
FAPA Archives: Talk Session 002

司会：お待たせいたしました。ヒルサイドテラス・フォトフェア

のトークセッションの第一回目となります、金子隆一さんと

VIVOの皆さんのトークを始めます。最初に少しご紹介い

たします。一番あちらから、写真史家で写真コレクターの

金子隆一さんです。お隣がVIVOのメンバーであられた丹

野章さんです。同じくVIVOのメンバーであられた、細江英

公さんです。こちら、川田喜久治さんです。本日一時間半ほ

どのトークセッションを予定しております。最後に質疑応答

なども行いたいと思いますので是非ご参加ください。よろ

しくお願いいたします。

 

金子：はい、それでは、私が今日は司会進行役を務めさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。フォトギ

ャラリー・インターナショナルの高橋さんからご紹介いた

だきましたが、VIVOという、ブイアイブイオー、エスペラント

語で「生命」という意味です、それが1959年から1961年ま

で、2年近く活動をして、その活動の内容自体については

これから私がいろいろ質問させていただくんですが、その

1960年前後という時代のなかで、今に続く日本の写真表

現の基礎というか、枠組みというか、方向性というか、そう

いったものが作り出された。その主体的な担い手であっ

たのがVIVOのメンバーの人たちであったということであ

ると思います。今日ここに来ていただいております丹野章

さん、細江英公さん、川田喜久治さん、それに加えて、奈

良原一高さん、今日は、奥様がお見えになっています。そし

て、前年に亡くなりました東松照明さん。その前にお亡くな

りになられました佐藤明さん、その6人の方がメンバーで

あったわけであります。それで、今日、この約一時間半とい

う、短い時間ではございますけれども、VIVOというものが

どういう風にできて、そしてそこでどういう風な活動をなさ

れていたのかという、それを私が順番に質問をさせてい

ただくというかたちで話を進めていきたいと思っておりま

す。最初順番にそれぞれ聞かせていただきますけれども、

その後、いろいろ、いや実はね、という話は、そのなかでお

話いただければ幸いです。

その前にもう一つ、私の方からお話をさせていただきたい

と思います。そのVIVOの前に、ほぼ同じメンバーで「10人

の眼」という展覧会が1957年に開催されました。その「10

人の眼」というのは、奈良原一高さん、丹野章さん、細江

英公さん、川田喜久治さん、東松照明さん、佐藤明さん、

そのVIVOのメンバーに加えてあと4人、常盤とよ子さん、

中村正也さん、川原舜さん、石元泰博さん、そういった方

たち10人が参加して展覧会が1957年から59年まで3回

行われました。それを組織したのは写真評論家の福島辰

夫さんという方です。それで、福島辰夫さんが実際に自分

自身がその現場にいたということもあって「10人の眼から

VIVOへ」ということのなかでいろいろなことを表されて

います。既にご承知の方も多いと思いますが、窓社という

ところから『福島辰夫評論集』という書籍が全3巻出てお

りまして、そのなかで「十人の眼—VIVOの時代」という巻

が2巻でもあります。そのなかで、福島辰夫さんの見方とし

て「10人の眼からVIVOへ」という、それを一つの動きとす

る捉え方があります。私自身は非常にその考え方、という
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細江英公 × 川田喜久治 × 丹野章 × 金子隆一

HILLSIDE TERRACE Photo Fair（代官山 HILLSIDE TERRACE café）

か、そのような歴史の捉え方についてはなるほどというよ

うにして思っておりますので、VIVOのお話もそうでありま

すけれども、そこだけを切り取って取り上げるというよりは、

もう少しその時代、言い方を変えますと、1950年から始ま

ったリアリズム写真運動以後というその歴史の大きい幅、

そしてその具体的な流れとしては「10人の眼からVIVO

へ」という、そういうこともあるんだと。それで、そういうこと

のなかでこの1960年前後にピークを迎えたVIVOという、

戦後の日本の写真史の大きいパースペクティブというか、

枠組みというか、そういうこともちょっと踏まえておいてい

ただけるともう少し話というものが広がっていくのかな、と

いう感じもいたします。もちろん今日これから私が質問しよ

うと思っているこのお三方は、まさにそういうなかでバリバ

リ切り開いて、写真を撮り発表し、そして様々な人たちに大

きな影響を与えてきた人たちであるものですから、まさに

その育成というか現場的な話をさせていただけたらと思

っております。

その意味で、まずそのVIVOというものが1959年に結成さ

れていたわけですけれども、その当時の話、VIVOってい

ったいどんなものだったのかなという、それを最初の質問

として皆さんに投げかけて、私のほうから丹野さん、細江

さん、そして川田さん、それぞれからお話を少しずついた

だきまして、それをもとにして話を進めていきたいと思いま

すので、丹野さん、細江さん、川田さんどうぞよろしくお願

いします。ちょうどお歳の順というのも失礼ですけど。

細江：この間はかなりあるんだけどね、ここは、4日で。

 

金子：敬意を表しましてというのも変ですが、丹野さんの

ほうから、まず、VIVOが結成されたいきさつについて、お

話をいただけたらと思います。

 

丹野：福島辰夫さんの記憶によると「10人の眼」 とVIVO

がずずずずずっと繋がっているようなイメージのものにな

っているんですが、実は福島さんもう3年もやってくたびれ

たんですね。このうるさい人たちを10人、3年ですね、組織

して、写真展を開く、で、もういいだろうと、一定の効果があ

っただろうと。それで解散したんですね。僕は東京生まれ

なんだけど、両親が東北人ですのでね、しつこい血が流

れているんですね。なんとなく喰い足りないような気がして

いた。これじゃ駄目なんじゃないのって、もうちょっとしっか

りやることが残っているような気がして。それで、これからち

ょっとかたちを変えてやろうって。展覧会団体ではなくて、

我々のエージェンシーを作ろうって、言ってみれば日本の

マグナムを作ろうじゃないかって。

日時

登壇者

会場

トークセッション風景：左より、金子隆一、丹野章、細江英公、川田喜久治



金子：やはりそういう意識があったんですね。

 

丹野：そういうふうにして数人の人に手紙を書きましたら、

コロッとだまされまして（笑）、やろうやろうと、そういう話に

なったんですね。じゃあどうやるかとなると喧々諤 （々けん

けんがくがく）となっていった、というところで、そういうこと

が、そういう興りがなければ、VIVOはあの時「10人の眼」

の友好関係を保ったまま緩やかに解散していったという

ことになるんではないかと思います。そういういきさつがあ

ったんですね。

 

金子：それで、そういう時、今、10人の目からVIVOへ、福

島さんが「10人の眼」を3回やってちょっとくたびれたんだ

よという話がありましたが、その時、その次の動きを作ろう

よっていう話を誰かが言い始めたとか、そういうことってあ

ったのでしょうか？

 

丹野：ですから、僕の思いつきで。僕はまあ、ちょっと持続

しようと、10人とは思わなかった。そのなかのメンバーでお

もしろい人たちを集めて、再発足して、性格を変えて、もっ

と緊密な集まりにして、写真を撮りやすい一つの理想郷を

作ろうって、それを例えば我々で、マグナムを作ろうって。そ

れに対して東松が「それは写真家による写真家のための

セルフ・エージェンシーだ」とかね、もっともらしいことを言

うわけで、それで意気投合して集まったと。

 

金子：細江先生、今、丹野さんから10人の眼からVIVOへ

ということのなかで、一つお話が出ましたけれども、細江

先生の感覚としては、どのような感じだったんでしょうか？

 

細江：ええ、全く同じ感じ…。今丹野さんが言われたとお

りの進み方で来ました。写真家の集団といっても、アマチ

ュアもあるし、いろいろな集団があります。しかし我々は、プ

ロフェッショナルだと、だから、プロがプロの集団を持つ、そ

の一つの見本としてあるのが、マグナム。だから我々は日

本のマグナムを作ろうと。それで集まったのが我 6々人なん

ですけれども、皆そうだそうだと。それでは、マグナムのよう

な、といってもマグナムという名前は既にあるわけですか

ら、我々独自の名称を作って、世界にそれが通用する言

語を、ということからですね、喧々諤々、いろいろな意見が

出ました。それで、私はですね、世界に通用するということ

はね、英語とかフランス語とか、あるいは中国語、あるい

は日本語という独自の国の言葉を使うのではなくてね、

世界共通の言語を使うべきであると。そういうことからで

すね、我々はいろいろと探しました。その探し方としてはや

っぱりね、皆の知識はもちろんありますけれども、もっと学
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術的にね、精密にやるためには、まず辞書が必要だとい

うので、僕はですね、早速、銀座のビル、VIVOという名前

は当時ありませんでしたが、そこからですね、日本橋の丸

善へ行きました。それで、辞書を買ってきました。エスペラン

トのね。エスペラントで何かを作るということが最も国際

的なことだと。どの国にも偏っていない。フランス語でもな

い、英語でもない、中国語でもないとね。何語でもないと、

世界語であると。いうことからですね、エスペラント語の辞

書を私、じゃ、僕が買ってくるよって、買いに行って、皆で見

て、やり始めたんですね。ま、喧々諤々．．．大変なんです。

 

金子：常に。

 

細江：そのうちから幾つか出てきたのはですね、このね、

例えばマグナムのようなね、集合体．．．マグナム、それは確

かに、マグナム、でっかい、ビール、ワインの瓶．．．。

 

金子：マグナムの瓶ですね。

 

細江：でかくなければいけないと、ワインの大きい瓶、マグ

ナムも大きい瓶、という名前を付けている。我々はもっとで

かい。それでやっぱり世界だと。きっと世界で共通にそう

いった我々自身の生命、それを英語に直せばライフ、ね、

雑誌『ライフ』もあるし。じゃライフをね、エスペラントでは何

と言うんだ。で、調べたの。そこでVIVOが出てきたんです

よ。それからいろんな案が出て、東松照明はヨネがいいん

だとか。

 

金子：有名な話ですね。

 

細江：だけどヨネっていうのはね、ちょっとあまりにもローカ

ル過ぎてね、他の人には分からない、だから、もっと世界

的なものだと。それでVIVO。皆がじゃVIVOにしようという

ことで、決まったわけです。

 

金子：今の最後に出てきたヨネというのはね、奈良原一高

さんが東松照明さんについて書いた文章のなかで「ヨネ

的感覚」、これはカタカナでヨネと書いてあるんですけれ

ども、実はそのヨネが漢字でなのか、ひらがななのか何な

のかさっぱり分からないけれども、とにかく東松さんはヨ

ネと言ったというので、カタカナでヨネと書いてある。「ヨネ

的感覚」。で、東松さんはそれがいいなあって最後まで言

ってたんだけれども、VIVOの皆さんは賢くもVIVOという

単語を選んで、VIVOが誕生したんだっていう、そういった

お話です。細江先生の話として。

 

細江：今までの話に多少付け加えますとね、ヨネねえ、そ

れも悪くないなと僕は思っていたんです。何故かと言うと

ですね、僕の父親の名前がね、ヨネジロウなんです。でも

それはちょっとあまりにも、個人的過ぎてね、やっぱりもっ

と国際性がなきゃいけない。そっちのほうが正論だよね。

 

金子：そうですね。

 

細江：VIVOで良かったと思います。ヨネだったら僕はい

つまでも皆に恨まれる。恨まれちゃあ困りますからね。ま、

そんないきさつがあります。

 

金子：川田先生、今、VIVOという名称がどのように生ま

れたかということを話されたんですけれども、VIVOのな

かでは川田先生が年代的には一番若いことになってい

たんですか。

 

川田：いや、一番若いのは細江さんでしょ。

 

金子：あ、細江さんのほうが．．．。

 

細江：ええと、何日か。

 

川田：一ヶ月ぐらい。

 

金子：一ヶ月．．．。細江先生が上だと、失礼しました。

 

川田：あのね、「ヨネ」というのは様々な話がありましてね。

金子隆一



金子：まだあるんですか。

 

川田：細江さんはお父さんがヨネジロウと言われましたけ

れども、僕はね、姉がね、ヨネっていうんですよ。それだも

んでね、ヨネに決まったら大変だと思っていたんですよ。

だから猛烈に反対したんですよ。それと、VIVOのエスペ

ラントというのは6人共通の賛成の名称だったんですけ

ど、実はね、記憶っていうのは本当に曖昧だと思うんです

よ。僕と佐藤明がね、丸善にエスペラントの辞書を見に行

ったのもそのためなんですよ。それで、先ほど細江さんが

銀座で見つけたっていうのは、多分銀座の近藤書店だろ

うと思うんですけど．．．。

 

細江：銀座から日本橋の丸善へ行って辞書を買ってきた

のは僕だと思う。

 

川田：でも名称でもこのくらい食い違うってことで、いろい

ろあるわけですよね。それでね、ただ僕はヨネだけは避け

ようと。それには猛反対しました。やっぱりVIVOはもうそ

のままでいいだろうということになりました。

 

金子：丹野さんはVIVOの名称について何かありました

か？

 

丹野：僕はもう、まあヨネもおかしいけどさ、ヨネもおかしい

けどVIVOも語呂が悪いねって言っていました。だけどもう

ヨネは駄目だねと。まあVIVOのほうがマシだと思ってい

ましたから、東松君は一人最後に孤立しましたね。で、や

むなく敗退して、VIVOに決まったんですね。やっぱりね、

消去法で他に無かったんですよ。VIVOほどの性格を持

つ言葉が無かった。これ、必然的に決まっていたというこ

とで。

 

金子：でも今、東松さんがそのヨネという言葉を使ってと

いうのは奈良原一高さんが書いた文章のなかで私は初

めて知ったんですけれども、そのヨネということを巡ってそ

れほど皆で喧々諤々やったという。もっとわりかし東松さ

んがひとりでぼそっと言って、いや、ヨネが良いんだよねー

みたいなことを言って、そのお姉さんの名前やお父さんの

名前とかひっくるめて、けっこう、いろいろあったなんてい

うのは初めて．．．。

 

丹野：やっぱりね、VIVOというのはひとつ問題提起した

うえで必ず喧々諤 と々してね、相当な時間が掛かるんで

すね。

細江：これは意味のある時間だったと思いますよ。やっ

ぱりあの6人が共通してね、1つのものを決めるということ

は、全てにそういう原則がね、成り立たなければできませ

んからね。あれだけやったことで決まったものですから、

その後はね、こんな事業をやるんだというなかで対立する

ことはほとんどなかったと思います。

 

金子：そういうかたちでセルフ・エージェンシーという言い

方でVIVOというものができて、実際にエージェントとして

運営してゆくということがあろうかと思うんですけれども、

最初はその共同暗室みたいな、そういうようなものがあ

ったりとか、それからあと、いわゆる事務っていうんです

か、そういったことをしてくれる人がいたりとかなんだとか、

そういうことが組織としてあったと思うんですけれども。

私がVIVOについて書く時に、ひとつの枠として言うこと

は、VIVOというグループ全体としては展覧会をやったりだ

とか何だとかということはしていないわけです。そのVIVO

という時代に、VIVOをやっている時に、6人が6人、それ

ぞれの写真家が、全員が、その時代のピークといわれるも

のを作り出した、それを生み出していったVIVOという「母

体」というふうに、私がそのことについて言及する場合、前

提として書きます。ちょうどVIVOが行われている時は、川

田さんでいうとちょうど皆さんもよくご存知の『地図』が61

年以降発表されていく、外へ向かってゆくと。それで今度

は、それぞれにとってそのVIVOの時代ってどうだったの

かってことをお聞きしたいと思っているんですけれども、

川田さんの場合にはちょうど『週刊新潮』を辞めてフリー

になっていく、そういう時ですか？
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川田：そうですね。『地図』の製作に関していえば、僕は

VIVO構成の6人と全く違ったポジションにいたわけです

ね。つまり雑誌のジャーナリズムのなかの写真を撮ってい

たという。あとの方はみんなフリーで自分の写真を作って

いたわけですね。ですから僕は早い話注文の写真をずっ

と、新潮社という今でもいろいろなことをやっている会社

なんですが、『週刊新潮』という、初めて出版社が週刊誌

を出した会社なんですけれども、その会社にスタッフの写

真家として入って、ですから招集が掛かって皆さんと集ま

る時でもですね、大分雰囲気が違うわけですね。僕は仕

事を持っている分、背後に仕事がいつも現れるわけです

ね。それで、皆さんの感じを見てますと、非常に自由で、こ

んなに自由なら僕もすぐに辞めて、この自由のなかでどの

くらい自分の自由を謳歌できるかと思って、そういうので

ね、3年程で辞めたんですけれども、そういう背景がありま

したね。ですから僕のスタートは、あくまでもグラフ・ジャー

ナリズムのなかの写真であったわけですね。それで、VI-

VOの形成のプロセスのなかで自分の作品を作っていっ

たということが『地図』のスタートになったと思うんです。

 

金子：週刊新潮の写真部というのでしょうか、それを辞め

られたというのはVIVOのメンバーが設立した後ですか？

 

川田：原因の一つではあります。つまりね、もう2年ほども

会社の、つまりグラビアを撮っていますとね、スタイルがだ

いたい決まっちゃうんですね。このように撮影を進めてこ

のように構成して、とですね。その頃は確かグラビアペー

ジが30ページ以上あったと思うんですね。それは特集ペ

ージとかいろいろ分けて。その頃はね、ご存知だと思うん

ですが、小島啓佑さんっていう方と2人でカバーしていた

ものですからね、朝から晩まで休む暇がないんですよね。

ですからこれでは身体がいかれてしまうと思いましてね、

それで辞めていったというのももう一つの理由ではある

わけですけれどね。

 

金子：でもやはり今のお話を聞いていると、いわゆる写真

家の生き方っていうんですか、丹野さんや細江さん、東松

さん、奈良原さんなど、フリーランスでやっている人たちを

見て、一つのモデルというか、何かそういうことでやってい

けるんだなあ、などと思いましたか？

 

川田：思いませんね（笑）。

丹野章



金子：やっぱり（笑）？

 

川田：とても．．．これで写真家としてやっていって大丈夫

かなっていう。

 

金子：モデルにはならなかった。

 

川田：全然思いませんでしたね。自分のなかでどういうも

のを撮っていこうかというイメージはですね、日 こ々う変わ

っていた時代だと思うんですよ。ですから、なかに入って

いてグラフをカバーするというのはこういうキャリアで出来

るんだということですね。それを離れて違った写真を作っ

ていくというのは、また違ったものが外にあるというのは、

それは他の5人の方の動いたこと、あとはその作品によっ

てですね、僕は非常に大きく喚起されたと思うんですね。

それは今もって感謝しておりますけれども。つまり自分の

進む指標がですね、標（しるし）がですね、何人かの人間

によって、自分の所在が分かるわけですね。それは大変

勉強になったと思います。

 

金子：次、細江先生にお聞きしたいのは、ちょうどVIVOの

時代というと細江先生の場合出てくるのが、1961年の『お

とこと女』、そこへ向けての動きがあって、確か、その前に

土方巽との出会いとか、そういうふうなことがあり、ちょうど

VIVOの時代がそういう頃であったのではないかと。

 

細江：そうですね。私がVIVOのメンバーでいろいろやるよ

うになる前に、1959年ですね、まだ写大ですけれど、そこ

から卒業したあたり、学生服を着てね、瑛九さんというシュ

ールレアリズムの絵描きさんが主体となって、いろいろな

アーティストたち、小説家もいました。版画家もいました。も

ちろん油絵もありましたけれども、デモクラートというグルー

プに、メンバーとして最年少の会員として入れてもらった

んですね。それで、学校へ行くと言っては家を出て、学校は

中野にあるんですけれども。

 

金子：今の東京工芸大学ですね。

細江：ええ、東京工芸大学の元、同じ場所ですね。ですけ

れど僕は浦和へ行きました。浦和に瑛九さんのお家があ

ってね。そこがデモクラートという美術家集団の事務所の

ようなもので、しょっちゅう人が出入りしていたんですよ。

学校へ行くと言って浦和へ行く、つまり中野も学校なんで

すけれども、浦和も学校なんですよ、僕にとっては。浦和

の学校のほうが全然面白いんですね。普通の大学に行

って勉強するより。もう喧々諤々ですよ。もうその話がね、僕

にとってはね、今でもこびりついていますけれども、こうい

うものから芸術は生まれるんだなって。加藤正っていう絵

描き、彼なんかもね、口角泡を飛ばすっていうのはまさに

あのとおりだなと思うんですね。そうするとそれに答えてこ

ちらでまた相手をする人がいるわけですよ。そういう話の

ほうがね、遥かに面白いんでね。ところが写真のほうはも

っと静かでしょ。だから面白くないんですよ。というようなこ

とで、大学の時に月謝はちゃんと払っておりましたけれど

も、親が払ってくれたんですけれどもね。払っておりました

けれども、僕はタダの月謝のね、デモクラートのほうが面白

くて、浦和へ行っていたことのほうが長かった。今日はもう

大半の人が亡くなりましたけれども。

 

金子：瑛九さんも亡くなられて．．．。

 

細江：僕が非常に仲良くしていた絵描きの加藤正も亡くな

りましたし、亡くなる人が大半ですからもちろん今デモクラ

ートの話をして覚えている人はそう多くはないと思うんで

すけれども、僕にとっては、それが僕の学校でした。

 

金子：丹野さんはVIVOが作られたあたりの頃、ボリショイ

劇場の写真だとか舞台写真の写真集が出た頃とちょうど

重なっているというのが私の印象なんですけれども、実際

にそれだけじゃなくていろんな写真を撮っていた時代だと

思うんですけれども。

 

丹野：そうですね、音楽家の写真を撮るのが面白くてね、

何故かっていうと、音楽家が演奏している間中ですね、何

の文句も言わずに、僕の思うなり、思うだけに撮れる。こう

いう場は他に無いなあと思って。これは日比谷公会堂だ

とか、帝国劇場だとか、これは僕のアトリエだと。そこへま

さに世界のアーティストが取っ替え引っ替えやってきて、じ

っと僕のモデルになってくれる。しかも演奏しているんで

すから一生懸命。それは良いなと思いましたね。ですか

ら僕は、演奏中は撮っちゃいけませんと言うんですけど、

全て演奏中に撮りました。ですから、違法写真なんですけ

ど、誰からも文句言われたことはない。何故かっていうと

僕は写真を撮る時はフラッシュを焚かないし、音はしない

し、何にも無いんですね。それで、あらゆるところの舞台の

袖の幕の間とかね、モニター・ルームとか、ある時は客席

の真ん中とかね、あらゆるところで撮っているんですが、

誰一人文句を言った人はいないんで、好きな写真が撮れ

た。というのが、面白い、そのシチュエーションが面白かっ

た。そういう写真を撮るっていう。のめり込んでいって撮っ

ていた。そのうちにバレエなんてものが来て、これはまたフ

ォトジェニックで面白いなって。それでバレエにのめり込ん

でいった。その後には誰にも頼まれないのに撮っていたも

のにサーカスっていうのがある。サーカスなんていうのはそ

の頃現れたんですね。それまでは戦後貧しい時代でサー

カスなんてものを見る余裕がなかったんですね。僕の子ど

もの頃はまだ絢爛豪華なそういう時代だったんで、子ども

の頃はサーカスを見ていた。しかもあんまり見せてもらえ

なかった、そのサーカスが突然出現したので、これは僕が

撮るしかないなと思って、サーカスに通いだした。そういう

いくつかの作品をずーっと作っている真っ最中でしたね。

 

金子：あ、それがちょうどVIVOの。

 

丹野：ええ、「10人の眼からVIVOへ」と、そういう時代で

すね。

 

金子：それで、ちょうど今、それぞれお三方からのお話、お

うかがいしたんですけれども、先ほど私が言いましたよう

にその頃っていうのはやはり、写真家としては土門拳だと

か木村伊兵衛だとか濱谷浩だとか戦前に報道写真家と

して名を成した人たちが、まさに写真界の大御所としてい

たことも、その当時の、10人の眼からVIVO、50年代の終

わりから60年代にかけて、丹野さんなんかから見てその

当時いわゆる写真界といった、先ほどちょっと川田さんの

方からも出ましたけれども、写真界といったものはどんな

ふうに見えていましたか？実際に自分たちがこうやって集

まってやっていることと…。

 

丹野：僕には写真界はまだこう、概括的に外観的に見える

ような立場にいなかったし、ただ自分としてはですね、「10
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人の眼」というところでまとめた写真を発表した、その前も

散発的にはありますけれども、そこでサーカスを発表した

んですね。

 

金子：「10人の眼」の展覧会の時に。

 

丹野：ええ。そうしたら、名のある写真家の方が3人、同じ

ことを言ったんですね。「丹野君、こんなサーカスの舞台

ばっかり撮っていても駄目だよ。サーカスの芸人ばっかり

撮っていても駄目なんだ。この裏のサーカスの生活を撮ら

なきゃ駄目なんだ。」同じ事を3人に言われました。全く違

う、著名な写真家に。今の写真界の流行りはそうなんだ

なあと思いましたね。でも僕はそういうところに全然興味

はないから、興味あるのはサーカスの素敵なスリリングな

画面が好きでそれを撮っているので、そういうことはおか

しいなと今の写真界ってそういうものなんだなあと。片鱗

を知ることはできましたね。

 

金子：いわゆる舞台裏の生活の何たるかというよりも、丹

野さんが単に凄くサーカスで興味持っているのは舞台そ

のもの、ということですか。

 

丹野：演っているアーティストです。

 

金子：それが結局そのボリショイだったり音楽家だったり

ということで。

 

丹野：その同じ人がね、裏へいくとね、テントの外で秋刀

魚を焼いていたりするので。

 

金子：はいはい、分かります。

 

丹野：そういうことにはそんなに興味はなかったんです。

 

金子：あーなるほどね。えーそうですか、でもそれはなかな

か面白いことですけれども。細江先生いかがですか、実

際色んな展覧会をやっていてまわりからああだこうだ言

われたり、かなりしていたんじゃないかと。

 

細江：いやあ、まあ、全く見たことのないような写真でした

から。『おとこと女』もね。

 

金子：そうですよね。

 

細江：「何だこれは」なんていうのもありましたけど、しか

し、強烈にそれを支持してくれた人もいたし。そういうもの

だなと。僕はね、母体って言いますか、グループの母体は、

デモクラートですから、ですからそこでは写真家よりもね、

絵描きとか詩人とかね、そういう人が多いんですね。で、

そういう人たちの言葉の方がね、何か身にくるというか、

ビッと。

 

金子：要するにこうピンと響くような。

 

細江：ええ、そういうことなのであって、何もその社会的な

ものだけではないね、僕の一番興味のあるものって、その

時は人間の身体そのものですよ。肉体ですね。だからそ

れを自分のモチーフとしてやること、これは僕にとって一番

正しいものだと、信じて疑いませんから。で、今日までいろ

いろとやってきているわけで、そのうちに日本の写真界の

ほうも変わってきましたいろいろと．．．。ですから僕は変わ

る必要がないんで、最初のほうはね、あんまり見たことの

ないような変な写真が出てきたので、抵抗感を持ったの

ではないかと思うのね。社会性がないと．．．。

金子：ああ、そういう言われ方。

細江：僕にとっては社会性っていうのはね、何も写真だけ

の問題ではない。もっと生き方の問題だろうと。そういうな

かで、例えば僕の周辺の、デモクラートの絵描き自身を見

ていてね、それはそれであの抽象絵画にどれだけの社会

性があるかって。だけど凄いものを作るわけですよね。感

動的な。もっとそういう社会的な問題を越えたところにね、

芸術の源というのはあるのではないか、とかね。少年なが
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ら少しずつ難しいことを考えるようになったというのかな。

そして周辺にいた人たちが写真家ではなかったというこ

とがね、ある意味ではね、良かったと言うべきか、そうでは

ないと言うべきかね。そのうちに段々ね、こちらのほうもや

られたら言い返すとかいう術を覚えるようになってね、で、

俺はあれ、なんだ、ということで今日まできています。だか

ら、見方が狭いとかね、自分勝手だという言い方もできる

かも知れないけれども、しかし、多くの人たちの優れた作

品を見ますとね、それぞれにそれぞれの個性を発揮しなが

らね、いろんな仕事をしているじゃないですか。そういうも

のこそね、大事なことであって、だから僕は自分の信ずる

道をね、行くほかないと。それでそれは日本の写真家の目

の前にして、見本として見ることと同時にね、むしろその世

界の色んな写真家のね、仕事を見ることのほうが、大切な

ことではないかと。海外の人はね、生き生きとして自由に

ものを作っているわけですよね。その自由さ、生き生きとし

ているといったことのほうが、大切なことではないかという

ふうに、少年というべきか青年になりたての頃に、生意気

にいろんなところで言って、それで、頭叩かれたり、おだて

られたりね、いろいろやられました。面白い時代でしたよ。

 

金子：川田先生、先ほど週刊新潮、俗にいうカメラ雑誌を

中心とした、写真界とはまたちょっと違う現場におられた

というお話がありましたが、実際に自分自身の作品につ

いて、また、VIVOというグループなど、10人の眼からずっと

活動してきて、そういったことに対して、川田先生がまわり

の写真界の人から、いや、これはあれはとか言われていた

とかなんとか。

 

川田：僕はね、あまり言われた覚えはないんですよね。言

われた覚えはないんですけれども、何かイヤーな雰囲気

はありましたね。僕の写真はですね、報道写真だと評判

がいいんです。報道写真というのは僕は別に嫌いではな

いですよね。今でも報道写真的なものとか、報道写真を

撮るその現場に立ちたいというのは変わってはいません

けれども、説明が多過ぎる空間が出来てしまうんですね、

どうしても。ですからVIVOの前からそう思っていたんです

が、なるべく、説明的な空間を排除したフレーミングでもの

を作ってゆく、そういう作業に移行していた段階では誰も

何にも言ってくれないし、無視されていたような感じはあり

ますよね。

 

川田喜久治



金子：そうですか！

 

川田：それは僕の体感と言いますか、皮膚的感覚でね。

肌で感じて、だから真っ向に言葉でこれはこういうふうな

ものだというような評論をいただいたというようなことはま

ず無いですね。直接写真家の方からああだこうだと言わ

れたこともあまり無かった。またそういう記事も目に触れた

ことはあまり無いと思いますね。ただ、先輩として土門拳

先生とか木村伊兵衛先生とか、よく銀座で会うと呑みに

行こうとか、よく誘ってくれましてね。それで呑んで話してい

るのはみんな猥談でしたね。僕には写真について何か

一言でも言ってほしいっていう、そういう青年的な希望が

ありましたから、何か言ってほしい、自分が撮った写真が

今『週刊新潮』に出ているんだから何か言ってほしいと思

っても、そういうことはいっさい言わないで、猥談ばっかり

ですね。ですからね、僕はこのグループは邪悪だなと。（会

場笑）これでこのグループに入らなきゃならないとなるとち

ょっと考えもんだなというふうに、そういう足踏みがありま

したね。

 

金子：その当時の、今の言葉を借りれば「邪悪な写真界」

というのが実際的には大きく変貌していくということもあ

ったと思うんですが、 私が今日皆さんにお聞きしたいと

思っていたことのうちの一つ、 VIVOの成立のいきさつも

そうなのですが、1950年代の後半から60年代にかけて

は、いわゆる世界的に大きく写真が変わっていく時代で

す。端的に言えば、1956年のウィリアム・クラインの『ニュー

ヨーク』、58年、59年のロバート・フランクの『アメリカ人』、

で60年に入ってエルスケンの『セーヌ左岸の恋』だとか、ま

さに世界の写真が大きく変わってゆく時代ですよね。そう

いうことを直接知るには、外国から写真集がいろいろ入

って来て、それでそれを見て「ああこれは」っていうようなこ

とが多かったように思います。私が写真に興味を持った

60年代の後半においても同じで、まさに写真集、ここにも

たくさん並んでいますけれども、写真集というのがもの凄

く大きな何かをもたらすものであったというふうに思って

います。それで日本の、というよりは外国から来るようなそ

ういう写真集について、文章では、皆さんのお話を読むこ

とがあるんですけれども、是非直接、ちょうどそのVIVOの

時代に「こんな写真集あんな写真集」という思い出の写

真集みたいなものがあったらならば、それぞれ話をお聞

かせ願えたらと思っているんですが、丹野さん、いかがで

すか？その時代に印象に残った写真集はあるんでしょう

か？事務所で、皆で写真集を見たという話はけっこう聞く

んですけれども。

 

丹野：それはやっぱりウィリアム・クラインとかね、いくつかあ

りましたね。エルスケンの写真集も出来ましたね。人も、交

流もありましたし。

 

金子：ええ、エルスケン、それとウィリアム・クラインもね、日本

に来た時もね、VIVOの事務所を使ってね。

 

丹野：VIVOの事務所ができてしまってからはね、だい

たい皆暇なもんですから事務所に入り浸ってましたね。

東松君なんかは家に帰らないでだいたいVIVOにいた

と。VIVOの近所の木賃宿に泊まってね、非常にこれは

いいと。身軽で。もう洗濯も何にもしなくていいんだという、

いろいろな利用の仕方してましたし。そこはおもしかった。

だけどね、VIVOがそういう場になる前にね、前VIVO、本

VIVO、後VIVOとあるんですよ。

 

金子：それ、初めて聞きました。

 

丹野：前VIVOっていうのはね、マグナムを作ろうと言っ

て、お前どうやって作るんだと。何をやる、と。まずは共同

の事務所を持とうと言ったわけです。で、どうやってやる、

皆で事務所を共同で借りてやれば安く済むよと。で、じゃ

あ事務員さんも雇って。自分が電話なんて出ないで取り

次ぎは皆やってもらう。留守になっても電話が通じる、そう

いうかたちにやって、それでどうするの、それだけではつま

らないじゃないと。で、その経営体を作ろうと一番先にやり

ました。仮事務所を、事務所は一つ持っているけれども、

佐藤明くんのスタジオの一角を借りて、暗室を作ったんで

すね。

 

金子：事務所とは別にですね。

 

丹野：ええ、別に。そこで暗室業を始めたわけ。

 

金子：それは貸暗室業みたいな？

 

丹野：貸暗室ではないんです。

 

金子：自分たちのための．．．。

 

丹野：ええ。そこに技術者を要請して、そして我々がそこで

頼む、それで市販のプロラボに頼むような料金を皆払おう

と。払うことによって事務所の維持費が全部生まれる、そ

ういうかたちだからいいんじゃないかと。そして君たちはそ

ういうものを自分がやる時間から解き放たれて、その間に

絵を観ようと、音楽を聴こうと、写真を撮ろうと、もっと自由

な時間を持って創作活動をやりましょうと。そういうふうな

話をして、事実そういうふうになっていったんですね。どの

程度いくかと。それが1年くらいでしたけれどね。

 

金子：最初の。

 

丹野：うん、それは前VIVOっていうんで、それではもの足

りないっていううちに、佐藤明君が自分の事務所を全部

明け渡すよと、VIVOに。ですから、そこへ事務所を移そう

ということになって、佐藤明君のけっこう広い広告写真の

事務所を占領しちゃったわけですね。

 

金子：それは、場所はどこにあったんですか？

 

丹野：築地です。

 

細江：うん。銀座、銀座のね、築地の一番外れたところ．．。

築地の境目の。

 

細江：東京劇場の真ん前です。よいところです。

丹野：前VIVOは銀座二丁目辺りのね、ちょっとしたビル。

 

金子：そこから本VIVOに移って佐藤明さんの事務所に。

 

丹野：本VIVOになる時に本格的に東松君も乗り出して、

それからはセルフ・エージェンシーのVIVOになってゆく

と。

金子：なるほど、そこでセルフ・エージェンシーという言葉

が出てきた。

丹野：ええ。それで、マネージャーを雇って、それを社長と命

名して、我々は幾ばくかの出資をして、ですね。

細江：広告代理店に務めていたなかなかやり手のマネー

ジャーですね、それが引き受けたんですよ。それで、我々の

会社のVIVO、株式会社VIVOの社長になってもらって。

我々は株主だけど社員みたいなね。それで彼の運営でい

ろいろなことをやった。

丹野：株主で社員なんです。

 

金子：VIVOはその時株式会社だった？

 

丹野：いえ、有限会社です。この間机の隅を探していたら

ね、有限会社VIVOなんてハンコが出てきました。びっくり

しました。

 

金子：それは是非、見てみたいですね。

 

丹野：保存しておきますよ。

 

金子：保存しておいてください。

 

丹野：美術館にそのうち寄贈しますよ。
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金子：是非是非是非。

 

川田：あのねその時にね、有限会社、株式会社っていうの

は6人でなければできないんですよね。5人ではね。

 

金子：そうなんですか。設立するのがね。

 

川田：その時にね、実印を作らないと駄目なんですね。

 

金子：それぞれが。

 

川田：それで、6人とも、その時に実印を持っていた人は誰

もいなかった。

 

（会場笑）

 

川田：それで皆、象牙の立派なやつを作ってね、これが実

印だと。皆に自慢して歩いたことがあります。本気なんで

す。ものすごくね。

 

金子：でもそれはまさに、有限会社っていうある種社会的

なデビューという、そういうことですね。

 

細江：まさに社会的でありね、世界的にっていう気持ちの

ほうが強かったわけです。マグナムがあったでしょ。一方で

日本にはVIVO があると。で、VIVOとマグナムをね、同位

置に我々は考えていて、世界的な活躍をしなければいけ

ない。これ一つのモチベーションとしてはよかったですよ。

 

金子：それで、実際にやっていた時の気分というのは？と

いうのはね、これ、すごくおもしろいんですが、東松照明か

ぎ括弧VIVOとして雑誌に発表されたことが一時期だけ

あるんですよね。皆そういうことを意識して。マグナムの話

もそうですけれど。

 

丹野：それ、統一してやったんです。

 

川田：それね、雑誌社が嫌がったんですよ。撮影者が後

にVIVO と入れてと言うと、これ、嫌われましたね。入れる

んだったらやめると。

 

金子：そこまで。

 

細江：そっかあ、僕は週刊誌とは仕事してなかったから

ね、だからそういう被害には遭わなかったけれど。うん、ご

く自然に。

 

丹野：カメラ雑誌なんかは自然に入れてくれましたね。当

然のようにね。それとね、前VIVOの時一つ問題が出まし

てね、全部そこに現像出して、プリントを依頼してそれを使

うんだと、それで、それは普通の正規の料金を払うんだ

と、その代わり事務所代は払わなくていいというシステム

だったんです。それで我々は時間を得ることができる．．．。

それは良いと、良い考えだけれども、俺は困るっていう人

が一人だけ出てきた。これは東松照明ですね。それは払

うけれども、プリント料金を計算すると、僕は貰った原稿

料がそれで赤字になると。それでね、どうしてだって聞いた

らば、1枚使う写真あたり、8枚作ると。

 

金子：プリントを。

 

丹野：そして、それを編集者にチョイスさせるのが今までの

俺の習慣だと。それを、全部料金を計算するとちょうど原

稿料が消えてしまう。これでは生活ができないと言うんで

すね。その計算式がちゃんと出るんだ。

 

金子：さすが東松さんですね。

 

丹野：それでおかしいなと考えた。僕は1枚か2枚しか焼か

ない。人に渡す時にね、そうすると8枚焼くってのは、ああ、

これは名取学校で教え込まれたなあと僕は思いました

ね。名取学校でやり方を。それで、東松君、ちょっとそれは

主体性がないんじゃないか、編集者に8枚も渡したら自分

がなくなっちゃうだろ、せめて3枚にしなさい、と。そして主

体性を高めてね、3枚のなかから選ばせるくらいならいい

だろうと。そうすると成り立つんじゃないかと計算したら、

なんとか成り立ったんですね。で、やろうということになっ

たんだよね。まあ、非常に単純な話なんですけど、そんな

エピソードもあって、踏み切って、仲良く事務所をやってい

ましたね。

 

細江：そうですよね。そしてね、事務所そのものはね、黒字

です。解散はしたんですけれども、赤字で解散ではないん

です。

 

丹野：有限会社になってからもね、黒字なんです。黒字に

なるはずはないんですがね。あれはね、一人一人出資す

るけど、皆、給料貰うんです。2万円貰っていましたね。サラ

リーマンの給料が大体2万円以下ですから。何かしようと

すると、その総売上の60％を貰う。で、フィルムから材料か

ら仕上げ処理は全部VIVOが会社としてやるんです。それ

で成り立つかどうかですね。成り立たないって言っていま

したよ。ある時。それで、いろいろアルバイトをやるんです。

一番言いたかったのはね、富士フォトコンテストっていうの

をやったときに、富士プロフェッショナルコンテストっていう

のが60年にあったんです。これをやらないかってね、ある

人が持ちかけてきた。で、我 6々人だし、で、6部門あるから

1部門ずつ出ようかって。

 

金子：そんなことやったんですね。

 

丹野：ええ、やったんです。各部門に担当作って。それで、5

部門でトップ賞取ったんです。そして細江君がね、総合の

グランプリを取った。覚えているんですよ。

 

細江：何かすごいね。

 

（会場笑）

 

丹野：それで幾ばくかの賞金をもらった。

 

金子：あれはすごく賞金が高かったと聞いています。

 

丹野：それだけじゃなくてね、賞が出た頃、VIVOの連中

の写真ばっかり入賞写真で多く出るのだから、この写真

をプリントするためには、VIVOの暗室がやるのが一番い

いんじゃないかと。それで、富士フイルムにその話を持ちか

けた。そしたらフジもそれはいいと言うので、じゃあVIVO

の暗室に頼むと。それでその仕事を取ったんですよね。

 

金子：展覧会の、ですね。
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丹野：ここに桜井君というのがVIVOの暗室マンだった

人が来ているんです。ちょっと立ってくれる？

 

細江：この桜井君はねVIVOのアシスタントでね、今や錚

々たる写真家としてやっていますけれども。

 

丹野：いくら焼いてもまだまだ未熟なもんだから大きなプ

リントが綺麗に焼けないんです。で、うるさい6人に見せる

と、これじゃ駄目だと、駄目が出て、でも、印画紙は、富士フ

ィルムが幾らでも持ってきてくれるから、その間にうちの暗

室はすごい腕を上げて、そして全部また仕上げ料とかお

金を稼いでね、それで黒字になっていたんじゃないかなと

思うんです。

 

金子：黒字であることは確かなんですね。でもそれぞれの

写真家のメンバーの売り上げを考えたら、今の丹野さん

のお話では黒字になるわけはない。でも会社としては黒

字になっていて。

細江：その頃すごいいろんな仕事しましたから。

 

金子：でも、そういうところでもあったんですね。

 

細江：でも、ものすごく印画紙も使い、現像器も使い、のよ

うな消費する部分もあったけれども、それを遥かに上回る

ような収入もありましたよ。だけどね、収入があったって我

々自身の給料は安いんだから。

 

金子：ああ、給料ですからね。

 

細江：ですけどね、やっぱりこう、生き生きとしていました

ね。何て言いますかね、おもしろい時期でしたよ。短い時

期ではあったけれど。いやほんとに、その時期にずっとパ

リに行って日本にいないとかね、ニューヨークに行きたい

とか、佐藤明はパリでしょ、あれ、ニューヨークだったっけ。

 

金子：そうですね、佐藤さんニューヨークにいましたね。

細江：奈良原一高がパリのほうで。

 

金子：そうですね、奈良原さんがヨーロッパのほうで。

細江：だからみんなバラバラになって。

 

金子：今丹野さんがおっしゃられた前VIVOと本VIVOと

後VIVO、その後のほうはどんな感じなんでしょうか？

 

丹野：そうそう、僕は作り魔だけれども東松君はどっちか

と言うと壊し魔のような感じはあったね。で、もう止めよう

じゃないかという話は、何となく東松君あたりから出てき

た。

 

金子：そうなんですか。

 

細江：そういえばそうだったねえ。

 

丹野：それで、まだこれからじゃないかと言ったね。ま、1年

ですからね。1年半かな。まあ、でも止めてもいい時期と言

えたかもしれないですね。

 

細江：何かをやろう、始めようということにね、我々は興味

があったし、それに情熱を捧げるわけね、で、持続しようと

かね、ずっと続けようとかね、そういう意識は極めて貧困

でね、やろうやろうって言う時には盛り上がっているけれ

ども、段 も々そのうち飽きてきて、同じようなことを続けるで

しょ。さっきの話だけれどね、暗室を責任持ってやってい

た桜井君ね、今や写真家として大変ですよ。辞める時に

は博報堂に行ってもらったからさ、博報堂の給料のほう

が、高いよね。3倍？

 

桜井：10倍くらい。

 

細江：だから本日の、桜井君がいると。あれでもね、10倍

もらえるところに、行けたのはよかったよね。あれいろんな

関係になったんだよね。

丹野：後VIVOってのはね、辞めたはいいけどね、行き場

所がなかったの。現実に。

 

金子：ああ、皆さんがね。

 

丹野：パリに行く人もあったけど、どこへも行くところがな

い。東京にいる場合に自分の暗室はない、何もない。じゃ、

共同の暗室を持とうってことになったんですよね。そこで

暗室を作って事務所を作って事務員さんを置いて、また

前VIVO と同じようなことをやり始めた。今度は自分で処

理したのかな、やってもらったのかな。

 

細江：忘れたね。

 

丹野：ね。その時はみんなやった後だから、全く性格のな

い事務所の名前を作ろうというんで、ちょうどそれがたまた

ま麹町マンションの45号室ってところだったから。

 

金子：43号室．．．。

 

丹野：43号室という事務所名になったんですね。それでそ

こで1年2年、ポツポツと皆自立していきましたね。

 

金子：その事務所、43号室っていうのは何年ぐらいまで続

いていたんですか？

 

丹野：65年くらいまで。61年から65年くらいまで。

 

細江：外国からもお客さんが来てね、いろいろなことがあ

りましたよ。

 

丹野：僕が結局、最後まで置いてかれてね、みんなどんど

んいなくなっていって、最後の．．．。

 

細江：そうでしたっけね、で、あなたが全部あれ、後処理し

たの？

 

丹野：そう。だからそのハンコとかね、本棚とか、残っちゃ

ったんです。

 

金子：あ、あそこの43号室とかVIVOで使っていた本棚。

 

丹野：そう。うちにまだありますよ、本棚。

 

金子：ええー、そんなものがあるんですか。

 

丹野：歴史的な、あの桜井君の懐かしい本棚．．．名前が

書いてあります。

 

細江：ああ、そうかあ。

 

丹野：そんなようなことでね。

 

金子：遺跡みたいな．．．。

 

丹野：それでね、僕が一人になっちゃって淋しいなと思っ

ていたら、映画の吹き替え会社の東北新社がね、半分貸

してくれって入ってきて、3年くらい一緒にいたことがあり

ます。

 

金子：麹町で。麹町に移るっていうのは先ほど佐藤明さん

の事務所、銀座の東劇の前、それがいわゆる本VIVOの

事務所ですね。で、後VIVOの時っていうのが麹町マンシ

ョンの43号室。

 

細江：そうです。それでね、みんなそういうのでね、みんな、

使う写真を入れる袋の色とか、そういうのを全部決めた

んですよ。

 

金子：何ですか？その袋の色というのは？

 

細江：写真袋ね。原稿を入れてね、出しますよね。そこにち

ゃんと名前を書いて。僕は薄い紫でね、丹野章さんはピン

クだったと思う。
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丹野：うん、僕はピンク。

 

金子：川田さんは何だったの？

 

細江：黄色じゃない？

 

川田：いや、黄色は東松さんでしょ。僕は忘れたね。ブルー

かなんか。

 

金子：それ「VIVO」って印刷されているんですか？

 

細江：それあれですね、43号室のデザインですよ。VIVO

の時はVIVO。

 

丹野：43号室もVIVOも取ってあります。

 

細江：うん、どっかにあるね。

 

丹野：写真が入っているから残っている。

 

金子：ですよね。それは全部取っておいてください。ここに

いる皆さんも、それはどこかで見たいかと思いますので。

細江：オークションに出ているんじゃないかな。自分のが

買えるっていう。

 

丹野：VIVOの時ね、ちょうど本VIVO始めた時が1960年

ですから、たちまち安保の渦に巻き込まれた。いろんな働

きかけが来るんですよ。安保の研究会にいらっしゃいと

か。僕も、ある舞台美術家に誘われて、国会議事堂の中

の、そういう研究会に行きました。そんなことやったら東松

君もどっか行ったりしていましたね。

 

細江：いや僕もね、日比谷なんかでやったことありますよ。

でも帰りは必ず銀座のバーに行ってね、呑んで帰りまし

た。役に立たないんですよ。非政治的ですから。みんなそ

うなんですよね。何かね、賑やかなね、お祭りのようなの。

金子：そうですよね。

 

丹野：僕はね、一人でデモに行ったことがあるんですよ。

僕の家が四谷でしたから、国会まで歩いて行って。はちま

きを作って。だからどこの隊列にも入れなかった。一日い

たけど入れなかったの。苦い思い出がある。テレビ観て

いるだけじゃ、ちょっとこれじゃいけないなと思って、それ

で東松君に相談して、東松君何か考えているかいって言

ったら、俺も困っているんだって。じゃあどうするって言っ

て、VIVO会をやろうって。何か困るとVIVO会やるんです

よ。VIVO会っていうと全員集合なんですよ。で、今日6時

からVIVO会をやろうと。で、VIVOの事務所にぼろぼろと

集まって、安保闘争をどうするか、安保条約について我々

はどう評価するか、そんなことをやるんですね。で、安保反

対闘争を何故やるか、やるかやらないか、これがね、朝ま

でかかるんです。というのはね、皆何にも分かってないん

だよね（笑）。安保条約とは何か。

細江：で、土門拳の写真を使ってね、でっかいパネルを作

ってね、皆で持ってね、そういうものの製作をVIVOが全

部引き受けて．．．。

 

金子：あの、歩くデモのプラカード．．．。

 

丹野：あのね、要するに、VIVO会を一晩やって、まあこれ

は軍事同盟だから、戦争に繋がるから反対しようと、そう

いうことなったんです。明け方に。朝までかかって。「どうし

ようか、こういう話」って言って、その時に一番「うーん」っ

て言って考える人が奈良原君なんだ。約一時間くらい経

って返事がぽつんと来るわけ。それに対してまた喧々諤々

として、奈良原君に問いかけると、また30分くらい経って

返事が来る。で、朝になる、ということなんですね。で、だい

たい朝になって、まとまるんだ。でも何をやろうかと言うこ

とになったらば、誰も具体案が浮かばない、6人でデモし

ようというようなことはないんですね。

 

細江：一番政治的なのはこの人なの（丹野を指して）。極

めて明快なの。だけど一人じゃ動けないじゃない。何より

もみんな非政治的だったからね、駄目なんですよ。この人

だけがね。

 

丹野：でも、誰が考えたの？あの建白書を作ろうっての

は？

 

細江：あなたでしょうに。

 

丹野：いや、俺じゃないよ。

 

細江：そんなの考える人他にいないよ。

 

丹野：僕にはそんな案はない。おそらく東松君だろうと思

うんだね。

 

金子：東松さんぽいですね。

 

丹野：建白書を書こうと。巻き紙を持ってきて、字の上手

い人に建白書を、新安保条約に反対する運動、安保闘争

をやるべきだと書いてもらった。それを写真家協会に出し

たわけ。

 

細江：そんなことあったね。

 

丹野：安保闘争をVIVOがやったってたかが知れている

と。VIVOは全員、写真家協会の会員だったんですよ。記

念になったんだ。要するに義理で入ったんですよ。それで、

じゃあその母体の写真家協会に相談しようとなって、その

建白書を出したの。どうせこういうふうにして棄てられるだ

ろうと思って。そうしたら一週間ぐらい経ってから写真家

協会の理事会が開かれたの。その結果、君たちの意見は

もっともだと。これは全写真家協会をあげて安保反対運

動をやる、と。ついては君たちが、その実行委員になれ、と

言われて、断れなくて、佐藤君の事務所の半分は安保闘

争の事務所になってしまった。プラカードを書いたり。

 

金子：それでその東松さんの写真でプラカード作ったり、

とかいうことをVIVOがやったというわけですね。

 

丹野：行灯を作ったんだ。

 

細江：そういうことだったね。

 

丹野：そんなことをやったりしたもんでね、今までの古い

写真界と僕らの間の溝はぱーっといっぺんに取れまして

ね。それが終わったらね、頼りにされて写真家協会の役

員になれとかね、いろんなことで、使われまして、やってい

ましたね。

 

金子：今、まさにVIVOの瞬間の具体的な話をいろいろお

聞かせいただいたわけですけれども、時間も大分経って

まいりました。

 

丹野：VIVOの間、非常に自由だったから写真が沢山撮

れましたよ。それが良かったです。で、フィルム代も要らない

んです。ポンと置いておくと翌日出来ていると。始めのうち

は下手だったけれどね、途中から僕より上手いのが出来

ている。で、一番困ったのは、終わってから。終わってね、

また自分がやらなきゃいけなくなった時に、全然上手く焼

けないんです。これね、調子が出るまでに3年掛かりました

から。それは参りましたね。あと、なんか、お葬式やったじ

ゃない。

 

細江：お葬式やりましたね。お葬式はVIVO解散後です

ね。草月会館を全部借り受けましてね、VIVO解散、VIVO

葬式、葬儀委員会が出来ましてですね。だーんだかだー

ん．．．。

丹野：伊東一平さんとね、田中雅夫さんか誰かが葬儀委

員長．．．。

細江：年齢が一番上ですからね、丹野章先頭にね、一番

若いのは、彼と僕なんで、3日か4日しか違わないんで、ど
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っちが上なんだか忘れたけれども、ずずーーっと行って

ですね、葬送行進曲でね、VIVO解散の指揮にあたった

の。そして最後にあの箱を全部つぶしたんだっけ、何した

んだっけ？

 

金子：箱、というのは？

 

丹野：棺桶。

 

金子：あ、お重みたいなやつ．．．？

 

丹野：棺桶にね、棺桶の中に6人が入りましたね。

（一同笑）

 

金子：え、そうなんですか。

 

丹野：こういう三角の着けさせられてね。（会場笑）そんな

記憶がありますね。みんなこれが伊東一平さんの演出な

んです。

 

金子：伊東一平さんの．．．。それは、いわゆる写真界の皆

さんが集まって。

 

丹野：うん、皆集まってね。

 

細江：僕らみんな棺桶に入っているんだからね、写真撮

る人いないからね。

 

（会場笑）

 

金子：それを今聞こうと思っていたんですけれども、いわ

ゆる年表的なものや、いろいろな話のなかでも、VIVOの

解散式というか、解散パーティというか、それを草月会館

で華 し々くやったという話は出てくるんですけれども、葬送

行進曲で入って来てとか、棺桶があってその中に皆入っ

てその棺桶後でつぶしたとか、具体的なことについては

全部今初めて聞きました。

 

細江：で、写真が無いでしょ。

 

金子：写真が無いです。

 

細江：みんな棺桶入ってんだからね。

（会場笑）

 

金子：ええ、撮れないですよね。

 

丹野：大体『10人の眼』の会場写真が無かったしね。

 

金子：ああ、入口の写真かなんかだけですね。

 

細江：全員の記念写真も無いんだよね

 

丹野：無いねー。写真家集団なのにね。

細江：どうして写真がないんでしょうね。そういうのに関心

がなかったんですね。

 

金子：ああ、それは、そういう時ってのはけっこう自分たち

がやっていることに直接は関心がなくて、とにかく外へ向

かってやっていることに関心があって、と。

 

丹野：大体6人揃った写真が無くてねえ。

 

金子：その当時の。

 

丹野：うん、それで桜井君が苦心してね、6人集めるのにま

た苦心するのよ。それで、ようやく撮ったんです。それで撮

ったの、途中でね。その時は6人揃ってたの。よかったね、

あれね。

 

細江：そんなのどこにあるの？ネガ持ってるの？

丹野：持ってる持ってる。

 

細江：持ってるの？今度見せてよ、俺見たことないそれ。

 

金子：それは今度機会がありましたらぜひよろしくお願い

します。

 

細江：いや、本当に、写真家集団でありながらね、自分た

ちの記念写真がね、ひとつもないなんてね、そういうもん

なんだね。

 

金子：でも、先ほどからお話が出ていたマグナムも無いん

ですよ。設立の時の4人、5人の集まった写真は無いんで

すよね。どこどこでやって、ニューヨークの近代美術館の、

レストランでやって云々、その言葉だけ。気がついたらもう

キャパは死んだ、誰は死に、っていう。

 

細江：写真があったらね、それ本物じゃないというふうに

ね、思ってもいいね。

 

（会場笑）

 

金子：そろそろ予定の時間になってしまいました。会場の

方々、冒頭に申し上げましたように、質問をいくつか受け

たいと思いますが、何か、ご質問などございますでしょう

か？お手を挙げていただければ幸いに存じますが、いか

がでしょうか。 

細江：どうぞ、どうぞどうぞ．．．。

 

金子：なかなか今日は．．．私も本当に．．．初めて聞くよう

な話も．．．。

 

細江：こういう集まりを持つっていうのは、本当に、久しぶ

りだね。

 

丹野：いや、初めてでしょ。

金子：いや、VIVOといって集まったのは初めてですよ。

というのは、私もいつもそれぞれでトークショーや何かと

お話を聞くということはあったのですけれども、実はその

VIVOっていう言い方でのトークショーは初めてです。

 

細江：そうですよね。6人揃っている時はまずないし、1人2

人3人と欠けて、で、このうちの3人のうちの誰が次に欠け

るかと分からないと。最後になって、言葉だけで終わって

しまう．．．で、金子さんが唯一さ、それをちゃんと書き留め

てくれる．．．ね。

 

金子：いかがですか？（手が挙がる）はいどうぞ！

 

参加者１：VIVOという、日本の写真史のなかで大きな役

割を果たした、写真集団だったんですけれども、その後

に出てくるのが森山大道さんとか、荒木さんとか。『プロヴ

ォーク』という写真集がいくつか出来たんですけれども、

あの辺の世代の人たちと、今日のお三方とも、交流という

か、何か引き継がれていったようなものというか．．．大き

な流れで実感していることというのはありますか？

 

金子：そのことについて一番関連するのはまず細江さん．

．．細江先生が森山大道がね、VIVOに来た時とか。

 

細江：森山君はね、僕の個人的な助手として、大阪から出

てきた彼を僕が雇ったわけね。そして僕のところに2年い

ましたかね。それから彼は、自立していったわけですけれ

ども、そういう個人的なものはありましたが、全体的にで

すね、それが集団として何かということは、全くありません

でしたね。また、他を見ても、つまり、VIVOに変わるべき何

かの集団だとかいうのもないし、全部1人1人、ということ

で、そういう意味ではVIVOのような集団は極めて珍しい

ということになるんですね。だからVIVOの先輩というか

な、目指したものは、マグナムでしたけれどね、マグナムは、

もちろんその後も．．．。

 

金子：今でも続いていますけれどね。



細江：世界的なものではありますけれども、我々の場合に

は、それを継ぐべき次の集団というのは、ちょっと考えられ

ないんじゃないですかね。

 

金子：丹野さんいかがですか？

 

丹野：経営体としてはけっこう残って成功したと思います

けれども、あまり意味のないものになったでしょうね。マグ

ナムも、やっぱりそれは、初めの志とはだいぶ違ったもの

に。

 

金子：時代にあわせて変質したといったこともあります

ね。

 

丹野：ですからあまりおもしろくないものになったと。です

から、そのVIVOのある種の衝撃がその後のいろんな活

動を生み出す一つのきっかけになったということはあるん

じゃないですかね。

金子：だけど直接的に次の世代の写真家たちに対して何

なのか、っていう意識はない．．．。

 

丹野：意識は全くないです。

 

金子：川田先生いかがですか？次の世代の人たちに対し

ての意識ってのは．．．。例えば、森山さんや中平さんや、そ

ういう人たちの60年代後半からの．．．。

 

川田：それは今現在も素晴らしい写真を撮っていると思

いますし、個人的には交流はありませんけど、関心は持っ

ております。でも結局ね、やはり写真ほど個人で自由にで

きるメディアというものは、他にないと思うんですよね。例え

ば映画一つ作るにあたっても、数億円というお金が必要

だし、何百人という人間が必要になりますけれども、写真

というのはたった一人でできるんですね。そういったこと

が非常に、絵画の世界に似ているんですけれども、です

から集団にあまり僕は関心がなくて、個人にはありますね。

その関心は未だに捨てておりません。

 

金子：どうでしょうか。よろしいでしょうか、今ので。

 

参加者１：はい。

 

金子：ありがとうございます。他にございますか？

 

参加者２：私、クボタと申します。また違う視点からご質問

というか、アドバイスをいただきたいんですが、今、スマフォ

とか、デジタルカメラとか、そういったメディアで、たくさんの

人が、ごく一般の方が写真を楽しむ時代になってきている

と思うんですね。そのなかで写真家を目指そうとか、写真

で何かを表現しようと思っている人が増えていると思うん

ですが、自分の個性というものを写真に込めて、自分自身

の写真を輝かせていくためには、どのような心構えがあれ

ばいいのかなと思いまして、一言ずつアドバイスしていた

だけたらと思います。

 

金子：ありがとうございます。ご質問の趣旨はお分かりい

ただけたと思うんですけど、写真を志す人に対しての何か

こう、アドバイスというか、あれば、一言ずつ。

 

細江：年齢順に。

 

金子：じゃあ丹野さん．．．。

 

丹野：何か自分のなかからにじみだしてくるものとかね、自

分がよいと思ったものはよいんですよ。人がよいと思うもの

と自分がよいと思うものは同じってことはないんで、何とな

く、何となく、おそらく何となくだと思うんですね。自分のな

かで。そういうものから．．．何となくだと思うんですね。そう

いうものを段々育てていくと、しっかりした自分の確信にな

って、作品に実を結んでいくんではないでしょうかね。

 

金子：はい、細江先生いかがですか。

 

細江：年齢順からいうとほんとはこっちじゃない。3日か4

日ね（笑）。 

 

金子：座り順と思いまして。では川田先生、是非、先に。

 

川田：それではね、カメラを持ってですね、毎日撮ることで

すね。それだけです。

 

金子：細江先生。いかがでしょうか。

 

細江：毎日撮るっていうのは大変な作業ですよね。基本

的にはそういうことなんですけれど、しかし自分は何を撮り

たいかという自分のなかから生まれたもの、これは、僕は

ね、常に大事だと思うんですよ。もちろん毎日何かを撮る

ということのなかからね、自分が触発されてね、またその

触発されたものが次の撮影に繋がるという、そういうもの

がありますよ。でもね、自分のなかにあるやむにやまないも

のがあるはずなんですよ。そうでなくてね、カメラを持って

バシバシ撮るだけじゃ自分の作品が出来るかというとね、

それはとても難しいことだと思います。だから自分が何故

写真を撮るのかということをとことん突き詰めて欲しいん

ですよ。そこからね、何か生まれてくる。例えば、それは自

分が単純に好きだからということ、これはものすごく重要

だと思うんです。何故好きなんだろうかと考える。そういう

もののなかから生まれてくるのではないでしょうか。で、自

分の関心のあるものに、必ずカメラを向けるということで、

少なくとも自分中心に考えるような、自分本位だなという

面も見方もね、そういうものを排除しちゃいけないと思う。

つまり、少なくとも芸術というものは自分本位なんですよ。

だけど自分本位で社会のなかで生きられるかというと生

きられませんよ。だから本当に自分だけのものなんてもの

はあり得ないんであって。しかし、出発は自分ですからそう

いうなかで自分が撮影をする、写真を撮りたいと思う、何

かが生まれてくるはずで、そういうものに対して執拗に迫っ

ていくという、そういうことの積み重ねではないでしょうか。

それで初めてね、作品の下に自分の名前が書けるわけで

すよ。私はそう思います。

参加者２：ありがとうございます。

 

金子：いかがでしょうか。もうあとお1人くらいは受けるこ

とができるかと思いますが、いかがでしょうか。ございませ

んか？

 

参加者３：先ほど金子さんの質問で、それぞれの方が

VIVOの時代にどんな写真集をご覧になっていたかとい

う質問が、丹野さんのクラインと、エルスケンで終わってし

まったので、細江さんと、川田さんにお聞きしたいなと。

 

金子：じゃあ細江先生に今の質問を。当時ご覧になって、

興味を持っていた写真集。

 

細江：VIVOの時代に興味を持っていた写真集。あの頃

は今と違ってね、そんな写真集は本屋さんにぱーっと並

ぶようなものはありませんが。

 

金子：少ないですよね。

 

細江：たまたま入ってくるということのなかで、さっき話が

出ましたけれども、ウィリアム・クラインですね。僕にとって

は、非常に関心があった。そして、近づいて個人的にも親

しくなったのはエド・ヴァン・デル・エルスケンですね。彼の

家に行き、彼の家族とも会い、アムステルダムでね。それで

日本に来た時も僕の家に泊まったり、というようなことで、

個人的な繋がりも多かった。で、そういう意味ではエルス

ケンに、作風は全く違いますけれども、非常に強い影響を

受けました。やっぱりね、ものを見る時のね、見方って言い

ますかね、それから対処の仕方っていうんですかね、そう

いう真面目さとでもいうのか、真剣さとでもいうのか、もう

一回徹底的に突き詰めていくというか、そういうものにね、

作家というものがある。作家性というかね。僕の写真とは

ね、全く違います。違うのはスタイルじゃなくて、かたちの上

ではね、彼は対象に対して自分がどうあるのか、というよう

な。僕の場合どちらかというと、自分のなかにあるものが

対象をとおしてどのように表現できるかとね、そういう立場
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ですから、出来上がってくるものは違うように見えますけ

れども、作家というものはどんな立場であれ、自分がもの

を作るわけですから、それなりの、自分独自のものが出来

ない時には作家とは言えないのではないかと。それが主

観的であれ、客観的であれ、そういうふうにものを考えま

す。準客観的というのはね、あり得ないと思うんですよ。準

客観的なというのはあまりにも無責任な言い方だと思う

んです。ですから、それはあり得ないんですけれども、準客

観的になろうとすることはできると。そうするとそれなりの

作品ができるし。それからその一つの客観をいかに主観

的に捉えるかという、それをどう主観的に表現するかとい

うことは、作家の基本的な考え方のなかにありますよね。

それをどのように表現できるかという能力の問題とも強く

関わるんですが。これは誰の作品かと分かるような作品と

いうものは、客観的なものであれ、あるいはドキュメンタリ

ーのようなものであれ、主観的なものであれ、シュルレアリ

スティックなものであれ、やはり作家というものが全く無くな

るなんてものはね、あり得ないんだ。全く無くなるような世

界ができたらすごいなと思うんですね、でも、その人を写

真家と呼ぶべきかどうかね、そういうことも問題があると思

うし。どんな作品を作るのもね、全く自由だと思いますし、

やっぱりこれがこんな人の作品だな、この人じゃないと表

現できないなというようなことがない限り、作品という名前

にはならないんじゃないかと思います。

 

金子：はい、今、参加者の方から、VIVOのその当時の思

い出に残る、印象に残る写真集ってありますか？というこ

とから、細江先生からエルスケンの話をいただいたんで

すけれども、川田先生、その時代、その頃としては何かあり

ますか？具体的な思い出として。

 

川田：もちろんね、ウィリアム・クラインとかですね、エルスケ

ンとか、今でもどこかに引っかかって残っていますね。け

れども、僕はむしろ、写真家の撮ったものじゃなくて、ジョ

ージ・ケペッシュ（György Kepes）が出した、『The New 

Landscape in Art and Science』、新しい科学の風景、ア

ーツ・オブ・風景、あれはね、イメージの宝庫だと思いまし

たね。トータルなイメージをふんだんに含んだヴィジュアル

な本だと思いました。それは僕がいまでも忘れられない

「枕頭の書」だったわけです。

 

丹野：外国の本はあまり見ませんでしたね。少なかった

んですよ。我々が見なかったのかも知れません。それより

も、6人が皆異星人みたいなところがありまして、そっちの

ほうがすごく面白くて、何て言うんですか、興味がありまし

たね。ですから、外国のほうに目がいかなかったのかも知

れません。それと、後になってみてですけど、東松君がヨネ

と言ったように、結果的に、やっぱり、ヨネでしたね。日本

的ですねけっこう。今になってみてね、そう思いました。

 

金子：VIVOはやっぱりヨネであったという結論めいたお

話が丹野さんのほうから出たところで、時間を予定より少

し過ぎてしまいましたが、本当に今日はまさに、貴重な、と

言っていいお話を、直にお聞きすることができました。丹野

先生、細江先生、川田先生、今日は本当にありがとうござ

いました。

 

（会場拍手）

- Fin.

*丹野章氏は、2015年8月に急性肺炎にて逝去されまし

た。享年89歳でした。謹んでご冥福をお祈りするとともに、

本アーカイブスの編集・公開に快くご協力いただいたご遺

族、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

© 2016 Fine-Art Photography Association. 

All rights reserved.
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2001年桜井秀撮影　写真提供：丹野章　 Photo by Shu Sakurai, 2010   Image courtesy Akira Tanno

スピーカー紹介

細江英公（写真家）
1933年山形県生まれ。54年東京写真短期大学（現東京工芸大学）卒業。57年に参加したグループ展『10人の眼』を機に川田喜久治、佐藤明、丹野
章、 東松照明、奈良原一高と共に写真家集団「VIVO」を立ち上げ、当時主流のリアリズム写真運動に対抗しより私的かつ主観的な写真表現を展開し
た。50年代 より人物の描写に重要な成果を残し、代表作に『おとこと女』(カメラアート社、1961年)、『薔薇刑』(集英社、1963年)、『鎌鼬』(現代思潮社、 
1969年) 他。2003年、英国王立写真協会より創立150周年記念特別勲章を受章。2007年、写真界のアカデミー賞といわれる『ルーシー・アワード』（米）
のビ ジョナリー賞を日本人で初めて受賞。同年文化功労者として顕彰された。東京工芸大学名誉教授、1995年より清里フォトアートミュージアム館長。

川田喜久治 （写真家）
1933年茨城県生まれ。55年立教大学経済学部卒業。同年新潮社に入社し『週刊新潮』の創刊時よりグラビア撮影などを担当する。57年、第１回『10人 
の眼』展（小西六フォトギャラリー）へ出品。59年に新潮社を退職しフリーのカメラマンとなり、初個展「海」（富士フォトサロン）を開催。同年、佐藤明、 丹野
章、奈良原一高、東松照明、細江英公らと共に「VIVO」を結成する。61年に個展『地図』（富士フォトサロン）を開催。1965年に最高傑作と言わ れる写真
集『地図』(美術出版社、1965年)が出版され、2005年には復刻版が月曜社より出版された。

丹野章（写真家）
1925年東京都生まれ。49年日本大学卒業。51年からフリー。57年『10人の眼』展に「サーカス」を発表。59年に川田喜久治、佐藤明、細江英公、東松照
明、奈良原一高と共に「VIVO」を結成。炭坑、基地、沖縄、40年目の広島など発表。その後壬生狂言、「日本の風土」シリーズ撮影。公募写真展「視点」
を創設。日本写真家協会常務理事、文化庁著作権審議会委員、日本リアリズム写真集団理事長などを歴任。（協）日本写真家ユニオン顧問、 （社）日本
写真家協会名誉会員、日本舞台写真家協会名誉会員。2015年8月、急性肺炎で死去。享年89歳。

金子隆一（写真史家、写真集コレクター）
1948年東京都生まれ。72年立正大学文学部地理学科卒業。60年代末から写真集に興味を持ち、70年代に入り写真集を買うことを自分のミッションと
して位置づけ、それによって「写真」を撮ることではなく「写真」に関わる方法を模索する。80年代から写真関係資料のコレクションをベースに、写真史研
究を本格的に始める 共編著に『日本写真史の至宝』（国書刊行会、2005年～2007年）、共著に『日本写真集史1956～1986』（赤々舎、2009年）他多
数。元東京都写真美術館学芸員。武蔵野美術大学非常勤講師、東京綜合写真専門学校理事長。


