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アクシデントとインフラストラクチャー
近 藤 和 都 *1

コロナ禍と映画館

「インフラストラクチャー」にまつわる本小論の執筆に取りかかった頃は、
2020年4月7日に、コロナウイルスの流行にともなう一度目の緊急事態宣言
が東京で発出されてからおよそ1年が経とうとしたタイミングであった。その
緊急事態宣言のさなか、私は2、3時間ほど自転車を漕いで自宅から新宿に向
かった。映画から動画配信に至るまでの映像文化に関する講義のなかで、日本
や海外で立ち寄ったさまざまな映画館の写真をしばしば紹介しているのだが、
いつかどこかで振り返るために、緊急事態宣言下の映画館の姿を記録しておき
たいと考えたのだ。その中からまず、2枚の写真を紹介しておきたい。
写真はそれぞれ TOHOシネマズ新宿（図1）と新宿ピカデリー（図2）の入り

口付近を写したものである。掲示用フレームは空で、広告用ディスプレイの電
源は落とされていた。普段であれば上映作品や上映間近な作品の宣伝材料が提
示されているわけだが、映画館の営業が停止されたのに合わせて、あるいは営
業していないことを確実に示すためにこのような処置となったのであろう。広
告の背後にあり、普段は意識されないフレームやディスプレイがむき出しにな
ることで、非常事態であることがはっきりと感じられた。翻っていえば、こう
した装置が「映画館に行く」という経験を下支えしていたのだとわかる。
このように、「アクシデント」や「緊急事態」のなかでこそ普段見慣れた光景
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図1 TOHOシネマズ新宿 図2 新宿ピカデリー
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を形作る条件はあらわになる。たとえば映画館の空調設備の性能を、私たちの
多くは初めてよく知ることになったのであった。この観点から、コロナ禍の映
画館で経験した別の事例を紹介しよう。
『テネット』（2020年）を観賞している際に次のような映写トラブルがあっ
た。たしか、空港を舞台にアクションシーンが繰り広げられるシークエンスの
最後に飛行機が爆発する瞬間に、音声が一切途切れてしまったのだ。だがあ
まりにもタイミングがよかったために、もしかすると演出なのかという思いを
払拭することができず、とはいえ次のシーンに切り替わったあとも消音状態で
あったため映写の問題であると気づいた。最終的に映像は一時停止し、少し待
ち時間をはさんでから、早戻しされた上で再度映写された。しかしその後もう
一度音声がなくなり、トラブルが生じた時点から少したった場面から再々映写
されることになった。
映写が一時停止され、スタッフからアクシデントであると報告されるまで、
観客は一言も言葉を発しなかった。この事例は、コロナ禍という非常事態にお
いて、映画上映中は喋ってはいけないという規範がこれまでにない強制力を
持っていることを示す点で、オーディエンス研究を行ってきた者として興味深
かった。他方で映像文化を支える技術や物質のあり方にも関心を持つ私は、映
像のフォーマットがフィルムからデータに移り変わったからこそのアクシデン
トの現れ方に心をひかれた。『ニューシネマパラダイス』（1988年）で描かれて
いるように、かつて映画が可燃性フィルムだったころ、上映中のトラブルは大
事故へとつながり得た。今ではそうした危険性はないものの、新しい技術にも
数々のアクシデントの可能性が織り込まれているのである。
映像文化はさまざまな技術的・物質的な基盤に支えられている。そして、こ
れまでもメディア研究はメディアの技術的・物質的側面に焦点を当てる重要性
を訴えてきた。だが上記の事例が浮かび上がらせるのは、一口にメディアの技
術的・物質的要素を考えるといっても、そこには多岐にわたる対象設定——広
告のためのスペース、空調、座席、映写設備、フォーマット等々——がありう
るということだ。
実際近年は、メディア文化を成り立たせる多様な技術的・物質的側面を浮か
び上がらせるための一つの切り口として、メディア制作物を人びとのもとへと
送り届けるときにどのような技術・物質的な働き=インフラストラクチャーが
あり、それがメディア経験や人びとの活動とどのように結びつくのかに焦点を
当てる研究が多く生まれている（1）。上で挙げた映画がフィルムなのかデータな
のかの違いも、インフラストラクチャーに関する問いといえる。というのも、
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複製技術に基づくメディア文化には規格化されたフォーマットの存在が欠かせ
ないが、規格（standard）やフォーマットはコンテンツの流通可能性を条件付け
るという意味で、インフラストラクチャーの構成要素だからである（Parks and 
Starosielski eds., 2015, p. 5）（2）。
それでは、メディア・インフラストラクチャーを研究することでどのような
示唆が得られるのだろうか。本小論では、映画、テレビ、動画配信を構成する
フォーマットに焦点を当てつつ、アクシデントによってそれぞれのインフラス
トラクチャーが機能不全に陥った事例や、インフラストラクチャーの存在が浮
き彫りになる瞬間を取り上げ、「見ること」のインフラストラクチャーをめぐ
るさまざまな論点を概観したい。

モノとしてのフィルム——第二次世界大戦、映画、スタンダード

『旅する映写機』（2013年）という秀逸なタイトルのドキュメンタリー映画
がある。デジタル上映が主流になりつつあった2010年代前半に、日本各地で
フィルム上映を行っていた小規模な映画館の映写機や修理技師、モノとしての
フィルムをめぐる実践——たとえば一台の映写機で映写するために、フィルム
一缶分が終わる間際に次のフィルムをつなぎ足していく「流し込み」の技法な
ど——を描き出した同作は、スクリーン上のイメージの背後には多数の物質と
労働、技法が投入されていることを教えてくれる。私たち観客は、スクリーン
の背後にあるこうした営みを忘れているけれども、当然ではあるが映画文化の
送り手たちはこの領域に関心を持ち続けてきた。
別稿で論じたように（近藤、2019）、たとえば第二次世界大戦下にはさまざ
まなアクシデントから、モノとしてのフィルムをめぐる規格化が重要な課題と
して浮上した。

1920年代から30年代前半には、日本の劇映画製作会社のほとんどはアメリ
カ企業イーストマン・コダック社の生フィルムを使用していた（3）。だが、輸出
入品等臨時措置法が1939年9月に制定されると、フィルムは軍需用・医療用
を除いて輸入が制限された。同月に第二次世界大戦が勃発するとドイツのアグ
ファ社からの輸入も難しくなり、1939年の輸入品比率は約6.5%にまで減少し
た。以降、国内需要は国産生フィルムで賄っていくことになる。だが、映画製
作に不可欠な生フィルムは爆薬に用いられる硝酸化合物を原料とするため、戦
争が進展するにつれて生産が困難になっていった。1941年7月には、8月およ
び9月の硝酸配給が皆無であると宣言された。
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しかも、かりに生フィルムが配給されたとしてもその品質は著しく低かっ
た。イーストマン・コダックのフィルムが50-60週程度の上映が可能なのに
対し、国産フィルムは35週程度しか上映に堪えられなかった（加藤、2003、
p. 101）。そしてフィルムの耐久度が低いというのは、それだけ番線が低い映画
館では摩耗した作品が上映されてしまうことを意味する。したがって映画統制
の観点からモノとしてのフィルムをいかに保護・節約するかが議論されていっ
た。たとえばフィルムの取り扱いに関するさまざまな規格が定められ、輸送に
あたって十分な注意を払うことが求められた。また先に挙げた一台の映写機で
上映するための「流し込み」も、フィルムを破損するアクシデントの元凶とし
て批判・禁止された（『映画技術』1941年3号、p. 6）。
さらに、実現はしなかったものの、1秒24コマという映画上映におけるグ
ローバルな映写速度の規格を1秒20コマに変更し、フィルムの節約に励むべ
きだという議論が1943年頃から盛んになった。たとえば雑誌『映画旬報』上に
掲載された座談会では、1秒24コマから20コマに落としたとしても視聴覚的
には問題はなく、それにもかかわらず「これがなぜ実行されないかといふと、
早い話技術者の国体がないからです」と主張された（多田他、1943、p. 22）。ま
た、同議論を受けて雑誌『映画技術』で行われた座談会では、「理論的にいへ
ば、一般の耐久力といふ法則からいふと、速度のあるものの耐久力は速度の
三乗に逆比例する」（増谷・狩谷・田口、1943、p. 6）という観点から、「回転数
が減れば減るだけ寿命は非常に延びてくる」と技術的裏付けが与えられた（増
谷・狩谷・田口、1943、p. 7）。
しかもこうした規格の政治は、独自規格の制定を通じて「大日本映画圏」を
構築し、映画上映の場を大東亜共栄圏に閉じた市場に変えるという発想へとつ
ながった。「共栄圏各地においては、外国のフイルムをかけると、間のびがし
てしようがないが、日本映画をかけるとキリツとしていい」とその意義が説明
されるように、規格の制定はある種のプロパガンダとして有用だと認識されて
いた。続けて別の話者が、「それは鉄砲で、ほかの弾が使へないやうな口径に
したことがある。これは匪賊よけです。匪賊が外国の鉄砲では使へないやうに
したのです」と喩えるように（多田他、1943、p. 22）、戦時下においてまさしく
「フィルムは弾丸」であった（橋本、1943、p. 18）。

東京という中継基地——ベトナム戦争、テレビ、トランスポーテーション

1960年代にかけて、人びとの日常生活を支える映像文化は映画からテレビ
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放送に移った。テレビ放送は、一定範囲内に電波を送出することで映画よりも
大量の人びとに同時的にコンテンツを届ける。このインフラストラクチャー
は、アンテナやケーブル、中継車といった物質的な諸装置と、それらを操作
し、維持する職能が結びつくことで成り立つ。こうした構成要素のほとんどは
普段意識にのぼることもなく不可視なままにとどまっているが、テレビ放送を
成り立たせるインフラストラクチャーの制約に注目すると、これまでの研究が
依拠してきた前提を問い直すことができる。
しばしば放送は、人やモノの物理的移動に依存してきた情報伝達の速度が
飛躍的に向上する契機として言及される。たとえばレイモンド・ウィリアム
ズ（1976=2011, pp. 113-114）は、近代以降「communication」という語は「新聞・
放送などの媒体」を含むようになり、それと並行して「物質的運輸」の意味合
いが切り離されたことを指摘した。またこうした議論と共振しながら加藤秀
俊（1976）は、もともと情報の「通信」過程は人が情報を運ぶ「交通」過程と分
かちがたく結びついていたものの、ラジオ放送では「通信」が「交通」から分離
し、それが情報の瞬時の伝達に基づく「同時性」空間を成立させたと論じた。
こうした「交通」と「通信」の分離という前提はその後のメディア研究にも継承
されてきたといえるだろう（cf. Morley, 2017）。
だが実際には、放送インフラストラクチャーは交通インフラストラクチャー
にさまざまな水準で依存してきた。特にこの結びつきは、アクシデントに直面
し、迅速な報道が必要になったときに浮かび上がる。ベトナム戦争のテレビ報
道をめぐる事例を取り上げよう。
ベトナム戦争は「テレビの戦争」とも呼ばれ、現地の惨状を伝える報道が当
時の反戦ムーブメントを後押ししたと言われるが（NHK放送文化研究所監修、
2002、p. 185）、この背景には同時代に実現したインフラストラクチャー的条件
があった。1962年以降、テルスター、アーリーバード、シンコムの各衛星が
打ち上げられ、国際生中継が可能になっていたのだ。たとえば東京オリンピッ
クの開会式はアメリカでも生放送され、1967年にはイギリス BBCの発案で
『OUR WORLD～われらの世界～』が5大陸14カ国の放送局によって同時中継
された。ベトナム戦争の報道も、こうしたシステムを介して衛星中継ができる
状況にあった。
だが、戦地から衛星中継をするための設備は整わず、アメリカへの放送はサ
イゴン（現・ホーチミン）から輸送機で運び出されたフィルムの映像を利用し
ていた。その際、一部のフィルムはサイゴンから東京に送られ、東京の施設
を介してアメリカに衛星中継された。この場合、順調にいけばサイゴンを出
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発してから6時間程度でアメリカにベトナムのニュースを中継することができ
たという（志賀、1969、p. 68）。古いフォーマットとしてのフィルムと新しい
フォーマットとしての衛星通信が交錯するなかでベトナム戦争の報道はなされ
ていた。
ところが、当時の衛星システムは軍事利用のために回線を空けなければな
らず、商業テレビが使用できるのはテレビ通信一回分くらいだった（志賀、
1969、p. 70）。しかも、5分の映像を伝送するだけでも5000ドル以上のコスト
がかかったため、多くの報道用フィルムは輸送機によってアメリカに運ばれて
いた（Epstein, 1974, p. 33）。その結果、ベトナムの戦況が現地の映像とともに
アメリカで報道されるまでには数日から1週間かかった（Epstein, 1974, p. 33）。
テレビがもたらすとされる「現在性」は、ベトナム戦争においてはいくらかの
遅れを伴わざるを得なかった。このように「交通」と「通信」が結びつくと同時
に、両者の制約がベトナム戦争のテレビ報道を枠取っていたのである。
しかもフィルムは現像しなければならないが、東京から中継する場合は別
の形で「交通」の問題が浮上した。当時、すでにアメリカではカラー放送が増
えていたものの、東京にはカラーフィルムを現像できる施設が一カ所しかな
かった。そのためカラーフィルムの現像をめぐって競争が繰り広げられたのだ
（Donovan and Scherer, 1992, p. 96）。たとえば1968年1月30日から始まったテ
ト攻勢を報道するために、NBCと CBSは同じ輸送機で東京までフィルムを運
んだが、現像所にフィルムを輸送するための手段で差がついた。CBSは車を
用意し、NBCはバイクを使ったのである。言うまでもなく、競争に勝ったの
は NBCで、東京の交通事情に適合する輸送手段かどうかが報道速度を分かっ
た（Donovan and Scherer, 1992, pp. 96-97）。
このようにベトナム戦争という出来事は、日本の現像所や交通事情の文脈に
規定されながら、東京という都市が中

インフラストラクチャー

継基地となることで世界史に刻まれた
のである。

ストリーミング時代の不平等——コロナ禍、Netflix、サーバー

2000年代半ばから、YouTubeをはじめとした動画配信プラットフォームが
隆盛している。インターネット配信は、世界に張り巡らされたケーブルを介し
て、これまでにない範囲にメディア制作物を流通させる可能性をもたらした。
だが回線容量は無限ではないため、大量のメディア制作物を流通させるために
は1コンテンツ当たりのデータ容量を圧縮する必要がある。これは言い換える
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と、圧縮技術の種類に応じてメディア制作物の視聴覚的な再現性が変化する
ということだ（Sterne, 2012）。デジタルに限らず、カラーテレビや VHSといっ
たアナログ・フォーマットもそれぞれに固有の視聴覚的な再現性を持つ（cf. 
Murray, 2018）。したがって私たちが見たり聞いたりしていることを分析するた
めには、インフラストラクチャーとしてのフォーマットの歴史性を踏まえる必
要があるだろう。
また、たとえデータ効率の高いフォーマットを用いていたとしても、回線速
度は常に一定なわけではなく、どうしても「混雑」するタイミングがある。と
くに集合住宅に住んでいる場合は、共有回線を住人同士で奪い合うことにな
り、決まった時間に混雑が生じるようになる。その結果、動画の読み込み時間
が長くなり、あの見慣れた「くるくる」が画面に現れ、映像が乱れるのは日常
となる。動画配信はたしかに便利だが、それを理想的な環境で視聴し続けるこ
とはほとんどの人にはできず、むしろオンライン動画視聴には、こうしたアク
シデントに対する恒常的な不安が織り込まれているのである。そしてこの不安
は、コロナ禍において一層人びとに意識されたと思われる（Alexander, 2020）。
以下ではこの点を、現在進行形の事態を捉えるため、歴史化された資料ではな
く自身の経験から説明していこう（4）。
タイミング悪く、私はコロナウイルス流行初期に引っ越しをしなければな
らなかった。しかも、テレワークや遠隔授業の導入でオンライン需要が急速に
高まっていたことから新居の回線工事がしばらくできなかった。そのため、3
日で10ギガの利用制限がかかるWiMAXを頼みの綱としてオンライン講義や
会議を乗り切る必要が出た。日中はほとんど常に回線速度が期待よりも下回
り、少しでも回線を安定させるために「顔」がないコミュニケーションを切実
に望んだ。また幸いなことにリアルタイム・双方向型の講義数は少なかったの
だが、録画した動画をアップロードするのに難儀した。どれくらいのデータ
を使っているのかを逐一確認し、一回の会議でこれだけ使ったのだからこの3
日間は乗り切れるなと判断する日々を送った。受講・視聴する学生にとって、
データ容量を圧縮した動画かどうかがいかに重要であるのかを身をもって理解
するとともに、回線速度を常に意識する、プラットフォーマーにとって理想的
な消費者として教育された（cf. Elkins, 2018）。
ここ数年、定額制動画配信プラットフォームの研究に関心を持っていること
もあり、私は複数のサービスと契約をして、それぞれの比較を行っている。3
日間のデータ利用総量に余裕があったときに、気晴らしにとそれらのサービス
を利用したのだが、Netflixの「優秀さ」を思い知った。Netflixは大容量の動画
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配信を円滑に行うために、コンテンツデータを一時的に保存するサーバーを世
界中に配置し、できる限り短い伝送距離を介して、かつ効率的な経路でデータ
を配信している（Lobato, 2019, pp. 95-97）。また利用者の回線に合わせて解像度
を上下させ、できるだけ「くるくる」が生じないようにしている（Lobato, 2019, 
p. 83）。こうしたインフラストラクチャーを整備しているために、他のサービ
スでは動画視聴がままならないときでも——低解像度ではあるが——視聴自体
はできたのである。
このように動画配信のインフラストラクチャーは新たな問題を提起してい
る。よく言われるが、インフラストラクチャーは、その語が持つあらゆる人び
とにとっての基盤というニュアンスとは裏腹に、さまざまな選別と排除の機序
にしたがって構造化されている（Alexander, 2020）。現下のパンデミックは、回
線速度をめぐる階層的境界線を浮かび上がらせるとともに、各自が置かれた環
境によって「見ること」の機会や「見え方」が大きく変わりうることを示してい
る。
またストリーミング時代では、プラットフォーマーのさじ加減一つで「見え
方」の体制は変化する。オンライン需要が高まった2020年5月に EUから要請
され、Netflixはデータ容量を圧縮するためにデフォルトの画質を「標準画質」
に切り下げたが、その分なにかが「見えなくなった」はずである。DVDや Blu-
rayの場合も経年劣化の問題はあったものの、一度パッケージされればイメー
ジの同一性はある程度担保される。だが今後、DVDや Blu-rayといったフォー
マットは懐古の対象となり、レンタルビデオ店も姿を消していくだろう。その
とき「見ること」は今まで以上に不確実で流動的なものとなっていくに違いな
い。

以上で概観してきたように、映像文化を支えるインフラストラクチャーはア
クシデントによって簡単に移ろい、「見ること」もそれに応じて変容する。し
たがって素材から海底ケーブル、中継衛星まで、倍率のスケールをできるだけ
広く設定してインフラストラクチャーを分析する手つきが、「見ること」を解
き明かすために求められる。私たちはもっと、メディアの技術的・物質的側面
に対する解像度を高めていかなければならないのである。

注
（1） たとえばこの分野を牽引するリサ・パークスとニコル・スタロシエルスキーの編
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著（2015）は、2016年に映画・メディア学会（SCMS）から最優秀編著賞を受賞してい
る。

（2） あるいは映画館まで自転車を漕ぐというように、映画館への移動をつかさどる物質的
要素もメディア・インフラストラクチャーに含めていいだろう。メディア文化は複数
のインフラストラクチャーが組み合わさることではじめて可能になる。

（3） 本段落の記述は加藤厚子（2003、pp. 100-105）を参考にした。
（4） コロナ禍におけるスクリーン接触の経験をインタビュー調査で記録し、論じたものと

して光岡（2021）がある。
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