


436 

ざ 戦争の記録II

戦争期と写真

満洲事変が始まったのは昭和 6年 (1931), 日中戦争は

昭和12年 (1937), そして昭和16年 (1941)には太平洋戦争

が始まる。この時代の急速な推移のなかで，表現の国家

的統制の強化，個人の自由の圧迫と禁圧が確実に進んで

いった。近代写真の開花期がほぼ10年間で終息してしま

うこの時期は，これら写真の見かけの近代性の下に本質

的にぜい弱な体質的欠陥を持っていたことを明らかにし

てしまった。しかし同時に，いやおうなしに写真家の意

識を，表現から報道へと向かわせたこの時期も，写真が

現実からリア リティを引き出す記録性の再発見の上では，

全く無意味だっ たとはいえず，戦後を含めた写真表現の

歴史の上で特殊な意味を持つといえよう。

まず近代写真の凋落ほど，近代写真自体に対する徹底

した批判を形成するものはなかったのである。むろん，

それを正確に批判として位置づけることができるのは戦

後になってからであっ た。

また，写真表現の近代的発展は，ほぼ昭和 5年 (1930)

ころからであるが，この時期こそ，まさしく満洲事変を

皮切りに，一方で大陸への侵略が具体化し，他方，国内

的に幾多の曲折はあっても，一路戦争体制へと進む過程

と重なっていたわけである。当時の「新しい表現」と呼ば

れた写真の大半が， 実際には形式として外国から移植さ

れたものであり，写真家が生きている社会とのコミット，

あるいは，それに対する危機意識から生まれてきたもの

でないことが了解できる。ヨーロッパにおいては，個人

主義 もまた社会的な背景から生じてきたものであったが，

日本では個人が市民として生じてきたのではないという，

もう 言いふるされた事実を，ここでも再確認しなければ

ならないようである。本章で扱う時期になってようやく

奇妙な，そして不幸な写真の社会へのコミットが始まっ

たわけである。このコミットは写真の近代化と国家主義

的社会体制という二つの，一見，逆行する流れが，どの

ように関係しあうかを示したものとして興味深いものが

ある。この関係は政治的な外力によって，直接的に強制

されて生じたとは必ずしも 言いがたい。さまざまな経過

を見ていると，たとえば磁場における鉄片のように，ひ

とりでにその場の論理のなかへ組み込まれていくように

見える。むろん，それは決して単純な過程ではなかった

676 出征する軍人影山光洋昭和12年

が，どこかにこのような結びつきを生じる必然性が写真

のあり方，写真家の意識に潜在していたとも思えるので

ある 。というのは，ファシズムそのものも，ある意味で

は近代化された社会のなかからしか生じてこないし，両

方が機能的な次元に限って結びつきうる要素が両方の原

理のなかにあった。報道写真という，写真のある意味で

は本質的な機能の発見がファシズムと結びつくことは，

そう不思議なことではなかったのである。たとえば，ぃ

ったんブルジョワジー特有の客観性の神話によって外見

上イデオロギー性を除かれているが，報道写真の機能主

義には隠されたイデオロギー性がある。写真の機能性・

効用性などはともに近代的な技術社会の産物であり，そ

れなりの合理性を持っていて必ずしも非合理的ではない

のに，戦争・ファシズムという非合理性を生み出すもの

と結合するのは，この合理性そのものの限界といえよう。

あらゆる写真家は，自らの論理に無関心だったわけでな

く，それを見きわめようとすればするほど，体制的な枠

のなかに正当化していく結果にしかならなかったのだが，

そのプロセスを仔細に検討してみると，この脱ィデオロ

ギー的水準で合理性と見られるものを媒介として，体制



的イデオロギーに呑み込まれていくありさまが手にとる

ように見られるのであ る。さまざまな意味をこめて，報

道写真の本質の発見とその悲惨な鴎落と・は背中合せにな

っていたということができる。そして写真家主体の崩壊

という悲劇を介しで，そこに主体の意識や撮影の意図に

もかかわらず，記録写真として きわめてすぐれたものが

残されるという歴史の逆説が生じたのである。当時発表

されなかった写真で，戦争や人間の本質に触れているも

のが少なくないという事実も認めねばならないのである。

アマチュアの崩壊

戦争期の特色の一つは，これまで写真の表現の歴史を

担ってきたアマチュア層の崩壊である 。既に新興写真以

来，新しいプロフェッショナルが誕生し，マスメディア

と写真との結合が行われて，社会化されないアマチュア

による表現の歴史もようやく終りかけていたのだが，こ

れに直接打撃を与えるのは戦時体制の強化であった。む

しろ新しい担い手であった報道写真家は，この体制のな

かでいっそう重要な役割を与えられることによって生き

延びるのだが，アマチュアが蒙った打撃とそれに続く混

迷ぶりは，彼らがそのなかでもなおアマチュアの生き方

があると信じたがっていただけに痛ましいものがある。

新興写真時代からの理論家風ジャーナリストの一人で

あった森芳太郎は〈この国家の大変に際して，写真芸術

がここぞと発揮した能力，前線銃後に捧げた貢献は実に

大したものがあった〉（「時局下のアマチユァ写真界」昭和14

年『アルス写真年鑑』）と報道写真の活躍を讃える一方＜眼

を転じてアマチュァ写真界を見ると，全体主義への参加

について，一般の心構へが定まらず，この一年間全体主義

への参加の方法が，方々でやかましく論議された〉 （前掲

「時局下のアマチュァ写真界」）と述べている。事実，このこ

ろのアマチュァ向けの写真雑誌には「戦時下のアマチュ

アは何をなすべきか」といった論調の文章があふれてい

た。板垣鷹穂でさえアマチュアの混迷を，先ず何を写し，

何を主題に求むべきかに迷っているものと見て，アマチ

ュア界の混迷に対して若干の批判と感想を述べる が，彼

自身積極的な主題は全くなく，日常性のなかにこの時代

の歴史的な意味も現われると無理に考えるにとどまって

いる。また『カメラ』の主幹であった高桑勝雄は昭和15

年 (1940)11月号の巻頭言で「写真報国運動」としてアマチ

ュアカメラマンに出征者の留守宅慰問撮影を提唱するな

ど，ジャーナリズムに現われる限り での論議のいずれも

が，アマチュアにも写真による報国の途があるといった

たぐいであるのを見ると，長い間の，彼らのよりどころ

であったはずの芸術性の無思想さがあらわになっている

のを見る思いがする 。

打撃の一つは物質的な制約であった。日中戦争開始直

後の昭和12年 (1937)9月「輸出入品等二関ス）レ臨時措置

法二関スル法律」の公布によって，これまで輸入に多く・

を頼っていたカメラ，フィ ルム類が輸入禁止もしくは現

実には輸入困難という状態に陥り，更にカメラそのもの

を奢俊品と見なす， いわゆる七 ・七禁令（「奢移品等製造販

売制限規則」昭和15年7月6日公布， 7月7日施行）によって

製造や販売にも制約が加わり，更に「欲しがりません勝

つまでは」式の戦時的風潮が色濃くなって，カメラを持

ち歩くのさえ気がひけるという状況がだんだんにひろが

っていった。明治32年 (1899)に制定された軍機保護法が

昭和12年 (1937),昭和16年 (1941)に大幅に改められたこ

と，および度重なる同法施行規則改正が撮影を制約した

こともあげられる 。要塞地帯はむろん，東京 ・大阪など
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多くの指定地域では100メートル以上の高所（のちに20メ

ートル以上となる）からの撮影は禁止された。写真雑誌
図678

でもしばしば軍機保護に注意を喚起する というありさま

であった。

日中戦争以来ファッショ的国家体制は「新体制」と呼ば

やがて大政翼賛会や産業報国会が生まれて， 日本独

特の全体主義的社会が形成されるが，昭和16年 (1941)の

『アサ ヒカメラ』 1月号時評「昭和15年の写真界を回顧

する」にはこの時局をそのまま受け取った上で，

既に用意されており ，

る国策への協力であっ た。

しかし，

アマチ

ュア界の打撃と混乱を示す次のような文章が見られる。

く自由主義から全体主義への180度転換である。急激な

旋回は転倒のもとになるし，方向を見定めない転御も間

違ひを後日に胎す。……趣味娯楽に立脚するアマチュア

写真は，時局の波によって殆ど根底から揺り動かされ，

一時は其掃趨に迷つたと言ってよいであらう〉。

この匿名の時評子が言うように混迷が もし「一時」の も

のだったとすれば，新しい目標は何だっ たろうか。答は

それは報道写真であり，写真によ

この混迷から脱出という（内実としては崩壊

にほかならぬ）過程は一挙に出現したわけではない。前

にも述べたことだが，戦時色がようやく濃厚になるころ

に，表現としての写真の流れは「前衛写真」運動にさしか

かっていた。一方で，内閣情報部から 『写真週報』が刊

行さ れた昭和13年 (1938)に，滝口修造らの「前衛写真協

会」が発足している。また「展開期」の章で述べたことだ
図281,282

が，昭和14年 (1939)の小石清の「半世界」はムードとして

は反戦・反国家的なニュアンスを含んでいたのである。

そのころ，大阪の「造影集団」のメンバーであった樽井芳

雄の文章から，当時の前衛写真家が彼らの表現と社会的

状況をどうとらえていたかをうかがい知ることができる。

彼は表現を二つに分け， 「ミリタリズムに代表される社

会状勢」に合せて移り変る「大衆的表現」と， それに対置

して純粋に芸術的真実を追求する表現とを考え， この二

つは並行していいものだと見なしている。むろん彼の属

する前衛写真運動は後者に属しているが， このことから

はシュールレアリスムの幻想性を人間の根源的な解放を

芸術至上主義的な表現と企図するものと考えるよりも，

見なしていたことが明らかになる。又このように芸術に

こそ価値があるといいながら， 二元化して現実の進行も

認める態度からは，

も衝突も起こり得なかった。おそらく，当時の芸術的な

写真家に共通する思想構造であろう。

しかし，

を迫られることになる。たとえば写真クラブの例会でも

「今こんなことをしていていいのだろうか」というような

発言が出はじめて芸術至上主義的表現に対する自粛・自

己規制が呼びさまされていることが明らかになる。一元

化とは二元的なものの衝突でなく，

支配的な現実だけが残ることになる。

つまり，

この二つの次元，幻想と現実の矛盾

こうした二元論も現実の進展によって一元化

一方を「自粛」として

自粛か国策への適応かの二者択ーを迫るほど，

現実は超個人的で手に負えない運命のようなものだった

のである。 アマチュアがそれでも写真に執着し， 自らを

正当化しようと腐心したことの現われとして，写真の教

育的価値が論じられたりする。つまり写真は健全な趣味，
図679

アミューズメントであり，勤労者や学生や婦人層の生活

を健全に保つ上でも必要であるという議論もなされてい
* 1 
る。学生写真は昭和10年代になるとかなり盛んであった

が， その指導にあたった写真家たち自身がこの程度であ

り，極端な場合には良家の子弟の赤化の防止に役立つと



本気で考えたものもいたくらいである。

一方，政府は新しい全体主義国家を確立する上で，内

外ともに宣伝の必要を感じていだ。政治が写真をまとも

に取り上げるようになったのは，おそらくこれが初めて

であろう。昭和12年 (1937)には内閣情報部写真宣伝班が

作られて，また同年大本営が設置されそこに報道部が設

けられた。前者は政略宣伝を，後者は戦略宣伝を担当す

ることになるのだが，報道写真の政治的・軍事的重要性

が認識され，同時に写真のイデオロギー性――—状況にお

いてさまざまに意味を変えることも知るようになるの

は，既に世界的にグラフジャーナリズムと報道写真があ

る程度発達して，写真の機能理論がほぼ確立されていた

からであった。

これらの国策にそった宣伝活動については，「広告と

宣伝」の章で述べたのでここでは省略するが，対内宣伝
図462,677

用に昭和13年 (1938)に創刊された『写真週報』は，アマ

チュアにおける報道写真にとって重要な役割を果たす。

その編集にあたった当時の内閣情報官・林謙ーをはじめ，

情報局関係者やのちには軍関係者までが，一般写真雑誌

に登場して指導的な言辞を述べるようになった。

679 「工場労慟者（光モ」」 680 「敢然突入」 高橋英吉 昭和16年
野村秋良昭和15年

たとえば「内閣情報部と国策写真の座談会」（『フォトタ ているかを明らかにしてみようという企画であった。し

イムス』昭和13年 7月号）における林謙一の発言には次の かし，情報担当官がある芸術写真を見てく宣伝する立場

ような箇所がある。く国策写真を撮られるのには，在来 から批評する資格のない写真ですナ〉というような発言
(了_7)

の芸術写真の考へを一時清算なさらんと付けないです。 をするのだが，かえってこのような発言の報道を通じて，

芸術写真の考へ方9ー~ むしろ規制はアマチュアの心理に浸透していったのであ

腕とか技術とかいろいろ研究されているのは必らず役に る。

立ちますが，芸術写真的な観方といふものよりも，もつ 『写真週報」の客観的な役割は，アマチュア写真家か 439 
と写真を文学的にみる ，即文章を書くために筆や万年筆 ら写真を集めて国策を日常に浸透させる効果を期待した

を握る気持でキャメラを握るんですね〉。

これは林が，かなりな程度まで写真の機能主義理論を

把握した上で，それを国策というイデオロギーに合体せ

しめているイデオローグであったことを物語っている。

林はのちに『野尻湖』という写真集を刊行しているが，

これはある意味では，彼自身が主張している写真におけ

る新しい方向が，単に戦場や戦時風景だけを撮ることで

はないという観念を示そうとしたものであるが， 写真集

の内容は全くつまらないものであった。

又，ある雑誌では，具体例として伺枚かの写真を用意

して情報局担当者の座談会を開き意見を述べさせる が，

それはどのみちあいまいな写真の基準を彼らがどう考え

こととともに，これを通じてアマチュア写真家を規制す

る狙いがあ ったことは明らかである。しかもそれは，泉

玲次郎なる筆者が記しているようにく一般報道写呉家に

門戸を開放してゐる日本唯一のグラフ雑誌〉でもあった. . . . 
のである。だが，いったいこの報道写真とは何だったろ

うか。情報官にとって必要であったのは，国策遂行に有

用なものであり，その視点からはルボルタージュよりも

＜「斯くあるべしん「斯くあれかし．／」と言ふ宣伝事項を事

前に写真化（モデル等を使用し）して発表することが必要

になる〉（泉玲次郎「報道写貞についての党え山」 rフォトタ

イムス』昭13)わけで，この種の報道写真は，現実から真

のリアリティを探り当てようとするリアリズムとは似て
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681 r牛飼ふ小学校』より 福田勝治昭和16年刊

非なるものであった。報道写真と宣伝写真の区別はほと

んど意識的に攪乱させられ、『写真週報』の報道写真は

「国策写真」でなければならなかったのである。虚構と現

実の区別を攪乱することは，それでもこ の当時は積極的

な目標の宣伝から生じた結果であったが，のちに真実を

隠蔽するための意識的な装置に変ってしまうのである。

アマチュアがこの種の「報道写真」に「目ざめ」ていく上

で手本として大きな役割を果たすのはナチス ・ドイツに

おける写真の役割であった。このナチスの写真政策 ・写

真観は一般に考えられている以上に，単にアマチュアば

かりでなく，プロの報道写真家や，政府の情報関係者に

影響を与えている。たとえば田中雅夫は「転換期にある

写貞」（『アサヒカメラ』）のなかで〈盟邦ドイツに於いて

は， ヒトラー，ゲ ッベルス等の首脳が写真の宣伝武器と

しての価値を誰よりもよく知つてゐて，積極的に援助を

与へて写真を利用してゐる。そのドイツで刊行されたふ

たつの優秀な写真画集 "Deutschland"及び "Schonheit

im olympischen Kampf"の素晴らしさはどうであらう〉

と述べ，この民族主義に対応して『写真週報』に触れて

〈地上の日本精神の高揚に資する写真，永遠の子孫に伝

へるべき報道写真 といったものを取り上げるべきであら

う〉としている。ナチス・ドイツが国防軍の一部として

組織した PK(Propaganda Kompanie, 宣伝中隊）の活躍も

詳細に報道された。 PKは第 2次世界大戦が思想戦であ

るというドイツ首脳部の判断の上に，ジャーナリスト・

写真家 ・画家・アナウンサーなどから選抜し，軍事訓練

を与えて部隊へ配属して撮影や放送に従事させたもので

あった。それはドイツ国民の戦争への士気を昂揚させる

上できわめて効果的だったといわれている。 PKの活動

は，たしかに日本のアマチュアにとっても，写真の政・

戦略的意味を納得させるに充分なものであった。アマチ

ュアは銃後の真の姿を伝える写真を撮るべきである とい

う「写真報国論」が，「報道写真論」として浮かび上がって

きたのである。
図680

たとえば，アマチュアは防空演習 ・隣組• その他「銃

後」の日常生活を記録させられる。しかし，これらのな

かにすぐれた写真がほとんどないのも当然であったろう。

安井仲治の指導を受けた丹平写真倶楽部もしだいにルボ

ルタージュに赴き，「幼年学校」を集団で制作するように
図681

なる。女を撮り続けてきた福田勝治までが「牛飼ふ小学

耀`磁伍5肴
it ilt鉗9皇

682 「国民学校」より 坂田定三昭和17年

校」を撮らざるを得なくなったのも，今から見れば写真

家の追いつめられた心理状態として観察できる。このよ

うな「写真報国」はしだいに日常化し，それをカメラ雑誌

に作品として発表することも多くなっアいた。名古屋の
図682

アマチュアであった坂田定三の「国民学校」などもこの種

の（組写真形式の）ルポルタ ージュとしては典型的なもの

であった。アマチュアのそのような活動は広汎に全国的

なスケールで行われたが，決定的なことは，戦時下に苦

悩する人間のリアリティを見出すのではなく，戦争への

協力と期待を虚構したことであった。子どもたちに国旗
図470 図683

を持たせた写真，軍国調の七五三の写真などもグラフ雑

誌やカメラ雑誌に氾濫するようになる。 「芸術性」を離れ

てアマチュアが向かった報道写真の無残な結果について

は， もはや多くを語る必要はあるまい。明治以来のアマ

チュアリズムは現実と初めて遭遇したこの時期に，自ら

の内実をさらけ出しつつ崩壊してしまったのである。物

資窮乏と思想統制の両方の理由から雑誌の統制が行われ

たことはよく知られているが，十数種の写真雑誌も昭和

15年 (1940)12月にすべて廃刊となり，新年号から『写真

文化』（ 『カメラ』『写真サロン』『カメラクラブ』合同），『写



683 ~ 戦時下の七五三風景 光芸社 昭和14年

真日本』 （『小型カメラ』『アマチュアカメラ』『光画・月刊』

合同）， 『アサヒカメラ』

『肖像写真研究』合同），

（『アサヒカメラ』『芸術写哀研究』

『報道写真』 （『フォトタイムス』

『カメラアート』合同）の 4誌となった。 これに先だって

渡辺勉は，従来のカメラ雑誌の功利性を批判し，国策と

して施行されるだろう文化統制をむしろ写真文化の正常

な発展のために歓迎すべきものとして次のように述べて

いる。＜私は軽率に時局に便乗して，文化人や芸術家が

政治家であれと言ふのでもなければ，又鋳型の中に個性

を捨ろと言ふのでもない。 ゲッベルスは「芸術家は率直

に国家を肯定しなければならない。然らずんば， それは

芸術家の自己否定を結果するであらう。芸術家が国家を

肯定する， と言ふことは， 即ち，国民が芸術家に責任あ

る地位を付与してゐると言ふことである。」 と言ってゐ

る。誠に今日の吾々にとつて，暗示的な意見と思ふ。 こ

こらに吾々の新しい精神の置き所があるのではないか〉

（「当面の課題 ・雑誌統制について」『フォトタイムス』昭和15

年 8月号）。. . . . . . . . . . . . 
ここらにあるのではないかとは驚くほど内面性を欠い

た言葉である。先っばしりをしたとはいわないまでも，

（アマチュアでない）渡辺にしても，上から与えられた枠

を，上から与えられたものにすぎないとして批判する）J

を持たず，

せるかに苦慮したことを表わしているのである 。

報道写真家の動向

既に述べたように，

職能として確立された報道写真家は，

始後も現実的には確実な発展を示すのである 。新聞社の

ニュース写真と意識的に異るものとしての報道写真の概

念が，

その枠のなかへ自らを思想的にいかに適応さ

アマチュアの混迷に比して新しく

むしろ日中戦争開

日本で確立されるのはこの時期であった。それは

くカメラをペンとしていろいろな社会・文化問題を考へ

ると言ふ新しい表現形式〉（土門拳「青年報道写真家座談会」

『フォトタイムス』昭和13年8月号）であった。彼らは日本

工房を代表例とする多くの写真工房を作り， まだ編集者

が報道写真に金を支払うということになれないような時

代のなかで， フリーランスの写真家の地位を確立しよう

として苦闘していた。

かったのは，

アマチュアのような混迷を招かな

一面ではこうした職能意識にささえられた

現実主義があったからでもあり，他面ではそれだけに真

、:-1,,w;::i_-~~匹
・-....... 

日、中戦争 南京・光華門

陥落作者不詳昭和12年

剣に写貞の方法を追求する意志があったからであった。

上門拳のように，初めてライカを持ってシャッターを切

ったと きには， それが商売であったというカメラマンの

出現は，従来のアマチュアともプロとも異なる，新しい

プロの発生を示す好例である 、上門拳は日本工房にあっ

てほとんどアノニマスな（ときには名取の名を付して発

表 されることもあ った）仕事を，堅実なノイエザッ I

る特定の社会的現象，

や名取の機能論を越えた概念であったとし
図684

たとえば く南京陥洛といふやうな，て，

除している。

リ
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ッヒカイト風の手法で重ねながら，上述のような報道写

真の概念について，当時としては（名取の影

あったとはいえ），驚くほど明晰に築いていたようであ

のもとに

る。＜報道写真といふのは，主題—七題といふのは，或

自然的現象に対するカメラマンの
（ママ）

批判的認識の結果として起てられたもの一が必ずなく

てはならない〉（上門拳・同上）と述べているのは， もは

えよう。そし

よく新聞に見受

ける万歳写真は単純な記録，単純なニュースに過ぎない〉

(I・. 門拳 ・同上） として報道写真の概念からはきぴしく排

この主観性と記録性の総合は，土門の場合
図264

連の職人シリーズ（なかでは陶工の作品が最もすぐれ
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ている）や仏像などに成功しているが，『中央公論』に発

表した 「生まれかはる日本農村」 （昭和17年）では充分な成

果を収めているとはいえず，生硬な概念性が目立ってい

た。

このような報道写真家の自立，グラフジャーナリズム

の発展のなかから日本報道写真家協会が生まれてくる昭

和15年 (1940)ころには，報道写真そのものが，全体とし

て国策に奉仕するようになってくる。そこには，心理的

にも，思想的にも格別の無理がなかったのは，主観性そ

のものに大した自立的思想がなかった ことを意味してい

る。この点ではアマチュアとそう変りはない。

日本報道写真家協会の活動報告は次のように述べてい

る。＜報道写真界に於ける革新的分子であると自負して

いた者でさへ徒らに抽象的な「高邁」な理論を弄すること

によって，それが写真文化向上への寄与であるかのやう

な錯覚にしばしば陥つてゐなかったと言へるだらうか。

我々は幸にもきびしくこれを自己批判する好機をつかみ

得たのである〉（日本報道写真家協会事務局守見等報道写真

家は斯く誓ふ」『フォトタイムス』昭和15年12月号）。

そして， 三つにわたる行動綱領を掲げるが，それは「報

道写真を以てする文化技術家たる職能の自覚」のもとに

「大政翼賛の臣道実践」を，心構えとして職域奉公に励も

うというものであった。これはいくつかの分科研究会に

分かれるが，その一つに「新体制下における写真家の任

務」研究会（委員・土門拳）があり，昭和15年 (1940)9月16

日，田村茂方で開かれた研究会のレジュメではく従来，

「個」の意識に於て有してゐたヒューマニズムの，国家の

合目的性への転換〉が討議されている。

プロフェッショナルな写真家は，その職能を介して積

極的に戦争の渦中に入っていくことになる。

昭和16年，木村伊兵衛，岡田桑三，原弘らは東方社を

作り，浜谷浩，菊池俊吉，渡辺勉らもこれに参加し，対
図428,429,463

外宣伝用の大型グラフ誌『FRONT』が創刊されたの
図453,674

も，太平洋戦争突入直前にあって，『NIPPON』以来

のグラフジャーナリズムにあった モダニズムの系譜と ，

国策への適応が最後に結びあった例といえよう。たとえ

ば，戦車群の行進を描くフォト モンタージュも巧みな技

術によって実写のように見せかけるなど， もはやモダニ

ズムも変質しようとしていた。

さきにも触れたが，これらの後期においてナチス・ド

685 強制疎開で別れの記念撮影をする

東京牛込の隣組の人たち 昭和19年

イツの出版物や映画の影響は，単に観念ではなく表現上

非常に大きかった。なかでも昭和11年 (1936)のベルリン・

オリンピックの映画（ピニ・リーフェンシュタール=Leni

Riefenstahl監督）の新鮮な映像，クローズアップや移動撮

影や水中撮影な どによるダイナミックな「叙事詩」の影靱

と，「BerlinerIllustrierte Zeitung」の特輯版である隔

週刊誌『 SIGNAL』の影響は大きかった。前者は報道

性と芸術性というような問題に人びとを導いたようであ

ったし， ドイツ大使館を経て入手していた『SIGNAL』

のほうは，既にわが国の写真家が親しんでいた『LIFE』

よりはグラフ性において劣るとはいえ，現実の戦争との

対応を含んで充分な迫力ある宣伝効果を持っていたよう

である。

記録の逆説

軍部は (PKの例にならったとはいえないが）従来の従

軍記者ではなく「一定の計画によって組織 され指導され

る写真班」（富永謙吾少佐）として報道班を構成して，中国

の戦線に送っていた。したがって戦争中は新聞社のカメ

ラマンと報道班員としてのカメラマンが並立していたわ



けである。たとえば堀野正雄，山端庸介，金丸重嶺，牧

島貞一，猪野喜三郎など数多くの第一線カメラマンが，

中国に派遣されていた。報道班は対内対外宣伝以上に対

敵宣伝に重点があったというが，それは軍隊の一部であ

ったことを示していた。むろん新聞の写真も，発表はす

べて軍の許可を必要とした。堀野正雄ら初期に中国に従

軍した報道班員によれば，新聞社の写真とは同じものを

撮らないように心掛け，ニュース性を失っても，使える

写真を撮ろうとしヤということであり，そこに，たとえ
貞494

ば小柳次ーが中国難民を撮り，泥濤のなかを行く兵を撮

って戦争のリアリティを伝えることも可能だったわけで

ある。しかし，同時にそこには，虚構の侵入する余地が

あり，現実をそのまま露出させた写真（多くは戦後に公

開される）は，むしろ新聞社の写真に多かったというこ

とも，写真の記録性からいっても当然の結果だったかも

しれない。

太平洋戦争が始まると緒戦の勝利の昂揚した意識のな

かで多くの「名画」が生まれた。「降伏するパーシバル英
図497 図495

軍司令官」（影山光洋），「真珠湾攻撃」（撮影者不詳），「バ
図498

ターン半島の捕虜」（宮内重蔵）などがその代表的なもので

·-~---一,...Uロ--· -- .. ぷ -~-,L':686 静岡連隊 （左）昭和10年満洲派遣の初年兵の出発。（右）昭和12年上海戦の遺骨が家族に渡された

あるが，戦況が不利になるにつれて， もはや写真撮影の

可能な状況ではなくなったのであろうか，戦闘場面の写
図506507 

真は急速になくなってしまい，特攻隊の出撃や銃後の守
図472,500-502 図503-505,508-513, 685 

りなどに変っていく。もはや本土までが空襲を受けて戦

場に化していた。しかしこれらの間にも写真が撮ら れな

かったという証拠はなく，むしろ戦局と運命をともにし

た写真も少なくなかったであろう。

更に戦争開始のころから数多くの記録写真は検閲によ

って不許可となり，陽の目を見ないまま敗戦を迎えた。

更に敗戦時に戦争責任を恐れて関係資料の焼却が行われ

た結果，今日われわれが手にしうるものはこズ僅かなも

のとなったが，それらは，戦争のリアリティをあますと

ころなく伝える資料となった。

たとえばその一つは，南京事件をはじめとする日本軍

による虐殺暴行の記録である。不動健治の南京虐殺事件
図482 図487-493

のスナップ，捕虜や抗日市民に対する暴行などはカメラ

マンの意図とは無縁なまま，狂気の歴史の証人として浮

かび上がってくる。静岡連隊の出入りの写真家であった
図686 図499

柳田芙美緒の記録は「インテリ兵の自殺」を含めて苔わめ

て貴重なものである。これらを要約してみると， もはや

主観性とか表現性を越えたアノニマスな記録がこの戦争

の渦中から生じてきていたということになる 。

つまり，アマチュア写真以来一貫した表現の主観性は，

国策写真によってイデオロギー性（「かくあれかし」とす

る報道写真などの）にすりかえられたのであるが，この

ような，一応「主体」を想定した写真が現実から何も引き

出し得ないままに推移するなかで，全く「主体」とはかか

わりなく撮り続けられた写真の直接性が，少なくとも現

実をフィルムの上にとどめ，状況の本質をむき出しにす

るという写真の最もすぐれた機能を引き出していったの

である。これは，戦争の不幸にもかかわらず，戦争とい
← -

う衝撃的な現実が暴力的に写真に虚構してみようとした

「写真報国」などのイデオロギー性をはぎ取ってしまった

ことであった。

もし，戦後直ちに，これらの写真が公開され， 又，こ

の間の事情を解明することができていたら，戦後のリア

リズムの構造も，はるかに深化したものとなっていたか

もしれない。

このような意味での戦争写真の圧巻は山端庸介の「原
図510-513
爆の長崎」である。山端は原爆投下の翌日，西部軍命令

443 
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による撮影のため長崎に入って，その一日中執拗に撮り

続けた。山端はのちにヒューマニスティックな回想をし

ているが，むしろひたすらこの地獄としか思えぬ極限状

況を記録し続けたというほうが正確だろうし，かくして

カメラに記録された現実は撮影者の主体を越えて生・死・

文明・戦争といった普遍的な高みにまで達するリアリテ

ィを持つことになったのであ る。

戦争と，それへの協力はかつてどんなに道楽じみてい

ようと，写真の持っていた自由の意識も，表現の意味も

奪ってしまったが，人び とにこのような行動をとらせた

原因である現実は，更に馬鹿げたイデオロギー性をも無

効にする写真本来の記録性を出現させてしまったのであ

る。

* 1 福森白洋「若きサラリーマンに与ふ（勤労階級）」，金丸

重嶺「健全なる趣味性を発揮せよ（学生），新居格「身近か

に題材はいくらもある（家庭）」，黒田米子「女らしい角度

を求めて（婦人）」。いずれも rァサヒカメラ』昭和15年11

月号。
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