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重層的に逆巻く時空でもがくか 

―四方田犬彦著『無明 内田吐夢』、 

特に「無明 II」以降を中心に― 
 
 

角尾 宣信（つのお よしのぶ） 
表象文化論コース博士課程 

 
 
 本書の時間は進まない。本書の時間は逆巻く。その渦中の無明へと、読者は引きこまれて

いく。そこから抜け出せた者は、この国には未だない。評者もその一人であることを、初め

にお断りしておきたい。 
 この時間の円環の要は、「無明 II」と題された一節が、一端を担っている。本稿は、2019
年 7 月 3 日に開催された四方田犬彦『無明 内田吐夢』（河出書房新社、2019 年）書評会の

発表原稿をもとに再構成されたものであり、会において評者は、「無明 II」以降の章（本書、

285～359 頁）および冒頭の「無明 I」と「満州流謫」の章（本書、1～37 頁）を担当した。

この分担は、後述する最終章と冒頭との円環だけでなく、この「無明 II」と直前に置かれた

「晩年の不遇」との間の円環をも含む分析を必要としていた。そこでまずは、ここでの円環

を確認しておきたい。「晩年の不遇」の章は、内田吐夢がその集大成として構想した二つの

企画『乃木大将』と『野麦峠』を実現できなかったことを指摘するとともに、晩年の二作品

『飛車角と吉良常』（1968 年）および『真剣勝負』（1971 年）に「命一コマ」の覚悟で、病

魔と闘いながら挑んださまを描写する。そして、本書 284 頁において、内田はその生涯を

閉じる。続いて「無明 II」は、筆者・四方田犬彦が内田の墓参へ向かうところから始まる。

内田の無念を現在からまなざす著者は、内田自身が、救い無き無明に埋没しつづけているこ

とを想像する。現在と過去は、著者のまなざしを通じて円環するとともに、次節「トム・コ

メディ」の幕を開け、内田が生まれ直す。 
 以上の生と死の円環は、本書で貫かれている仏教的世界観において構成されている。内田

は再び、その救い無く終わる定めの生涯を開始する。読者には、そのことが分かっている。

分かっているが、本書の時間の逆巻きは、その無明への運動を止めず、読者を押し流してい

く。すべてが分かっているということは、読者は必然の相のもとに、内田とこの社会をまな

ざすということである。本書において、歴史の流れは、別の可能性が開かれるものとしてで

はなく、救いの無いことが必定であることを、ただただ納得するために流れる。読者は、そ

のことを体感する。 
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 この点で、著者が本書において構成する必然としての歴史は、フレデリック・ジェイムソ

ンのマルクス主義的イデオロギー批評の枠組みに接近する。ジェイムソンは、マルクス主義

の絶対的な目標を社会主義革命に定め、それに対して、「これまでの局所的な革命プロセス

が、破綻したり、阻害されたり、矛盾に満ちた後退を余儀なくされたり、あるいは旧来の機

能を逆転しただけに終わってしまったりしたことは、すべて「不可避」なこととして、また

客観的な限界への乗り越えの失敗として、把握」されると論じた。その意味で、彼のイデオ

ロギー批評において、「〈歴史〉とは、〈必然性〉の経験」であり、すべての抵抗は挫折を定

めとした救い無きものとして、「冷酷無情」に描写されねばならない（ジェイムソン、フレ

デリック、大橋洋一ほか訳『政治的無意識』平凡社、2010 年、177 頁）。 
ただ、著者の歴史認識がジェイムソンと接近することは、それこそ必然だったかもしれな

い。これまでの著作からも示唆される通り、著者もまた、60 年代および 70 年代を通じて、

左翼運動の挫折を骨肉に染みいるように体験した者の一人であると思われるからだ。しか

し、著者の救いの無さは、ジェイムソンよりも深いようである。ジェイムソンは、すべての

〈歴史〉が徹底的に失敗であると感得することで、まったく新しい社会主義革命の構想へと

ユートピア的に転換する可能性を主張する（同上、548 頁）。しかし、少なくとも本書には、

そうした転換はない。円環はあくまで、無明へと陥没するのみである。そして、その深い重

力を支えているのは、内田における大東亜共栄圏への夢想と挫折、およびそれに引き続く中

国での過酷な「抑留」体験である。この敗戦の記憶が、本書の時間を渦巻かせている力の本

性であるが、本書および著者の考察の特徴と成果を明らかにするためには、その挫折の記憶

の内実を探る必要があるだろう。そのためには、夢想の肥大化と挫折がともに語られている、

本書後半部に注目するのが適切だろう。 
 本書後半部、「トム・コメディ」以降の節が描写するのは、内田の半生であると同時に、

この壮大な夢想と挫折のプロセスである。著者は、現存するフィルムが殆どないこの戦前・

戦中の時代を、残されたフィルム断片、および脚本や批評を丁寧に発掘していくことで探っ

ていく。谷崎潤一郎の率いる映画製作集団「アマチュア倶楽部」にて裏方および役者として、

その後監督としても活動し始めた内田が、1920 年代以降、30 歳代前後で手掛けていた映画

は、ほとんどがコメディだった。それも、スラプスティックから人情喜劇まで、コメディの

様々なスタイルが実践された。その一つ一つを精査する本書が注目するのは、1930 年代か

ら、「笑いのなかに人生論的な色調」（本書、294 頁）が現われはじめ、徐々に重厚な主題が

扱われていくことである。著者によれば、その傾向は 1933 年の『警察官』あたりから始ま

る。犯人である友人を逮捕しなければならない警察官を主人公とする本作において、「日常

の安定した時間」は崩壊してしまう（本書、299 頁）。もはや安易な喜劇に甘んじる作品で

はない。続いて『人生劇場』（1936 年）では、「父親の死を代償として、息子がその権能を

継承する」物語が語られる（本書、301 頁）。ここではすでに、死と生が分かちがたく結び

つけられ、上述の晩年の作品『人生劇場 飛車角と吉良常』へと連なる、内田作品固有の主

題が提示されている。 
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 こうした人間の生の根本に触れる作品群は、その後、『生命の冠』（1936 年）、『裸の町』

（1937 年）、『限りなき前進』（1937 年）と、その「人生における深刻な挫折」をめぐる考

察、救いの無さの考察を深める（本書、303 頁）。そして、本書は『土』（1939 年）におい

て、この考察の「ある完成」をみる（本書、296 頁）。内田の戦前の歩みをこのように概括

することで、救いの無さの徹底度という本書の分析観点が明らかとなる。例えば、『生命の

冠』において最後に提示される、「ヨハネの黙示録」に基づく宗教的な救いは、救いの無さ

の不徹底として把握されるが、国後島の漁業の絶望的状況は、『土』での農民の過酷な状況

と対をなすものとして一定の評価を受ける（本書、306 頁）。また、この『生命の冠』と対

照されるかたちで、『裸の町』については、店舗も自宅も財産も、すべてを騙し取られた主

人公のレコード屋が、最後は妻と露店で細々とレコードを売るラストが、救いの無さのさら

なる深化として評価される（本書、308-309 頁）。そして、『限りなき前進』に関しては、こ

の救いの無さが一層徹底され、「誠実さという観念の虜となり、無限と信じた人生行路が突

然に断たれることで精神の均衡を崩してしま」った主人公の中年男性が、その精神の病から

決して回復しないことが注目される（本書、314 頁）。ここで本書は、あくまで本作を「気

狂いの真似」である喜劇として構想していた小津に対する内田の批判として捉え、既存の日

本映画史において評価されるしかない小津へ、必然の歴史の観点から鋭いメスを入れる（本

書、313 頁）。これは著者によるイデオロギー分析の成果の一つとして評価すべきものであ

ろう。また、それとともに、本作において、内田作品に固有の「無限という観念」の「断念」

と「終末の予感」が現れたことを指摘し、それを日中戦争の拡大へと、つまり植民地主義的

な無限の観念へと邁進する当時の社会から捉え返している点も重要である（本書、313-314
頁）。内田の作品は、戦争の狂騒へ向かう社会が隠蔽した、固有の限界性への批判的視座と

しても読みうるのであり、その批判性には、現在においても学ぶべきものがあるからだ。著

者の分析は、これまでの日本映画史研究に新たなイデオロギー的観点を導入するとともに、

過去の歴史におけるテクストを実践的な批判のあり方として提示する方途も示唆している。 
 さて、こうした救いの無さの徹底度という分析観点から、本書がその後半において、最も

高く評価するのは『土』である。そのためか、本作の分析に際しては、近代化する都市では

なく前近代的な農村へと注目する社会全体の動きが、「農民文学」や「農村更生運動」に関

する同時代の言説分析を通じて提示される。当時の農民文学のイデオローグであった森山

啓は、「真の民族性は土の中に潜んでいる」として農村にナショナリズムの基盤を見出す。

それと並行して、世界恐慌の煽りを受けて疲弊した農村を救済するための国をあげての「農

村更生運動」も、民族のアイデンティティを再認・強化する側面を多分に孕んでいた。映画

史家・浅利浩之の研究を用いつつ本書が論じるところによると、1910 年代に著された長塚

節の農民文学『土』（1912 年）の再評価は、こうした「時代のイデオロギー的要請に呼応し

た生々しいもの」だったのであり、内田による『土』の映画化は、そのほかにも製作された

農業や開拓を称賛する同時代の映画群と並置されることになる（本書、329-332 頁）。 
 しかし本書は、こうした当時のイデオロギー的状況から逸脱する要素をも、内田の『土』
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から読み取っていく。それは例えば、「まるで土から掘り出した泥だらけの芋か、でなけれ

ば泥を捏ねあげて創り出した塊のよう」な異形ともいえる登場人物たちの人物造形である

（本書、321 頁）。干ばつなどの自然災害や人災とも言いうる厳然とした格差社会における

抑圧によって、小作人たちが過酷かつ救いの無い状況にあることを本作は描写するが、この

救い無さは汚辱として、泥にまみれることとして提示される。そしてこの泥こそ、無明の主

要な様態として、本書が内田作品から読み取るものでもある。それは、内田にとって逆巻き

回帰する敗戦のトラウマとしての、中国・砂河子
サ ホ ー ズ

での石炭くみ上げの強制労働であり（本書、

24-25 頁）、また、敗戦後の『宮本武蔵 一乗寺の決斗』（1964 年）において頂点を極める内

田作品の「世界原初の光景」とされるものである（本書、183 頁）。「泥、すなわち水と土の

アマルガム」（本書、183 頁）においてこそ、イデオロギー的矛盾がその「本質を顕らかに」

し、救いの無さが極点に至るとともに（本書、214 頁）、そこでの死と引き換えに救いもま

た予兆される（本書、183 頁）。もちろん、『土』の主人公である小作人・勘次（小杉勇）は、

例えば『大菩薩峠』（1957 年）冒頭の机龍之介（片岡千恵蔵）による老人殺害のように、敗

戦後の内田作品にみられる「理由もなければ、動機もない」悪（本書、97 頁）、理由や動機

があれば対処のしようもあるが、そういった能動性の一切ない徹底して受動的な悪、それゆ

えに一層救いの無い悪、本書が親鸞の「業縁」から分析する宿命的な悪（本書、99 頁）を

行う者ではない。また勘次への救いは、舅の自殺とその失敗および回復をきっかけとするが、

実質的には村人たちとの交流が再開されることで訪れる。それは、敗戦後の内田作品にみら

れるような、主体における内的矛盾が極点に至り、死と引き換えに、かろうじて与えられる

救いではなく、理想化された農村共同体に支えられた救いである。しかし、敗戦後の内田が、

そのような救い無き悪を映画的に表現するために繰り返し用いるだろう泥は、すでに本作

において、人間の生の根源的な汚辱として、極めて重厚に用いられている。著者は、そのこ

とを見逃さない。 
 しかし、時代のイデオロギー的要請は、ナショナル・アイデンティティの強化と農村共同

体の理想化をも超えていく。獲得されたアイデンティティは、「篤実なリアリティをもった

「歴史」という観念」によって、時間を超えて理想化・普遍化される必要があった（本書、

337 頁）。内田はこの夢想を引き受け、「紀元二六〇〇年奉祝映画」のための「歴史映画」と

して、その名も『歴史』という作品（1940 年）を監督する（本書、338-339 頁）。本作は興

行的にも批評的にも失敗に終わるが、内田の帝国主義的アイデンティティは、このあたりか

らタガを外し、戦局の拡大と比例するように無限に拡大する夢想となる。太平洋戦争勃発後

には、内田は「大東亜映画」を構想し、『鳥居強右衛門』（1942 年）を監督するが、ひたす

らに「共同体への献身的自己犠牲」を寿ぐのみの、もはや矛盾を必要としない作品となった

（本書、352-354 頁）。この延長線上に、内田は満州で新しい映画を撮ろうと夢想し、『陸戦

の華 戦車隊』の企画とともに、大陸へ渡ることになる（本書、355-357 頁）。 
 この内田の無限に拡大する夢想は、敗戦により瓦解する。そして、この深い挫折は、敗戦

下の中国での「抑留」体験として、トラウマ的な刻印を刻む。本書は、その強制労働で死ん
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だ友を川辺で追悼するところで閉じられると同時に、本書の冒頭「満州流謫」へと再び開か

れる。「わたしたちは岸辺に立っていた。」その一節が、終わりと同時に始まりとしてリフレ

インする（本書、358・11 頁）。 
 ここまで、本書の後半部を要約するとともに、著者の分析手法を確認してきた。以上をも

とに、以下三点を指摘できるように思う。一点目は、本書の映画分析の特徴であり、二点目

は、そこから考察される本書の語りにおけるスタイル上の特徴であり、そして三点目は、本

書において示唆される時間の逆巻きの重層性である。 
 まず一点目に関して、評者は、上述のジェイムソンとの比較において、著者の考察におけ

る救いの無さの深さを指摘した。この点は、具体的な映画分析の場においては、救いの無さ

の徹底度を分析手法として取り入れることに表れている。このイデオロギー分析の観点に

よってこそ、その深度をあえて浅くしよう、隠蔽しようと試みる小津は倫理的に糾弾され、

それと同時に、敗戦後日本映画史を語る新たな観点が提示される。さらに、著者の分析観点

がジェイムソンのものと根本的に異なるのは、その評価軸の違いでもある。著者の観点は、

社会主義革命という絶対的理想と比較して、相対的にこれまでの歴史の挫折を捉えるとい

うものではなく、一切の比較を拒否し、内田やその作中人物はもちろん、著者も読者もふく

む人間一般へと敷衍する救いの無さの徹底という基準から歴史の挫折を評価するものであ

る。ジェイムソンが、社会主義革命という天上、理想状態から歴史を評価するとすれば、著

者は、絶対的な挫折という地底から歴史を評価する。そして、この後者の極めて捻じれた評

価軸によれば、地底に近づけば近づくほど、評価は高まる。この評価軸を支えているのは、

人間主体の捉え方に関する根本的な相違である。ジェイムソンにとって、人間主体は、過去

の歴史の失敗をまなざし、それを乗り越えうる可能性をもっている。しかし、内田作品を通

過した著者にとって、人間主体は、畢竟、矛盾のもとに押し流されるのみであって、その泥

を振り払うことはできない。人間主体がすでに敗北している、と言うべきだろうか。ただし、

本書は、そのような人間観を仏教的なものとして言語化するが、むしろそこには、敗戦国と

いう日本の立場が影響していると考えるべきかもしれない。本書の時間が、砂河子での石炭

くみ上げ労働を中心とする内田の敗戦体験を核として逆巻くのも、この国の社会に敗戦の

重力があるからこそだろう。著者から言わせれば、ジェイムソンのイデオロギー分析も、所

詮は戦勝国の戯言ということになるかもしれない。 
 次に、このような主体概念の敗北から導かれるのが、語りの主体の崩壊であり、著者と内

田が互いに憑依しあうような本書の語りのスタイルである。上述の一節、「わたしたちは岸

辺に立っていた。」が典型であろうが、ここでの「わたしたち」は、複層化されている。本

書 385 頁において、この「わたしたち」は、砂河子において強制労働に従事する内田とその

同僚たちを指す。しかし、ここでの一人称語りは、それを書いている著者の創作である。そ

のため、この「わたしたち」は、著者をふくめたまなざしとして機能している。その先には、

強制労働のもとで死んだ仲間がいる。この「わたしたち」の複層性は、本書 11 頁と円環す

ることで増幅される。11 頁の方の「わたしたち」は、敗戦後の現在にこの砂河子を訪れた
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著者たち一行を指している。死んだ仲間をまなざす内田をまなざす著者。その著者が語る内

田が語る仲間の死。死を核として、本書の時間は逆巻く。歴史を必然の相のもとに語る本書

において、その死は救い無き必然として迫り、生者の区別を失わせる。徹底した受動性の世

界において、主体は個別的に生起できない。そのため、そのような世界は、客観的に理解で

きるものではなく、多分に感覚的なもの、情動的なもの、体感するより他にないものとなる

だろう。本書が選択する主観的な語りは、この点で戦略的に採用されている。読者は、本書

で内田作品を理解するというよりも、体感することになる。 
 そして三点目として、本書は、その著者の想定をも超えるかたちで、この時間の逆巻きの

重層性を示唆しているように思われる。本書の時間の逆巻きは、敗戦のトラウマ的体験を核

とする。それは、さらに、砂河子での石炭くみ上げの記憶を核とする。泥という、本書およ

び著者の分析における中心的モチーフは、ここで明確に発見されたものと言うことができ

る。しかしまた、そのモチーフは、内田が満州へ渡る以前、『土』において一定の完成をみ

ていたのであった。評者が確認した限りでも、上述の泥にまみれた人物造形だけでなく、勘

次と娘のおつぎ（風見章子）が、冬の畑を整備するため流木などを土中から掘り起こすシー

ンや、夏の干ばつでひび割れた田んぼに水を撒くシーン、またその水をくみ上げるシーンな

どにおいて、カメラは常に土を、水を、そして泥を、執拗にクロースアップし、また常にそ

の泥の位置から、つまり下から、上へと這い上がろうとする身体をティルトアップで追って

いく。人もカメラも、泥から這い上がろうと、もがいている。本作の失われたラストシーン

は、開墾への気概を取り戻した勘次たちが、大きな木の根を土から掘り起こすものだったと

いうが、本作ではこの下から上への運動が反復されている。それは、小作人として極貧の暮

らしを余儀なくされ、ほかの村人からも邪魔者扱いされ、さらに不慮の火災で家も財産も失

った勘次が、舅の死と再生を機に再起する、本作の物語における運動とパラレルである。確

かに上述のように、『土』では、敗戦後の内田作品を特徴づける宿命的な悪は描かれていな

い。しかし、敗戦後に主要なモチーフとなる、死と救済がほぼ紙一重となっている点も、舅

の自殺とそこからの回復によって示唆されている。 
 さらに宿命的な悪の主題については、『歴史』の物語を付け加えることができるだろう。

概略のみながら著者も指摘する通り、本作の中心的主題は、友人殺害のトラウマである（本

書、303 頁）。戊辰戦争において降順しようとしつつも主戦派におされて出陣し、結局敗北

して戻ってきた主人公・片倉（小杉勇）は、そのような不甲斐ない彼を罵倒する友人を、思

い余って殺害してしまう。この罪業をどう償うかが、その後の物語を展開させる主な動機付

けである。フィルム自体が現存していないので、『土』のように内田の具体的な映像表現を

分析できないことが残念だが、ここで注目すべきは、この満州へ渡る以前の作品において、

すでに敗戦後の特徴となる宿命的な悪の主題が明示されていることである。片倉の殺害は、

能動的になされたものではなく、明治初期の権力構造の改変にあって混乱した社会状況が

生み出した悲劇であり、片倉を責めた友人も悪意があって責めたのではなく、これからの藩

の行く末を憂えて叱責したのであった。この殺害は、その点で極めて受動的であり、その責
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任の帰属が極めて曖昧であり、だからこそ宿命的であり救いが無い。 
 本書にて示唆されている以上の二点を踏まえるならば、敗戦後の内田作品の主な特徴は、

満州へ渡る以前の日本において、すでに形成されていたと言うことができるだろう。すると、

それは、極めて予言的なものであったとも言える。実際、『土』で泥にまみれた農民を執拗

にまなざした内田は、敗戦後には自分がその農民たちのように、抑圧された状況下で石炭を

くみ上げる労働に従事した（この点に関しては、書評会にて、評者の発表に対するコメント

として、四方田先生からご指摘いただきました。感謝申し上げます）。そして帰国してから

は、戦前に予言した二つの主題、泥と宿命的な悪とを、自身の作家性として担わなければな

らなかった。満州以前の内田は、すでに満州以後と共鳴している。満州でのトラウマ的体験

が敗戦の過去と本書が執筆された現在とを逆巻くとすると、ここでの予言的な時間は、戦時

下の現在から敗戦の未来へと逆巻くことになる。過去と現在、また現在と未来、双方を円環

する逆巻きが重層化する。戦争へ、そして無限に拡大する夢想へと邁進するイデオロギーと

同一化していった内田作品の軌跡は、一つの矛盾としてその内に、イデオロギー自体の挫折

という未来をも内包していたと言えようか。 
 しかし、もう一つの問いとして、以上の考察が示唆しているのは、内田の泥が、日本の帝

国主義イデオロギーから生み出されたものだったかもしれない、ということでもある。自然

災害や社会的抑圧構造によって構成される矛盾の泥へと到達できたのは、あくまで、肥大化

する自己のアイデンティティを再確認したいという同時代の植民地主義的欲望を基盤とし

てであった。すると、内田作品の泥は、砂河子産ではなく純日本産かもしれないということ

になる。その泥には、どこまでも植民地主義的な生々しさがあるだろう。そして、内田が直

に砂河子で触れた泥とは、むしろ自身の満州でのトラウマを、なんとか戦前までに確立した

自身のスタイルと枠組みにおいて理解しようとする、絶望的な試みを示唆するのではない

だろうか。そのためにこそ、数多あったであろう満州でのトラウマ的体験から、内田は特に

泥を選択し、それをもう一度見つめ直すこと、満州へと自身を突き動かした衝動を、その始

まりの『土』の泥から検討し直すことへと向かったのではないか。泥を通じて、なぜ満州へ

渡ったのかという問いは、なぜ戦争をしたのかという問いへと接続し、大日本帝国の植民地

主義的狂騒を反省的に考察することを可能にする。敗戦後の内田作品において、泥にもがく

男たちが、なんとか振り払おうとしていたのは、この純日本産の泥だったかもしれず、その

ためにもがき、むしろますます救い無く埋没し、純日本産と砂河子産の泥を捏ね混ぜにして、

こうして日本と砂河子とが空間的に共鳴し、円環しあう。泥もまた、場所とその領有をめぐ

って逆巻いている。この逆巻く泥から、抜け出した者は未だないようだ。内田ばかりでなく、

その作品ばかりでもなく、その外部に位置するこの国の人も社会も含めて、未だ泥まみれ。

だから評者も、皆と同じく、もがいている敗者の一人である。そして、だからこそ、今もそ

のもがき方が重要なのであり、本書の意義は、その点にも見出せるだろう。 
 しかし、本当に、そこから抜け出す方途は無いのか。本書は、その点でも興味深い指摘を

している。私見ながら、最後にこの点を指摘し、本書評を終えることとしたい。それは『土』
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において空間的基軸となっている、火のモチーフである。本書によれば、ここでの火は、勘

次の娘・おつぎの管理下において「暗黒に光を導入し、」「個々の場所が固有であるように」

支えてくれる（本書、328 頁）。救い無き泥は、時空を重層的に逆巻かせ、一人の人が生き

る場所を喪失させる。しかし、その無明へ光を導入しうるものこそ、火ではないか。もちろ

ん、火もまた、おつぎの管理を離れると暴走し、家財を焼き尽くし、勘次を無明へと埋没さ

せる（同上）。しかし、女性が管理権をもつことで、場所は再び人の生きる場所へと回復さ

れる。『土』において、まさに空襲で焼き尽くされた敗戦直後の都市を予言するかのような

勘次の家の焼け跡に、埋めて保管していた米が焼け残っていたのを見つけ、その大地の米に

頬を寄せるのは、他でもない、おつぎである。劫火の残滓を管理できるのも、また女性であ

る。省みれば、内田作品の無明に埋没するのは、総じて男性であり、泥まみれから抜け出す

方途は、むしろ女性の方に賭けられていた可能性が高い。 
こうして女性と火について、特に劫火ではなく有限な小さな火について注目し、内田作品

を見直すならば、敗戦後の風刺的作品『自分の穴の中で』（1955 年）のラストシーンが際立

って見えてくるだろう。兄や恋人とのしがらみ、それまでの男性に対する従属的な関係を断

ち切るために、主人公・多美子（北原三枝）は家の前で小さな火をおこし、遺品や記憶の残

る品々を燃やしていく。その火に下から照らされながら彼女は、米軍機の鳴り響く夜の漆黒

の上空をしっかと見つめる。カメラは、地面をなめるようにティルトダウンした状態から、

彼女へ向かっていくと同時に、路上に燃える小さな火から彼女の顔へとティルトアップし

ていく。闇夜のなかに、彼女の顔は煌々と照らされる。過去を焼き払うことで、一人の人の

生きる場所が、無明の世にやっと確保される。しかし、それが初めにできたのは女性だった。

男性が小さな火を灯せる日は、いつ来るのか？ しかしそれは、小さな火で十分である。見

方を変えれば、すぐにでもできる。つまり救いは、案外身近に転がっているのかもしれない。

トラウマは逆巻くばかりでなく、小さく燃えてなくなることもあるのだ。その照らし出す束

の間に、人が生きる可能性もある。 


