり，後述する生活記録運動に影響を与えた。

うか。だとすれば，一般の人びとはもとより，周縁

綴方，つまり作文は，身近な経験をもとに書かれ

化されがちな人びとの想いや経験の語りは，また容

た短い「物語」であるとともに，識字運動とも共通

易に押し込まれてしまう。歴史的に見れば，それを

する部分が多い。綴方運動でも読み書きの学びその

解決する一つの手法として取り入れられてきたのが

ものというより，表現することを目的に，むしろ自

短歌や川柳であり，同時に時間をかけてじっくりと

らの現状を見つめ，問題を発見し，考えることに重

「書く」ことであった。

点がおかれてきた。さらに表現した文章を「文集」

南米で識字運動を展開した P. フレイレは，そもそ

にし，互いに読み合うことで仲間と課題を共有し，

も抑圧下にある人びとは，抑圧を宿命として受け入

様々な教科と連動させながら学びへと発展させ，さ

れがちであると指摘し，そこから抑圧的状況を「意

らにそれを持ち帰って家族や貧しい農村の共同体で

識化」
（フレイレ，1968/1979，p. 1）することの困難

共有することで，社会変革へと結びつけていくこと

を熟知していた。
そこで彼が重視したのは，
一方向的

が企図されていた。

に何かを教え込む銀行型教育（同上，p. 66）ではな

草の根で展開されてきた日本の生活綴方の思想に

く，教員も生徒も対話を通して相互に学びあう対等

触発され，社会学者，鶴見和子が大人向けの活動と

な関係性であり，そうした対話的関係を通して，文

して自ら展開したのが「生活記録運動」であった。

字を読み書きできるようになることで「世界をより

彼女は綴方運動をモデルにした活動を「心のつなが

批判的に再読」し，
「世界を書きなおす」ための識字

りを持ち合った人々が，互いに生き方のノートを比

教育（リテラシー）であった（フレイレ，
1992/2001，

べ合い，遠慮なく叩き合い，また自分の苦しみやよ

p. 57）。こうした視座は，文字かメディアかという違

ろこびが，他人の苦しみやよろこびに繋がっている

いはあっても，
「メディア・リテラシー」の議論に概

ことを感じさせ，知らせ合う集団的事業」（鶴見，

ね引き継がれていると言ってよいだろう。

1998，p. 329）として「草の根デモクラシーの思想
運動」7 と位置付けている。ここで注目したいのは，

日本においても，
「書くこと」を社会参画につな
がるものとして捉えた実践がいくつか展開されて

鶴見が，想いや経験を綴る際に参加者が「どこから

中でも生活綴方運動を避けることはできな
きたが 6，

書いていいかわからない。一つのできごとと，他の

い。生活綴方とは，
「生活世界を対象に，書き，綴

できごとの，前後，および原因結果のつながり方が

るという文章表現活動を通して言語能力を育てると

わからないのである」と，市井の人びとが想いを表

同時に，書かれた作品を中心に話し合うことを通し

現することの困難に着目していた点である。そして

て，主体的な人格の形成を目指す」
（志摩，1992，p.

その解決法として「自分 1 人で考えていると，物事

106）
教育実践である。明治末期にリアリズム運動の

の関係や意味がわからないのだが，集団の中に持ち
込んで，書いたものを発表し，みんなで討論しあっ

6

他には小林多寿子が詳細な分析を加える「ふだん記」

運動においても，書き手の平等やフィードバックを重視

7

した手法で，
「書く共同体」が形成されてきた。詳細は

心や意味付けの背景には，彼女が米国でデューイ哲学を

小林（2005）などを参照。

学んでいたこともあると考えられる。
48
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ているうちに，だんだんに事物の関連性，体験の共

た見方は，自分の人生を必然，不変と思い込みがち

通性，出来事が起こってきた条件や原因などがはっ

な困難を抱えた人びとに，「今ある世界の現実を超

きりしてくる。そうしたときに，出来事の本質的な

える可能世界や想像世界を自己物語として生成して

意味がわかってくる」
（鶴見，1998，p. 337-338）と

いける」（やまだ，2000，pp. 156-157）ことを示し，

分析する。内面に渦巻く，どう表現していいかわか

自己を可変的なものとして捉える実践を次々生み出

らない「声なき想い」を物語化していく上で，彼女

した。

が重視したのが「集まり」であり，他者との対話で

ナラティヴの議論では，いかに物語が生まれ，既

あった。

存の社会秩序がどのように形成されていくのかと
いったプロセスが注目され，その上でいかなる異な

2．3．ナラティヴ・セラピーと物語

る語りが可能であるかが問われる。世の中や社会生
活で「問題」「タブー」とされていることも，言葉や

対話から物語が生まれるとする鶴見の慧眼は，物

行為によって社会的に構築された可変的なものとみ

語やストーリーテリングによって自己や社会の変革

なし，疑われることのない規範的な「ドミナント・

を目指す実践として，人文社会科学の質的研究に多

ストーリー」の正統性や権力を問い直し，代わりに

大な影響を与えたナラティヴ・セラピーと，そこか

自分や集団がより受け入れやすい新たな「オルタナ

ら派生したナラティヴ実践とも接点を持つ。これら

ティヴ・ストーリー」を提示していくことで問題の

の議論や実践は多岐にわたり，簡単に紹介すること

解消を試みる。たとえば，不登校が問題と認識され

はできないが，家族療法に始まるナラティヴ・セラ

る背景には，それをよくないとするドミナント・ス

ピーとは，人生の意味を物語的手法で理解すること

トーリーが存在し，その規範的ストーリーと現実の

人生のストー
によって，
そこでの「問題」を理解し，

状況に齟齬が生まれている。しかしそこに，
「学校と

リーを再著述することで「問題」を解消しようとす

いう集団になじまなくとも十分社会で活躍できた物

る（小森，野村，2003，p. 5-6）心理療法である。ナ

語」など，その状態自体に意味を持たせる魅力的な

ラティヴ・セラピーの視座からは，ある人物，ある

オルタナティヴなストーリーが提示されれば，不登

いは家庭や仕事場で起こる「問題」とは，本質的に

校という状態は変わらなくても，問題状況は解消さ

存在しているものではなく，私たちが交わす言葉の

れうる。実際，昨今では不登校を問題とみなさない

中に宿っていると考える。そしてその人の語りの変

オルタナティヴ・ストーリーをよく耳にするように

化や物語の変更を促すことで，変化をもたらそうと

なり，社会的にも，不登校は昔ほど「問題」とみな

する（野村，2003，p. 25）。最近ではこのアイディ

されなくなっているように感じられる。

アが多様なソーシャルワークに応用されている（荒

しかし私たちが信じて疑わないドミナント・ス

井，2014）
。

トーリーに対して，オルタナティヴ・ストーリーを

ここで想定されているのは，
「自己」もまた，自分

提示するということがそれほど容易でないことも簡

の身の上に起きた事象や経験を選択し，配列しなが

単に想像がつく。その時ナラティヴ・セラピーやセ

ら，自分について語る種々「自己物語（セルフ・ナ

ルフヘルプといった実践で重視されているのもまた

ラティヴ）」を作り上げながら形成されていくとい

「対話」である。たとえばソーシャルワークにおけ

うことであり，ゆえにそこには，物語をめぐる矛盾

るナラティヴ・アプローチ導入事例として，荒井浩

や，複数の自己物語のバージョンがありえると考え

道は，認知症の夫を抱えた妻との訪問面接の事例を

る視座である（浅野，2001）。堅く一貫した，変え

公開している。その技法は専門的でありながら，専

られない自己という従来の考え方を否定するこうし

門家は「無知の姿勢」（アンダーソン，1997/2001）
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で対等にクライアントと向き合い，混乱するクライ

的に生み出されるプロセスにはそれほど関心が払わ

アントの語りを共感的に受け止めながら，状況を整

れていないように思われる。

理するのを手伝う。そしてその対話の過程で，本人

筆者らが 2008 年から展開してきたデジタル・ス

が縛られているドミナント・ストーリーに隠される

トーリーテリングのプロジェクト，「メディア・コン

別の語り方やストーリーを見つけ出し，その部分を

テ」では，これまで，外国にルーツを持つ子どもた

強化することで異なる捉え方の可能性を提示してい

ちや，障がい者などといった，普段あまり声を聞く

く。そのことに気づけるのは，他者であり，対話だ

ことのない人びとのワークショップを開催してきた

ということになる。さらに，ここで興味深いのは，

が，ここで物語を立ち上げるにあたって重視したの

筆者がクライアントとの共同制作した物語を，二者

が「対話」である。ここまで見てきたように，生活

だけでなく，関係者にも共有してもらうことに意味

記録運動やナラティヴ・アプローチといった物語を

があると論じていることだ。社会を変える可能性の

めぐる実践から理解されたことは，物語とは必ずし

あるオルタナティヴ・ストーリーの提起に自分が関

も個人の内面からひねり出されるのではなく，市井

わることで，同様の問題に苦しむ人々に対して「役

の人々や子どもの場合，誰かとあれこれ対話する中

に立った」と感じられるという点において，語り手

から整理され，物語化されてくるのではないかとい

＝クライアントの回復に意味を持つというのである

うことだった。

（荒井，2014，pp. 39-63）。前出のやまだも，聞き手

3．1．物語を共に編み上げる

を経験の共有者にしていくことで，語り手が歴史や
教育のプロセスに生成的に参与することになると評
価している（やまだ，2000，p. 157）。

そこで筆者らの「メディア・コンテ」プロジェクト
では，欧米のワークショップ・モデルから 2 つの点を

3．ナラティヴ・プラクティスとしての

改良している。1 点目に，抑圧的な状況下にある人び

デジタル・ストーリーテリング ―

とは語るべきことが何か，どのように語りだせば良

物語とメディアの融合

いのか，十分にわかってはいない可能性が高い。そ
こで，できる限り一対一で学生をファシリテーター

さて多様な領域で実践されている，
「デジタル・ス

として参加させ，それができない場合は参加者同士

トーリーテリング」は，日常的な身近な経験や想い

で対話をし，質問を繰り返してメモを取り，アドバ

を整理して短いストーリーとして綴り，デジタル・

イスをしながらカードを組み合わせるシンプルな手

コンテンツにして公開し，その経験や想いを共有し

法で一緒に作品を作る。つまり，何を語っていいか

あう点で，先に見てきたようなコミュニタリアニズ

わからず，想いや経験のかけらが蠢く参加者の内面

ム的なストーリーテリングの系譜や，識字運動や生

（前物語空間：小川，伊藤，2010）に漂う物語の種や

活綴方運動などの「書く」実践，そして，自己物語

エピソードを対話によって見つけ出し，整理し，物

を語ることで新たな解釈や未来を発見したり，自己

語へと整形していくプログラムである（小川，2016，

のありようを変化させようとするナラティヴのアプ

p. 109）。日常生活での想いを題材にした「お題」を

ローチとも関連を持つ。しかし欧米の実践では，自

設定し，それにちなんだエピソードや考えを語る際，

己物語が自らの内面から生み出されるということ自

参加者は，他の参加者やファシリテーターに，「な

体にさほど疑いが持たれないまま，個人がその内面

ぜ」「いかに」と問われることで，当たり前だと信じ

から物語を生み出し，原稿を書くという行為を中心

て疑わない信念に疑義が生まれることがある。語り

に制作プロセスが組み立てられており，物語が協働

手は，そこから，聴き手を納得させられるような因
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果を見つけ出し，結果的に自分でも納得できる新た

内面に想像することになる。さらに他者の行為を筋

なセルフ・ナラティヴを生み出そうと試みる。

へと並べなおして物語化することで，他者の経験を

こうした対話を中心とした実践を通して明らかに

通して納得することにもつながる（小川，2016，pp.

なってきたことは，自分が語るべきこととは他者と

137-139）。外国にルーツを持つ子どもたちや障害者

の差異の中から見出され，また他者に「伝える」と

から見える世界を理解するために，対話を通して内

いう使命が語りを後押しするということであった。

面に描き出す他者の世界は，学生たちに，自分とは

背景が違う他者に自分の想いや状況を理解してもら

まったく異なる世界の見え方があることを気づかせ

うためには，自分が当然と考えているところにまで

（同上，pp. 148-153），活動が終わってからも，彼ら

遡って理解度を確かめ，説明を加える必要がある。

は，周縁化されがちな人びとの理解者として関心を

聴き手の側も，なぜ理解できないのか，理解のため

広げていったのである（同上，pp. 152-153）。

のリソースを探すために必死で多角的に問いを投げ

3．2．メディア遊びが触発するストーリーテリング

かけ，そうして互いに自分の経験や解釈枠組みを総
動員させながら説得と理解を試みる。背景が違うか
らこそ，前提とされているドミナント・ストーリー

2 点目に，遊びの重視である。デジタル・ストー

が揺さぶられやすく，とらわれてきた失敗がユーモ

リーテリングが他の文字や声だけのストーリーテリ

アに転換したり，先が見えなかった苦境が未来につ

ング実践と異なるのは，メディアを用いた実践であ

ながる課題と位置付けられるなど，いつもと異なる

る点だ。メディアを補助的に用いることで，ナラティ

解釈，語り方が見つけ出され，魅力的な物語が生ま

ヴの実践は祝祭的な雰囲気となり，
「遊び」として捉

れる可能性が高い（小川，2016，pp. 133-137）。

えられ，声を押さえ込まれた人びとにとってより気

また，実践を通して最も印象的だったのは，この

軽に語り出せることもわかってきた。創始者である

作業が，物語を「共著」したファシリテーターの学

メディア・アーティスト，デイナ・アチュリーが 90

生にとっても，参加者の置かれた状況の理解が深ま

年代に感嘆を持って述べたように，デジタル・メディ

るとともに，視点の複数化をもたらすものであった

アは多様なモードで記録された素材を統合し，簡単

ことだ。心理学者のやまだようこは，
「「私の物語」

にひとつの作品として提示することを可能にし，多

を語ることは，
「経験の共有者としての「私たち」を

くの人びとと共同で視聴可能な，新たな語りや表現

生み出す行為」
（やまだ，2000，p. 157）と述べ，同

の様式を私たちに提供してくれた。写真は「そこに

じ体験をしていない人も物語を見聞きすることで体

あった」ことを証拠にしながら，見るものが共通に

験の共有者になり，その経験が継承されていくので

持つノスタルジーを刺激しながら当事者の経験や想

あり，
「自分が他者になる」
，あるいは「他者が自分

いを共有する地ならしをし，一方で写されたものや

になる」という変身の可能性を含んだ存在として捉

技法は時にオーディエンスが自明とする風景に疑義

えられる点に物語が持つ他者理解やエンパワメント

を突きつけ，時には制作者が意図しない単なる背景

の側面を指摘している（やまだ，2008，pp. 31-39）。

にオーディエンスが重要な物語を読み取ることもあ

そうだとするならば，ともに物語を「作る」協働的

る。また制作者の，時にたどたどしいナレーション

なデジタル・ストーリーテリングはなおさらではな

の声は，プロの矯正された声と異なり，録音された

いだろうか。参加者にインタビューをしながら，そ

ときの語り手の身体状況や感情，そして方言などか

の経験をともに整理し，一定の視角のもとで並べ替

ら地域性といった情報をふんだんに含む。そして電

え，物語化作業を行うことは，ファシリテーターや

気で再生されたその声は，どこか私たちに親密な印

聴き手にとって，語り手の状況や他者の想いを自ら

象を与える。
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グの手法は，様々な課題を有しつつ（小川，2016，

なかなか文章や言葉で表現しにくい苛立ちや喜び
といった思いのかけらを，何らかのモチーフ，メタ

pp. 160-165），人前に立つ恐怖心やその場で興味を

ファーに託して表現できる自由さと創造性こそが，

引く話をしなければならない口頭のストーリーテリ

メディアを用いたデジタル・ストーリーテリングの

ングの困難を避け，また個人作業では行き詰まりが

醍醐味でもある。マジックペンとトンカチを持って

ちな「書く」ストーリーテリングの困難も避けるこ

車の近くにしゃがみ込むことで表現された「自動車

とのできる表現手法である。また作者が望めば，物

整備士という夢」
，
水滴のついた窓という形で表現さ

語が時に放送されたり，ウェブサイトで公開される

れる「女子浴室」
。あるいは茎を折られた花，握り締

ことで，物語やメッセージが社会に向けて何らかの

められた拳，
繋がれた手など，
うまく表現できない内

提起をする満足をもたらす。さらに，生活綴方や生

面の葛藤や感情を託されたメタファーが，参加者の

活記録運動の文集が果たした役割と同様，メディア

間で協働的に見つけ出され，撮影されることで，物

表現の機会が与えられることは，物語が他者に伝わ

語はより他者に伝わりやすくなる。そしてそうした

るというだけでなく，徐々に何を伝えるべきかを意

メディア表現のアイディアをともに探り合い，うま

識的に探ることにつながりうる。実際，障害を持っ

く見つけ出され，ともに演じるとき，そこには笑い

た若者や家族のデジタル・ストーリーの内容が，個

やグループ・フロー（ソーヤー，2008/2009）といっ

人的なストーリーから社会問題の提起へと変わって

た満足が生み出され，参加者はより饒舌になる。

いった事例もある（小川，2016，p. 179）。

このようにメディアを使って表現をすることは，

生活記録運動を牽引した鶴見和子は，江戸時代に

一人で黙々と紙に向かって書くこととは異なる楽し

は，寺子屋教育の中で，手紙を書くことが重視され

さをもたらす。いつも有名人がされるインタビュー

ており，その時は伝えることと同義であった「書く

を自分もされ，
写真を撮られること。ナレーション・

こと」が，人前で意見を言いづらく抑圧の多い日本

ブースでドキドキしながらキューに合わせて録音す

の社会において，モノを言うかわりに書き，書くこ

る感覚，そして上映会でスクリーンに登場していつ

とによって自らをなぐさめるという沈黙の「日記文

もと立場を逆転させる感覚は，メディア社会学者の

化」に取って代わられていったのではないかと語っ

加藤晴明が「メディアに登場することの悦楽」（加

ている 8。であるならば，学校や仕事，家庭といった

藤，2012，p. 79）と呼んだ喜びにつながる。筆者ら

場所での不満を抑圧しがちで，分断化が進む現代日

の実践では，それに加え，
「メディアに登場させる快

本の社会において，再び，個人の内面に渦巻く不満

楽 ― アルバムを見せることの延長線上にあるよ

や欲望を他者と共有し，連帯を生み出し，社会に問

うな，大好きなペットや家族やものごとを見せたい

題として提示し，ひいては社会を変革していくため

があることも見出せた。そうした
という欲求 ― 」

に，再びストーリーテリングの教育を位置付け直さ

お気に入りのモチーフから，社会的にもインパクト

ねばならないのではないか。

を与えるような物語の種が見つけ出される場合も十

冒頭で述べたようなエコー・チェンバー状況とそ

分にあるだろう。

れに伴う集団極性化に警鐘を鳴らすサンスティー
ンは，自分たちとは異なる人々と意見を交わすこ

4．おわりに ― ストーリーテリングと

とと同時に，人びとが情報や経験を共有すること

メディア教育

が社会的な接着剤の役割を果たすと主張している
（Sunstein，2017，p. 260）。実際，ここまで見てき

このように，対話的・協働的に，まわりの承認を
得ながら慎重にメディア化されたストーリーテリン

8
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