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─ 1950 年代を中心に
木村 一貫（新潟市歴史博物館 学芸員）

１．対照としての中俣と小林

た作品として強い存在感をもっているからに他ならない。

このたび地域映像アーカイブの企画により、新潟市歴史博物

中俣がアマチュア時代を卒業し、県観光課勤務となったそ

館が所蔵する小林新一（1917-2012）の写真資料と、中俣正義

の年に、写真の世界に入門してきたのが小林だった。小林は

（1918-1985）の写真とを合わせて展示するという興味深い試

新潟港工事事務所に写真係の仕事を得て、海岸決壊や地盤沈

みに参加させていただいた。

下を取材しながら、写真家への道を模索したのである。プロ

折しも新潟市歴史博物館で、4 月に小林新一の写真フィルム

転向のきっかけは 1959 年、地盤沈下問題をとりあげた記事が

を検証する展覧会を開催したところだった。小林のご遺族から

雑誌の巻頭グラビアを飾ったことだった。以後、中央のグラフ

フィルムの寄贈を受け、小林の仕事と昭和 30 年代の新潟の歴

誌などに膨大な量のグラビア記事を発表していった。

史を回顧したのである。

写真は絵画の模倣ではなく、現実と直結する自立した存在

小林は、自身をフォト・ジャーナリストと呼び、芸術家では

であることは、中俣にせよ小林にせよ、戦後にデビューした写

ないと認識していた。ある出来事や話題を取材し、写真と文

真家たちの共有認識だった。ならば、中俣と小林のわずかな

章で「記事」をつくることが仕事だったからである。それにして

デビューの差に、ふたりの写真を分かつ要素があったのでは

も小林の写真を展示するのは、思いのほか厄介だった。写真

ないだろうか。

はどれも記事として組まれるべく撮られたルポルタージュである
ため、そこから一枚を抜き出して「展示」をした途端、文脈と
のつながりを絶たれた単体写真が孤独を主張するのだ。その

２．
『カメラ』の時代

ため新潟市歴史博物館の展覧会では、写真を生の「群」とし

戦後の新潟市には「新潟写真倶楽部」という同好会があり、

て提示する方法を試みたのであるが、いっぽうで、小林を他の

アマチュア写真家が集まる場になっていた。1951 年前後には

写真家と一緒に展示した場合、どんな効果が生まれるのかは

中俣や小林もこれに顔を出していたが、この「写真倶楽部」は

気になっていた。

軟焦点を特徴とするピクトリアリズム
（絵画主義）の傾向にあっ

その相手として、中俣正義はベストの写真家であろう。二人

た

(1)

。このことが「リアリズム写真」の洗礼をうけた若者たち
(2)

はともに、アマチュア時代に濱谷浩（1915-1999）に私淑した

の不満を募らせ、中俣、小林をはじめ古沢只次

いわば兄弟である。しかも、生前小林は自分の年齢を７歳もサ

田辺利雄、小川小城の 6 名で「新潟写真作家集団」を結成し

バをよんでいたが、実際はほぼ同い年だったのである。ただ、

たのだった

ふたりの写真は、対照的といえるほど性格がまるで違っている。

を重ねる実力者たちで、何より濱谷と交流をもつことを励みにし

中俣は、終戦後まもなく新潟交通公社、新潟鉄道局業務部

たのだった

(3)

(4)

、市川修次、

。参加した 6 名は、いずれもコンクール等で入選

。当時濱谷は、高田を拠点に新潟県内を取材して

の嘱託を経て、大和百貨店の写真材料部に勤務。1950 年に

いた時期であり、彼が新潟市を訪れる機会をとらえて接触した

県観光課の職員となった時には、新潟を代表する写真家になっ

のだった 。1955 年に小林百貨店で開かれた「第二回新潟写真

ていた。彼の写真では、魚沼や頚城、佐渡の祭りや民俗伝承

作家集団作品展」には濱谷も友情出品をしている。

を主題にした作品が特に知られているが、それらが観光ガイド

中俣と小林はともにストレート写真を手段とし、濱谷に私淑

ブックや新聞記事、写真集、展覧会などでたびたび紹介されて

する写真家の卵という点では確かに同胞だった。ただ、前述の

きたのは、風土的特徴を一点に凝縮させたイメージが、自立し

ようにキャリアは中俣が先んじていた。その先輩と後輩の関係
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をあらわしているのが、
『カメラ』の月例コンクールである。
アルス発行の『カメラ』は、当時は写真家予備軍の必読誌

いう。そこで濱谷は、撮影行為の社会性と目的の意識をもつよ
うに説いているのだが

(8)

、この指摘がその後の小林の写真に

といわれ、その月例コンクールへの入選をめぐって全国のアマ

決定的な方向性を与えたことは間違いないだろう。小林は「乞

チュア写真家がしのぎを削った雑誌である。中俣と小林もこ

食写真」が氾濫する真っただ中に月例コンクールに挑戦して

こで華々しい成績をあげて注目されたが、ふたりの活躍時期は

いったが、濱谷の指導のあと、うわべだけで対象を選ぶ安易

一度も重ならなかった。中俣は、戦後同誌が復刊してまもなく

な態度とは一線を画し、被写体の「背後にある社会」に関心

1947 年 1 月号で初入選し、1950 年 12 月号をもって「月例」

を向けていった様子がうかがえるのである。

を卒業した。対して小林が初入選したのは 1951 年 2 月号だっ
た

(6)

。くしくも同号には、ひと足早く「月例」を卒業した中俣

たとえば「休日」と題する作品は、その店がなぜ閉まってい
るのかを（濱谷浩選、1951 年 9 月号）、
「サンドウィッチマン」

のグラビア記事が掲載されている。プロ・カメラマンへの登竜

は男の生活状態を（木村伊兵衛選、1953 年 9 月号）、みる者

門だった『カメラ』を、中俣は 1950 年に卒業、小林は 51 年

に想像を促すのである。技術的には未熟と再三指摘されたが、

に入門した世代だったのである。

小林は作画に執着することよりも、その被写体をとりまく固有

1950 年代といえば、同誌の選者に土門拳（1909-1990）が

の社会的環境に関心を向けていったのだった。やがてその発

就任し、その説得力ある文章がリアリズム写真の大きな潮流を

表形式が、複数の写真で伝える「組写真」のスタイルをとって

形成した時代だった。ただ、土門が「社会的リアリズム」とい

いったのは自然なことだった。
『カメラ』の月例写真が「組写真」

う独自の概念を立て、生活や社会の現実に即したモチーフを

を意識的に扱うのは 1953 年以降のことであるが、これに小

強調する姿勢を強めるのは 1951 年末以降のことであり、選評

林はすぐに反応し、報道写真や構成的な作品を断続的に試み、

が始まった当初、土門は写真の造形的な可能性に軸足をおい

応募していった。そこでは写された物や人物そのものではなく、

ていたのである

(7)

。中俣は、写真におけるリアリズムを造形

上の問題としてとらえ、その完成度を高めることで自立できた
世代といえるだろう。
いっぽう小林の立場はより複雑だった。目の前の現実を撮る

複数のイメージがほのめかす「背後の何か」が、作品の主題に
なっているのである。
いっぽう、同じく『写真の教室』の 1952 年 1 月号には、中
俣が執筆したコラムが掲載されている。ゲレンデや村の風景、

ことを絶対条件とする土門の姿勢が、多くのアマチュア写真家

正月行事といった冬のモチーフを紹介し、撮影の留意点を解

たちに矮小化して広まり、傷痍軍人や娼婦を写せばリアリズム

説した内容である。ここで中俣が強調しているのは、モチーフ

になるといったいわゆる「乞食写真」の氾濫を招いていたから

としての雪山の魅力と、それを作品化するための周到な準備で

である。その氾濫の中で入門した小林は、リアリズム写真
「以後」

ある。ただ中俣は、何を「魅力」と感じるかは撮影者次第だ

に活路を見いださなければならなかったのである。

と認めており、それらを「傑作」に近づける適切なアプローチ
を解説しているのである。
この解説は、中俣の仕事ぶりそのものでもあっただろう。彼

３．リアリズム以後
この時期の中俣と小林の立場の差を示す記事が、
『カメラ』

の行事を主題にしたものが多いが、そうした強い固有性をも

の姉妹誌、
『写真の教室』に掲載されている。一つは、濱谷浩

つモチーフでありながら、中俣の写真は地域や時代をこえた、

が新人写真家として小林を紹介した文章（1951 年 8 月号）で、

ある種の郷愁を覚えさせるのだ。ここに働いていたのは、特殊

もう一つは「冬の魅力－雪のあるモチーフ」
（1952 年 1 月号）

なものから普遍性を取り出そうという、モダニストの造形感覚

と題する中俣執筆の解説記事である。

に他ならない。

濱谷の紹介文によれば、当時の小林は「長屋もの、浮浪者
もの」といった「流行のリアリスト振つた写真」を撮っていたと
9

の写真には、魚沼や佐渡など限定された地域の、それも特定
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４．普遍性と特殊性
小林のグラビア記事「沈む大地」が『中央公論』に掲載さ
れたのは1959 年 3 月号だった。これを機に小林はプロに転向。
中俣に 10 年遅れてのアマチュア卒業となった。その後小林は、
新潟県内の話題を中心に、自ら文章も執筆するフォト・ジャー
ナリストとして、複数の写真、複数のページで構成されるストー
リー性のある写真記事をなりわいにしていくことになる。
いっぽう中俣は、本業が象徴するように、県内各地で撮影
した写真を、観光ガイドブックや写真集などの媒体で発表して
きた。彼の写真は、特定の場所や風俗と呼応しながらも視覚

（左）小林新一「花を売りに来た少女」
『写真の教室』1951 年 8 月号

イメージとして自立した存在であり、そのため写真単体でさま

（右）中俣正義「冬の魅力 雪のあるモチーフ」
『写真の教室』1952 年 1 月号

ざまなメディアに使用されることが多かった。
新潟県内の特定の地域をテーマにしたことは、確かに中俣

【註】

と小林の共通点である。しかし、アプローチは対照的だった。

1.

中俣は特殊なモチーフに普遍性を与え、小林は特殊さの背景

2.

のちに三富康嵩に改姓名。

にある事情を追求したのだった。こうした両者の違いは、たと

3.

小林新一「中さんと私」
『空と海と人と－中俣正義写真選集』

えば 1965 年にそれぞれ佐渡の「トキ」を取材した仕事に鮮明

4.

「くらぶめぐり：新潟写真作家集団」『カメラ毎日』1955 年

5.

「裏日本」の撮影のために新潟市松浜を訪れた濱谷に中俣、

にあらわれている。中俣は、取材フィルムのほとんどを使って
トキの微妙なしぐさを執念深く撮影したが

(9)

かった

月 20 日。

郷土出版社、1995。
12 月号。

、小林はトキの

取材に行ったにもかかわらず、トキそのものをほとんど撮らな

小林、市川らも同行している。
6.

。中俣は、幻といわれるまでに減少した鳥の悲哀を
7.

きたわけではない。中俣は「失われていくものへの郷愁」

と

自身の写真を語ったが、このことは、小林の報道写真にも実
は通奏低音として響いているのだ。それは、自然とともに生き

西 村 智弘『 日本芸 術写 真 史：浮世 絵 からデジカメまで』
pp.297-298、美学出版 、2008。
木村一貫「再考・小林新一

─フィルムの行間が語るもの」

『報じられなかった写真 昭和 30 年代─写真家・小林新一

とはいうものの、ふたりは決して交わらない平行線を歩いて
(11)

第９号』新潟市歴史博物館、

2013。

8.

人間の姿を描こうとしたのである 。

木村一貫「新潟写真作家集団と戦後リアリズム写真」『新
潟市歴史博物館研究紀要

(10)

語ろうとしたのだが 、小林は、幻の鳥の出現に右往左往する

「第二回新潟写真クラブ展」評『夕刊新潟日報』1952 年 2

の 820 カット展図録』新潟市歴史博物館、2013。
9.

「トキの生態」『越後路の四季いまむかし』p.15、朝日新聞
新潟支局、1979。

10.

小林新一「下界に降りた幻の鳥」
『文藝春秋』
1966 年 4 月号。

11.

中俣正義「はしがき」『雪国と暮らし』国書刊行会、1977。

てきた人間の暮らしぶりへの愛、と言いかえてもよいだろう。
それを記録する手段として、写真の力を信じ続けたふたりは、
やはり同じ血筋の兄弟だったのである。
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