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專題　當代影像的感覺結構：集置、編排與系列性

要旨

1960年代初頭の日本で始まったパフォーマンス・アートは若い写真家たちの興味を引き

つけた。そのなかでも、平田実(1930- )と羽永光利(1933- 1999)は、単に周りで起こったこ

との受動的な記録者というより、既存の美術制度の外側で路上パフォーマンスを敢行し

た美術家の「共謀者」（富井玲子）として、美術史的に論じる価値がある。〈ハイレッド・

センター〉の記録で知られる平田は、筆者が「儀式派」と呼ぶ〈ゼロ次元〉らのパフォー

マーの行動を追い、都市空間に介入する美術家の行動が引き起こす思いがけない状況

や観衆の反応に注目した。羽永は、舞踏、ヒッピーの生活、政治デモなどの多様な身体

表現に魅せられていた。それは単に彼自身が障碍者であったからだけでなく、自然的・

社会的な規範から身体�いかに逸脱していようとも、人間の生身の身体の可能性を信じ

ていたからであるし、また日本の伝統的な大衆芸能の可能性を再活性化することを求め

たからである。平田における、国家と資本主義の要求から人間の存在を解放しようとす

る夢、羽永における、芸術を通して、周縁化された人々に共感し、その人々を社会に位置

づけようとする努力は、美術と舞踏における1960年代の対抗文化の精神が、1970年代以

後の彼らの写真活動にも生きつづけていた証左なのだ。

—

關鍵字：1960年代対抗文化、パフォーマンス・アート、儀式派、舞踏、平田実、羽永光利
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摘要

1960年代初期發生在日本的行為藝術（performance art），引起了年輕攝影家們的興
趣。其中特別值得一提的是平田實（1930- ）與羽永光利（1933-1999），他們並非周
遭事件的被動記錄者，而是那些敢於在既有美術制度之外、在街道上從事行為藝術的

藝術家們的「同謀」（富井玲子），值得放在美術史中討論。以對「High Red Center」
的記錄廣為人知的平田實，追蹤「零次元」（筆者稱之為「儀式派」）的performance
行動，把目光放在介入都市空間的藝術家們所引發的、難以預期的狀況，以及觀眾的

反應。羽永光利則深受舞踏、嬉皮的生活、政治示威等等多樣化的身體表現所吸引，

那不只因為他本身是一位身障者，更因為他相信人類活生生的身體，具有跳脫自然規

範、社會規範之可能性，同時也因為他追求日本傳統大眾藝能可能性之復甦。平田實

的夢想，是讓人類從國家與資本主義的要求下解放出來；羽永光利則努力透過藝術，

和被邊緣化的人們產生共鳴，為他們在社會中找尋定位。1960年代藝術與舞踏中的對
抗文化精神，在1970年代以後仍然留存在他們的攝影活動中──這是最佳佐證。

—

關鍵字：1960年代對抗文化、行為藝術、儀式派、舞踏、平田實、羽永光利
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美術史におけるパフォーマンス写真家の評価

本論は1960年代の日本における美術家によるパフォーマンス（performance art）を

記録した写真家を、被写体となった美術家たちと同等の表現者として評価し、美術史上に

位置づけることを目的としている。

これまでパフォーマンス写真家はほとんど美術史研究の対象になってこなかった。そ

の理由の第一は、美術家が自分の書いたパフォーマンス史の挿図に記録写真を使うとき

でも、しばしば写真家名がクレジットされず、撮影者がわからないことも多かったからであ

る。第二に、プロ写真家が撮った写真が週刊誌などに掲載されても、それが写真家の自己

表現であるのか、スキャンダラスまたは煽情的な写真による販売促進のためなのか区別で

きないからである。第三に、継続的・主体的にパフォーマンスを撮った写真家の作品でも、

展示されたり図録に掲載される場合は「資料」扱いで、美術家の「作品」からは二義的なも

のとみなされてきたからである。第四に、これらの写真家の写真を、独立した「作家artist」と

して論じるために必要な、個々の写真家の作品歴を通覧する機会がほとんどなかったから

である。

しかしここ10年の間に少しずつ状況は変化した。特筆すべきは、平田実が、〈ハイレッ

ド・センター〉や〈ゼロ次元〉などのパフォーマンスの写真を2冊の写真集『超芸術　前衛美

術家たちの足跡1963-1969』（三五館、2005年）、『ゼロ次元　加藤好弘と六十年代』（河出

書房新社、2006年）として刊行したことである。写真のデータが美術史的検証を経ていな

い難点はあるが、これら平田の写真集は、1960年代前衛美術の最先端を撮り続けた写

真家の存在を広く知らしめ、2010～11年には彼の写真50点が東京都現代美術館に「二次

資料」として収蔵された。〈ゼロ次元〉に代表される「反芸術パフォーマンス」の流れをたどっ

た拙著『肉体のアナーキズム　1960年代・日本美術におけるパフォーマンスの地下水脈』

（grambooks、2010年）も、この動きに何らかの役を果たしただろうが、この本に収録する予定

であった写真家論は同書の作業の膨大さのために断念していた。このたび『台北市立美術

館学報』のおかげでその欠落を補えるようになったのだが、ちょうど羽永光利の残したフィル

ムがご子息の太朗氏とその有志1によってスキャンされ、2014年3月に一部が公開されたこと

も、「パフォーマンス写真家」を本格的に検証し評価していくにはいいタイミングとなった。

1960年代パフォーマンスを継続的に撮った写真家としては、前述の平田実（1930～）

と羽永光利（1933～1999）のほか、吉岡康弘（1934～2002）、原榮三郎（1935～2004）をあ

  1　 羽永太朗、稲垣明彦（写真コレクター）、青山│目黒（東京のギャラリー）、ぎゃらり壺中天（名古屋）による羽永光利写真のデジタル

化プロジェクトは「トータル・リコール　羽永光利の仕事」として2014年3月7~9日のアートフェア東京で初公開された。
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げたい。吉岡2は怜悧な視線によるエロスの解体と大島渚映画の撮影、原3は幅広い商業

写真とポップ感覚により、対照的な作風であるが、二人に共通するのは、他作家のパフォ

ーマンスの写真を自分の表現に引き寄せる作家性の強さと、趣味人的な余裕である。また

1970年代に吉岡は裸体の撮影をやめてしまい、原がTVタレントや画家としても活動して

いったのに対し、以下に述べる平田と羽永は1970年代以後も日本社会の周縁部に関わり

続けたのである。

平田実～身体は風になって

〈ハイレッド・センター〉の『首都圏清掃整理促進運動』（1964年）の記録として、白衣の

メンバー全員の路上清掃と、そこに視線を投げて通り過ぎるサラリーマンを１カットに凝縮し

た写真は、1960年代美術史上の記念碑的な写真である4。

この写真を撮った平田実（図1）は経済的に恵まれていない家庭に育ち、国会（貴族

院）の速記者として生計をたてる。その間もおさえがたい表現への欲求から美術やモダン

・ダンスを学んだ。写真は独学である。のちファッション雑誌の記者となり、速記による口述

記録、執筆、写真という能力を生かすことができた。米国のNANA通信社のための取材を

   2　吉岡康弘『アヴァンギャルド60's』、新潮社、1999年。

   3　Arita Media Project編『原榮三郎回顧展』、原榮三郎回顧展実行委員会、2010年。

  4　非常によく知られた写真なので多くの図録やウェブサイトに掲載されているが、中国語文献では下記に掲載。黑達賴兒（林暉鈞譯）

「日本戰後美術之表現／行為──從報導繪畫到万博破壞共鬥派（第二版）、『芸術観点』47、臺南藝術大学、2011年7月、p.14。

図1 平田実（黒ダライ児撮影、2014年1月）
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おこなう過程で、モヒカン刈りとボクシング・ペインティングで知られつつあった篠原有司男

と知り合い、彼が属していた〈ネオ・ダダ〉グループや、1960年代前衛美術・文化の主役とな

る人 と々の交友を広めていき、『週刊大衆』『週刊アサヒ芸能』『週刊新潮』などに美術史的

に重要な写真記事を掲載することになる。

平田はパフォーマンス撮影において、行為者も記録者も予想しなかった事態との出

会いを楽しんでいた。草月会館の舞台上の公演を撮ることもあったが、その本領は、想定

外の事態が起こりやすい路上の行為の記録である。富井玲子が指摘したように5、彼は「決

定的瞬間」よりも出来事の全過程を撮ることを好んだ。前述の『首都圏清掃整理促進事

  5　 Tomii Reiko, Hirata Minoru: A Photographer of “Art in Action” and Beyond, unpublished manuscript, 2012（抜粋はタカ・イシイギャラリー 

フォトグラフィー／フィルムでの「平田実　『ACTION, the 1960s』」（2014年4月25日～5月31日）図録に掲載。

図2　平田実「《ミューズ週間》における〈ゼ

ロ次元〉の儀式」、1965年12月18日、

目黒か（東京）　©平田実 Minoru 

Hirata, Cour tesy of Taka Ish i i 

Gallery

図3　平田実「映画『いなばの白うさぎ』に

おける〈ゼロ次元〉の儀式」、1970年

3月15日、九十九里浜（千葉）　 

©平田実 Minoru Hirata, 

Courtesy of Taka Ishii Gallery
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業』のショットであれ、奇矯な格好をした〈ゼロ次元〉の住宅街での行進（図2）であれ、観客

＝通行人の動きや表情を行為者と同じショットにおさめている。路上パフォーマンスは、作

家（行為者）の友人や共感者にしか記録されないことが多いため、作家の意図が神話化さ

れてしまうおそれがあるが、平田の写真は観客や周囲の状況をとらえている点でも貴重な

のである。

平田の撮ったパフォーマンス写真には、彼自身で撮影用に仕組んだものも少なくな

い。マスコミ受けのために女性モデルを連れてきるような平田の介入を嫌う作家もいたが、

当時の美術家のなかでもとりわけマスコミを積極的に利用した〈ハイレッド・センター〉や〈ゼ

ロ次元〉にはこのような平田の関与は歓迎されるものだった。彼は単なる受動的な記録者

ではなく、「仕掛け人、または共同制作する共謀者」（富井玲子）だったのだ。〈ハイレッド・セ

ンター〉が短期で終息したため、平田が最も長くかつ深い関係を続けたのは〈ゼロ次元〉で

ある。このグループがマスコミで有名になる以前の1964年から、1969年に〈告陰〉他の作家

と合体した〈万博破壊共闘派〉6、その後の映画撮影用の儀式（図3）や名古屋での行動に

至るまで、平田は撮り続けた。〈ゼロ次元〉や〈告陰〉との同志的な連帯感は、〈共闘派〉が逮

捕される前に警察の取り調べをうけながらも、写真を警察に渡さずに作家たちを守ろうとし

たことにも表れている。

その一方、興味深いことに、平田はモダン・ダンスを学びながらも、羽永光利が生涯追

い続けた舞踏をあまり撮っていない。〈ゼロ次元〉でも防毒面、脚絆、布団などの凝った仕

掛けを使うものには興味を示さなかった。つまり平田は、白塗りの顔に非日常的で過剰な

扮装・動作による舞踏の「異形の肉体」ではなく、素のままの身体が、都市の日常のなかで

引き起こす事件・波紋・反応のほうに関心があった（図4, 5）。繁華街で「万歳」を集団で叫

ぶだけの「万歳党」（図6）のように、普通の若者たちの単純な行為が、都市空間からの解放

と一時的なコミューンを成立させる可能性に期待しつづけたのである。

平田は、1967年の取材をきっかけに、原生的な自然とコミュニティを残す「琉球」（沖

縄の古名）に魅せられ、毎年沖縄に通うようになり、『平田実・沖縄写真集　うるま』（読売新

聞社、1975年）に結実する。この本は保守系の大新聞社から、しかも沖縄国際海洋博覧

会（1975-76年）という、沖縄復帰を祝う名目で本土の巨大企業が沖縄の社会も自然も破

壊していった国家イベントとの関連で出版されたものである。そのためもあって、同書のほと

んどは海、陶芸、踊り（図7）、闘牛、伝統服の女性など、異国的で観光客を誘うようなショッ

トで占められる。しかし沖縄が本土の「植民地」であり続けた歴史と、本土復帰に伴う乱開

  6　 〈万博破壊共闘派〉については注４の文献参照。
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発の問題を理解していた平田は、目立たないモノクロページのなかに、サンゴ礁や海岸を

破壊し漁民の生活を蹂躙する工業開発を示す写真を挿入し、国家、企業、メディアへの無

言の抗議をこめている（図8）。

平田の1970年代から現在も続く、沖縄と並ぶテーマに、ハンググライダー、パラグライ

ダー、熱気球という、高度な機械・技術に頼らずに人間が空を飛翔するスポーツがある。自

らハンググライダーの技術を学んで飛行し、上空からの風景や、地上をはるか離れて飛ぶ

・浮かぶグライダーや気球を撮影し、数冊の写真集を刊行している。一見趣味的にもみえ

るこれらのスカイスポーツ写真にも、彼の活動歴のなかでみれば、平田の思想がこめられ

ている――国家と国境を超える身体の可能性への信頼である。

図4　平田実「〈ゼロ次元〉の正装入浴儀式」、1964年12月か、目

黒（東京）の銭湯　©平田実 Minoru Hirata, Courtesy of 

Taka Ishii Gallery

図5　平田実「〈集団蜘蛛〉〈集団“へ”〉のハプニング」、1970年

2月26日、福岡　©平田実 Minoru Hirata, Courtesy of 

Taka Ishii Gallery

図6　平田実〈万歳党〉、1970年か、江の島海岸　©平田実

Minoru Hirata, Courtesy of Taka Ishii Gallery
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図7　平田実「糸満ハーリー祭」、1971

年　（『うるま』掲載）　©平田実

Minoru Hirata, Courtesy of 

Taka Ishii Gallery

図8　平田実 題‧撮影年不詳（『うる

ま』掲載とは別写真）　©平田

実 Minoru Hirata, Courtesy 

of Taka Ishii Gallery

北美館學報27期.indd   45 2014/5/30   下午 10:27:39



現代美術學報—27
Journal of Taipei Fine Arts Museum page. 46

專題　當代影像的感覺結構：集置、編排與系列性

羽永光利～異形者の生存を賭けて

羽永光利（図9）は、『舞踏　肉体のシュールレアリストたち　羽永光利写真集』（現代

書館、1983年）が示すように、土方巽、大野一雄、大駱駝艦（図10）、笠井叡らの舞踏の写

真で知られる。舞踏は今でこそ世界各地で紹介され文化として公認されたが、羽永の写真

は、1960年の未だ反社会的で周縁的な前衛としての舞踏の異形性を今に伝える。彼が美

術家のパフォーマンスを撮り続けたのも、生産性、規範性、芸術性、健全さなどを逸脱する

肉体への一貫した関心からだろう（図11）。羽永の身体観を理解するには、障碍者としての

彼の人生と、前近代的な身体文化への関心とを考える必要がある。

羽永は少年時代に父親を失い、貧しい家庭に育ったうえ、高校時代に肺結核で肋

骨7本を切除、さらに20代はじめに関節炎を患って膝の皿を除去して、足が不自由な障碍

者として生きることになり、一時的にだが精神障碍にもかかった。その彼は1975年以後、本

州最北端の八戸にある精神障碍者施設・青仁会青南病院（千葉元院長）の活動、特に陶

芸や絵画による芸術療法に深く共感することになる。彼は病院の活動を撮影するにとどま

らず（図12）、同院の芸術療法を支援するために知人の花道家、美術家、舞踏家を同院に

送りこみ、患者の作品を東京で紹介し、同院の活動記録を自費出版している（千葉元追悼

刊行委員会編、写真＝羽永光利、『砂丘への足跡』、徒労舎、1985年）。この本に羽永が寄

せた文章からは、身体や精神に障碍をもつ人々が社会的生活を送ることの困難さを熟知

した者ならではの、この病院が精神障碍者を芸術療法によって生かしていく姿勢への共

図9 羽永光利（羽永太朗撮影、1983年）　撮

影・写真提供＝羽永太朗　Photograph 

by/courtesy of Hanaga Taro

図10 羽永光利「大駱駝艦『天賦典式Ⅱ金魂鳥亞レシアン島八咫』」、1973年、九

段会館（東京　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi／写真提供＝羽永太朗　

Courtesy of Hanaga Taro
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図11 羽永光利「自宅の糸井貫二」、1970年

9月20日、仙台　©羽永光利 Hanaga 

Mitsutoshi／写真提供＝羽永太朗　

Courtesy of Hanaga Taro

図12 羽永光利「青南病院」、撮影年不明、

八戸（青森）　©羽永光利 Hanaga 

Mitsutoshi／写真提供＝羽永太朗　

Courtesy of Hanaga Taro
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図13 羽永光利「《狂気見本市》

における〈ゼロ次元〉の儀

式」、1968年3月13日、本

牧亭、上野（東京） 

©羽永光利 Hanaga 

Mitsutoshi／写真提供＝

羽永太朗　Courtesy of 

Hanaga Taro

図14 羽永光利「〈ゼロ次元〉の

全裸防毒面儀式」、1967

年12月9日、新宿（東京） 

© 羽 永 光 利  H a n a g a 

Mitsutoshi／写真提供＝

羽永太朗　Cour tesy of 

Hanaga Taro

図15 羽永光利「東京都知事選

の秋山祐徳太子」、1979

年、新宿（東京）　©羽永

光利 Hanaga Mitsutoshi

／写真提 供＝羽永太 朗 

C o u r t e s y  o f  H a n a g a 

Taro
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感と、高度経済成長をとげた日本社会が弱者を排除するシステムへの怒りが感じ取れる。

個人史とは別に彼の身体観を支えたのは、自らを「古代妄想狂」（「誇大妄想狂」のも

じり）というように、現代の舞踏、美術、演劇を論じるときにも参照される、前近代的な身体文

化の知識である7。たとえば落語で身体を切断しても生きる人間はシュルレアリスムに、東

北で飢饉に対処するために妊婦が水田につかって堕胎する習慣が土方巽の舞踏に接続

される。特に注目すべきは、一遍上人の「踊り念仏」を日本のパフォーマンスの「始行」「原

質」とし、京都四条河原での「傾奇（かぶき）者」による大道芸が歌舞伎を生み、それが1960

年代のヒッピーの原型であり舞踏にも続くと羽永はとらえていたことである。であるから羽永

が、「河原乞食」といわれた初期歌舞伎の「見世物」としての復権をとなえた唐十郎の〈状況

劇場〉の演劇に共感するのは当然であった。彼が〈ゼロ次元〉を撮った写真はあまり発見さ

れていないが、美術評論家が見向きもしなかったこの1960年代最重要パフォーマンス集

団についてまとまった紹介文を書いたのは羽永だけであり8、都市空間のなかに異界を出

現させる〈ゼロ次元〉を日本の芸能の始原にある「傾奇者」の継承者として特別の共感をも

っていたのだろう（図13, 14）。

このように、中世と現代、芸術と政治と風俗（図15）、芸能と宗教を越境する身体への

関心が最もよく現れた特異な題材として、〈公害企業主呪殺祈祷僧団〉がある。仏教研究

者の梅原正紀が主導し日蓮宗と真言宗の僧侶、学生を含む在家信者らが1970年6月頃

に結成したこの団体は、雲水（禅宗の修行僧）の出で立ちで三重県四日市、岐阜市神岡な

どの、大気や水を汚染する公害を起こした企業の工場前で「呪殺」の題目や観音経をとな

えた9（図16）。興味深いことに、一般人には「ナンセンス」であり、仏教界からも批判されたこ

の行為は、アングラ文化の担い手やヒッピーからも支持を得たというが、羽永を引き付けた

のは、公害被害者という絶対的な弱者のために巨大企業に立ち向かうこの「僧団」の強い

信念と果敢な直接行動であった。

「コンピューターで国家行政に益をもたらさず、税収を伴わず、負担になる弱者たち。

心身障害者、失業者、老人、生活保護受給者、未組織労働者（此等の中には私自身も入

る訳けだが）いずれは人別帖ならぬコン別帖で被差別化されていく」――羽永が『砂丘へ

  7　 羽永は『舞踏　肉体のシュールレアリストたち』のあとがきで、文化学院美術科で「人体美学教室」を教えた西田正秋の「グロテスクの

内に美を発見する」考えについてふれている。羽永は西田から日本の伝統文化の歴史を学び、西田の引率で大野一雄の舞踏公

演や稽古場を訪れたことがのちの舞踏写真につながったとしている。

  8　 羽永光利「今月の訪問　狂気を売るハプニング屋　ゼロ次元」「今月の訪問　ゼロ次元とハプニング戦術」、『映画評論』1968年4~5

月。

  9　 梅原正紀「虐殺の文明を呪殺せよ　公害企業主呪殺祈祷僧団行脚記」、稲垣足穂・梅原正紀編著『終末期の密教　人間の全体的

回復と解放の論理』（産報、1973年）に収録。

ママ
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の足跡』にのせたこの文章は、インターネットが情報強者と弱者を選別し、新自由主義政

策が不安定な非正規労働者を増大させた現在の日本にもそのままあてはまるのではない

だろうか。

身体のユートピアを求めて

平田と羽永がパフォーマンスを撮った他の写真家と区別されるのは、二人とも経済的

に恵まれない家庭に育ち、写真家として生計をたてながらも、マスコミも無視した対抗文化

の行為者と運命を共にすることも辞さない真摯さをもって写真を撮り続けたことである(図 

17)。彼らは1960年代の安保闘争やベトナム反戦運動、全共闘運動に直接関与することは

なかったものの、反体制・反近代のみならず反エリート的で民衆の自発的な表現としてパフ

ォーマンスをとらえていた。そのために、その行為が芸術上のどのジャンルに属するかも、ア

図16  羽永光利「公害企業主呪殺祈祷 僧団」、

1 9 7 1 年 、四日市 （ 三 重 ） 　 © 羽 永 光 利 

Hanaga Mitsutoshi／写真提供＝羽永太

朗Courtesy of Hanaga Taro

図17 羽永光 利　投石する学 生を正面か らとら

えた写真（場所、年代不詳）　©羽永光利 

Hanaga Mitsutoshi／写真提供＝羽永太

朗 Courtesy of Hanaga Taro

北美館學報27期.indd   50 2014/5/30   下午 10:27:42



page. 51
身体のユートピアを求めて　1960年代日本のパフォーマンス写真家たち

追求身體的烏托邦：1960年代日本的行為藝術攝影家

マチュアであるかプロであるかも、芸術という意識があるかないかも違いはなく、芸術も反

芸術も、風俗も政治も芸能もひっくるめて、資本主義的な効率性や都市空間の合理性か

らの人間の解放を求めるすべての行為が撮影の対象になったのである。彼らは、「パフォー

マンス」どころか「ハプニング」という言葉さえなかった時代に、ごく少数の人しか見ることのな

かった、名付けられない路上の身体表現を記録していった。それは速報性とスキャンダル

を求める週刊誌のニーズと合致し、富井玲子が平田について評したように、美術家と社会

を結びつける「パフォーマンス・アートとの共生的な歴史的主体」として働いたのである10。

1970年代になると、国際美術展、美術館企画展、先端的な表現を対象としたコンクー

ルなどによって次第に「現代美術」という制度が確立されていく。それに伴い、美術家によ

るパフォーマンスも、ギャラリー内の知的エリート向けの観念的なものになっていく。その一

方で、1960年代の若者の対抗文化も、企業がお膳立てしてマスコミがカタログ化した消費

文化に吸収されていく。その1970年代、平田は沖縄に、羽永は東北（青南病院）へと向かっ

た。「南」と「北」と方向は反対ながら、この二人は、1960年代に出会った美術家や舞踏家が

求めた、絶対的な自由と平等が実現される身体のユートピアを、国民国家の周縁に追求し

続けたのである。

本論の執筆および写真掲載のためご協力いただいた、平田実、細谷修平、菊竹寛、富井玲子、羽永太朗、稲垣明彦

各氏に感謝いたします。

略歷 

黑ダライ児

1961年東京生まれ。福岡在住。著書「肉体のアナーキズム 1960年代・日本美術におけるパフ

ォーマンスの地下水脈」（grambooks、2010年）

10　 注5参照
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一、藝術史上行為藝術攝影家的評價

本論文的目的，是探討那些記錄1960年代由日本藝術家所進行的行為藝術
（performance art）之攝影家，將他們視為與攝影對象的藝術家們同等的表現者，給
予評價，並為他們在藝術史上尋求定位。

直至今日，行為藝術攝影家可以說從來沒有被當成藝術史研究的對象。第一個原

因是，即使在藝術家自己撰寫的行為藝術史中，引用記錄照片作為插圖的時候，也很

少標示攝影者的名字，使得大多數的照片作者不明；第二，那些在週刊誌刊載的、職業

攝影師的照片，究竟是攝影家自我表現的作品，或是被當作八卦的、煽情的、一種雜誌

促銷的手段，難以區別；第三，即使是那些保有主體性，持續地拍攝行為藝術的攝影

家之作品，在展覽或是出版的場合，也只是被當作「資料」來看待，其重要性被視為次

於藝術家的「作品」；第四點，如果我們要將這些攝影家看作獨立的「作者」（artist）
來討論他們的照片，那麼就需要以編年的方式通覽個別攝影家的作品，但是在過去，

幾乎完全沒有這樣的機會。

然而這10年來，情況逐漸有了改變。特別值得一提的是，平田實（H i r a t a 
Minoru）集結了「High Red Center」以及「零次元」等團體之行為藝術的照片，出
版了兩冊的攝影集，分別是《超藝術：前衛美術家們的足跡1963-1969》（三五館，
2005），以及《零次元：加藤好弘與60年代》（河出書房新社，2006）。雖然這些照片
的資料尚未經過藝術史方法的檢證，但是平田的這兩本攝影集，讓廣泛的世人知道，

曾經有過攝影家持續地拍攝1960年代最先進的前衛藝術。也因為如此，2010-2011年
東京都現代美術館收藏了50件平田實所拍攝的照片，作為前衛藝術的「補充資料」。

本人在拙著《肉體安那其：1960年代日本美術中行為藝術的地下水脈》（grambooks，
2010）中回溯了以「零次元」為代表的「反藝術 performance」源流，或許也對目前的
動向起了助力。這本書原本預定也要收錄攝影家論，但由於該書工程過於浩大，不

得不割愛。此次多虧了臺北市立美術館《現代美術學報》的邀稿，我有機會彌補這個

缺憾。正好羽永光利（Hanaga Mitsutoshi）遺留下來的底片，由他的公子羽永太朗
（Hanaga Taro）與夥伴們 1掃描成電子檔，2014年3月公開了其中的一部份。開始認真

  1　 原註1：這個羽永光利作品的電子化企畫，由羽永太朗、稻垣明彥（照片收藏家）、青山目黑（東京的藝廊）、藝廊壺中天
（名古屋）所共同合作。其成品以「Total Recall：羽永光利的志業」為題，2014年3月7-9日在東京藝術博覽會首次公開發
表。

北美館學報27期.indd   52 2014/5/30   下午 10:27:43



page. 53
身体のユートピアを求めて　1960年代日本のパフォーマンス写真家たち

追求身體的烏托邦：1960年代日本的行為藝術攝影家

檢視、評價「行為藝術攝影家」，現在正是時候。

1960年代持續拍攝行為藝術的攝影家，除了前述的平田實（1930- ）與羽永光利
（1933-1999）之外，我還想舉出吉岡康弘（Yoshioka Yasuhiro, 1934-2002）以及原
榮三郎（Hara Eisaburo, 1935-2004）兩人。吉岡康弘2以他敏銳的視線解體情色，曾

經擔任大島渚（Oshima Nagisa）電影的攝影師；原榮三郎3從事廣範圍的商業攝影，

作品帶有普普藝術的感覺。兩人的風格互相形成對比，但也有共通之處，那就是具有

強烈的創作性格。他們透過攝影，將其他創作者的行為藝術，以照片的形式化為自我

表現的手段。同時，他們都保持著業餘愛好者的從容與餘裕。然而，1970年代吉岡康
弘中止了裸體攝影，原榮三郎則除了攝影之外，同時以電視藝人與畫家的身分活躍。相

對地，平田實與羽永光利在1970年代以後，仍然持續關心日本社會的邊緣地帶。

二、平田實：身體化為風

「High Red Center」的〈首都圈清掃整理促進運動〉（1964）留下了一張記錄照
片：身著白衣的成員全體在路上清掃，一旁的上班族把視線投向他們，從他們身邊經

過。這張濃縮了許多訊息的照片，是1960年代美術史上宛如紀念碑一般的一張照片4。

拍攝這張照片的平田實【頁41圖1】出身並不富裕的家庭，以國會（貴族院）的速
記員作為生計。由於難以壓抑的表現欲求，他在擔任速記員的期間，同時學習美術

與現代舞蹈；攝影的技術則是自修得來的。後來他成為時尚雜誌的記者，擔任速記員

的經驗使他發展出口述記錄、撰稿、拍照的能力。他在為美國的NANA通訊社採訪
的過程中，認識了以莫霍克髮型5與Boxing Painting6著名的篠原有司男（Shinohara 
Ushio），進而認識了篠原有司男所屬的團體「Neo Dada」，並且和許多1960年代前
衛美術、文化重要的人物們成為朋友。也因此，平田實在《週刊大眾》、《週刊朝日藝

能》、《週刊新潮》等媒體所刊載的攝影報導，成為藝術史的重要史料。

  2　原註2：吉岡康弘《Avant-garde 60’s》（新潮社，1999）。

  3　原註3：Arita Media Project 編，《原榮三郎回顧展》（原榮三郎回顧展實行委員會，2012）。

  4　 原註4：因為是非常有名的照片，可見於許多圖錄與網站。 中文文獻則可見於黑達賴兒著，林暉鈞譯，〈日本戰後美術之表
現／行為：從報導繪畫到万博破壞共鬥派〉（第2版），《藝術觀點》，第47期（臺南藝術大學，2011年7月），頁14。

  5　譯註：一種剃光兩側，只留下中間部分的髮型，其名稱來自北美洲莫霍克河谷（Mohawk Valley）的原住民。

  6　譯註：Boxing Painting 是篠原有司男著名的創作方式，不使用畫筆，而將顏料塗抹在拳擊手套上，擊打畫布作畫。
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在行為藝術的攝影方面，平田實喜歡難以預期（不論表演者或記錄者）的事態。

因此，雖然他也曾經拍攝過草月會館舞臺的公演，但是他的看家本領仍然是記錄容易

發生意料外事件的、街道上的行為藝術。如同富井玲子所指出7，比起「決定的瞬間」，

平田實更喜歡拍攝事件的全部過程。不論是前述〈首都圈清掃整理促進事業〉的照片

畫面，或是「零次元」奇裝打扮在住宅區街道的行進【頁42圖2】，「觀賞者－過路人」
的動作與表情，和行為藝術家一起被收錄在畫面裡。大多數街道行為藝術的記錄，只

記錄作者（表演者）的友人、或是對表演產生共鳴的人，作者的意圖容易被神話化。相

對地，平田實的照片同時捕捉觀賞者與周圍的狀況，這一點是相當寶貴的。

平田實所拍攝的行為藝術照片，有不少是他自己為了拍照而設計的場面；為了博

取大眾媒體版面，有時候會自己帶來女性模特兒。雖然有部分作者因此而排斥平田

實的介入，但是當時的藝術家──特別是積極利用大眾媒體的「High Red Center」
與「零次元」──對於平田實這樣的參與毋寧是歡迎的。他不只是個被動的記錄者，

同時也是個「策劃者（proactive）、也是共同製作的同謀（conspirator）」（富井玲子，
2012）。因為「High Red Center」只存在了很短的時間，平田實交往最久、最深的是

「零次元」。從這個團體尚未在大眾媒體出名的1964年開始，歷經1969年他們與「告
陰」等其他藝術家結合的「万博破壞共鬥派8」，其後為了電影攝影的儀式【頁42圖3】
與名古屋的行動為止，平田實持續地拍攝他們的照片。在「共鬥派」遭到逮捕之前，平

田實也受到警方的調查，但是他為了保護藝術家們，並沒有把拍攝得到的照片交給警

方。平田實和「零次元」、「告陰」的同志情誼，可見一斑。

另一方面耐人尋味的是，平田實雖然學習過現代舞蹈，卻幾乎不拍（羽永光利終身

持續拍攝的）舞踏。「零次元」也對使用防毒面具、綁腿、棉被等等這些具有象徵意義

的道具，沒有什麼興趣。換句話說，平田實對於塗白的臉，非日常的、過剩的裝扮與動

作，對於舞踏「扭曲變形的肉體」，並沒有興趣；他關心的是原原本本的身體（不是指

裸體，而是指日常的服裝）在都市的日常風景中引起的事件、漣漪與反應【頁44圖4、圖
5】。他持續期待的，是像「萬歲黨」【頁44圖6】那樣（在熱鬧的街道上，集體呼喊「萬
歲」），普通年輕人單純的行為，帶來都市空間的解放、以及暫時性社群的可能性。

  7　 原註5：Tomii Reiko, Hirata Minoru: A Photographer of “Art in Action”and Beyond, unpublished manuscript, 2012（摘要將刊載於 
Taka Ishii Gallery Photography/Film 所舉辦的「平田實『ACTION, the 1960s』」展覽（2014年4月25日-5月31日）的圖錄
中。

  8　原註6：關於「万博破壞共鬥派」，請參閱原註4的文獻。
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在1967年一次採訪的機緣下，平田實為「琉球」（沖繩的古名）所殘存的原始自

然與社區深深著迷，開始每年造訪沖繩，後來出版了名為《平田實．沖繩寫真集．宇流

麻（Uruma）9》（讀賣新聞社，1975）的攝影集。這本書作為「沖繩國際海洋博覽會」
（1975-76）（以慶祝沖繩歸還日本為名，巨大企業對沖繩社會與自然進行破壞的國
家級活動）關聯出版品，由向來保守的大報社出版，因此全書大部份是海、陶藝、舞蹈

【頁45圖7】、鬥牛、著傳統服裝的女性等等充滿異國風情、以吸引觀光客為目的的照
片。但是平田實很清楚沖繩作為日本「殖民地」的歷史，也理解伴隨著沖繩歸還日本，

所帶來的浮濫開發問題，因此他在不是那麼醒目的黑白書頁中，放入了工業開發對珊

瑚礁與海岸造成的破壞，以及對漁民生活的蹂躪之照片，作為對國家、企業、媒體的

一種無言的抗議【頁45圖8】。

1970年代以降，平田實除了沖繩以外，持續拍攝的主題還有滑翔翼、飛行傘、熱

氣球等，不倚賴高度機械、科技，人類在空中飛翔的運動。他自己也學習滑翔翼，從高

空拍攝地面的風景，或是拍攝同樣遠離地面、飛翔或漂浮在空中的飛行器或氣球，出

版了數冊的攝影集。乍看之下，這些空中運動的照片似乎是只是一種嗜好、休閒活動

的作品，但是從平田實生涯活動的經歷來看就不難理解，其中其實包含了他一貫的思

想──對於身體超越國家與國境的可能性之信賴。

三、羽永光利：賭上異形者的生存

就像《舞踏：肉體的超現實主義者們──羽永光利寫真集》（現代書館，1983）
所呈現的，羽永光利【頁46圖9】以土方巽（Hijikata Tatsumi）、大野一雄（Ohno 
Kazuo）、大駱駝艦（Dairakudakan）【頁46圖10】、笠井叡（Kasai Akira）等人的舞
踏照片聞名。今天舞踏已經被介紹到世界各地，公認為一種文化，但是在1960年的時
候，舞踏是一種反社會的、邊緣性格的前衛藝術；羽永光利的照片，讓我們看到當年

舞踏的異形性。他之所以持續拍攝藝術家的行為藝術，或許也是因為他一貫關心從

生產性、規範性、藝術性、健全性跳脫、偏離的肉體【頁47圖11】。為了了解羽永的身體
觀，我們必需考慮他作為身障者的人生，以及他對前現代身體文化的關心。

  9　譯註：宇流麻是沖繩的古名。
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羽永幼年喪父，成長於貧困的家庭；高中時代由於肺結核的關係，切除了7根肋
骨。過了20歲不久，又因為罹患關節炎，摘除膝蓋骨，成為無法自由行走的身障者，一
時之間甚至因此精神方面也產生障礙。因為有這樣的個人背景，1975年之後，位於日
本本州最北端八戶市的精神障礙療養設施──青仁會青南醫院（院長千葉元﹝Chiba 
Hajime﹞先生）的活動，深深感動了他；特別是透過陶藝與繪畫所進行的藝術療法。
羽永不只拍攝醫院的活動【頁47圖12】，更為了支援他們的藝術療法，將花道家、美術
家、舞踏家的朋友們帶進青南醫院服務，把患者的作品介紹到東京，同時自費出版青

南醫院活動的記錄《走向砂丘的足跡》（千葉元追悼刊行委員會編，羽永光利攝影，徒

勞舍，1985）。這本書收錄了羽永的一篇文章，讓我們看到他是如何熟知身體與精神
障礙者面對社會生活之困難；青南醫院以藝術療法為精神障礙者重新帶來生命力，是

如何讓他感動；同時也流露出他對高度經濟成長的日本社會，排除弱者的體制，是如

何地感到憤怒。

除了個人的經驗以外，支持羽永的身體觀的，還有他對前現代身體文化的知

識10──從他在論述現代舞踏、美術、戲劇的時候，就可以看出來。他甚至自稱「古代 
（kodai）妄想狂」（日語「誇大妄想狂」的諧音）。舉例來說，落語腳本中的超現實主
義（人的身體被切斷，還能生存），東北應付飢饉的風俗（孕婦到水田中墮胎），這些

都在土方巽的舞踏中被延續了下來。特別值得注意的是，羽永認為一遍上人11的「舞蹈

念佛」是日本行為藝術的「始祖」、「原質」，透過京都四条河原「傾奇（kabuki）者」的
街頭表演誕生了歌舞伎，又成為1960年代嬉皮的原型、延伸到舞踏。這樣的羽永，對唐
十郎（Kara Juro）的「狀況劇場」感到共鳴，也是理所當然的：唐十郎把俗稱「河原乞
食」的初期歌舞伎，以「見世物12」的形態重新帶回舞臺。藝術評論家們對1960年代最
重要的行為藝術團體「零次元」不理不睬，雖然我們幾乎找不到羽永拍攝「零次元」的

照片，但是唯一以文章完整介紹他們的，就是羽永光利。13「零次元」在都市空間中創

造出異於日常的世界，可以說是「傾奇者」──日本藝能的始源──的繼承者，所以羽

永對他們特別產生共鳴【頁48圖13、圖14】。

10　 原註7：羽永在《舞踏：肉體的超現實主義者們》的後記中，提到西田正秋（任教於文化學院美術系「人體美學教室」）
「在怪異的內在發現美」的想法。羽永向西田學習日本傳統文化的歷史，同時在西田的引介下，參訪了大野一雄的舞踏公 
演與練習場，成為他後來拍攝舞踏的契機。 

11　 譯註：一遍是日本鎌倉時代中（13世紀）的僧侶，時宗的開山祖。

12 　譯註：「見世物」是展示珍奇事物，以及曲藝、奇術的表演。

13　 原註8：羽永光利〈本月訪談  販賣瘋狂的偶發藝術家：零次元〉、〈本月訪談  零次元與偶發（happening）戰術〉，《映
畫評論》，1968年4月-5月。
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羽永的題材中，最能顯示他對跨越中世與當代，藝術、政治與風俗【頁48圖15】，
藝能與宗教的身體之關心的，就是「公害企業主呪殺祈禱僧團」。這個團體由佛教研

究家梅原正紀（Umehara Masaki）主導，成員包括日蓮宗與真言宗的僧侶、居士（包
含學生在內），成立於1970年6月。他們仿效雲水（禪宗的修行僧）的行腳，在三重縣
四日市、岐阜市神岡等地，造成大氣或水污染等公害的企業工廠前，頌唸「呪殺」與觀

音經14【頁50圖16】。有趣的是，一般人認為他們的行為「無聊」，佛教界也對他們多
所批判，但是他們卻得到地下文化人與嬉皮們的支持。公害受害者是絕對的弱者，這個

「僧團」為了絕對的弱者挺身挑戰巨大的企業，就是這樣堅強的信念與果敢的直接行

動，吸引了羽永光利。

現在的日本，網路篩選出資訊強者與弱者，新自由主義使得不安定的非正規勞動

者不斷增加：

顯現在電腦中，那些不能為國家行政帶來利益、不能增加稅收、造成行政負擔的

弱者們：身心障礙者、失業者、老人、接受生活保護者、無組織勞動者（我自己也

算其中一份子）。這些人不是因為「人別帖15」，而是因為電腦上的資料，日益受到

歧視。（羽永光利，1985）

羽永在《走向砂丘的足跡》中書寫的這段文字，拿來形容今天的日本，再適合不過。

四、追求身體的烏托邦

將平田實與羽永光利，和同樣拍攝行為藝術的其他攝影家區別開來的，是他們的

態度。兩個人都出身貧窮的家庭，以攝影工作維生，但是他們卻願意與那些被大眾媒

體所忽視的、對抗文化的行為藝術表演者命運與共【頁50圖17】，懷著真摯的心，持
續地拍攝。他們雖然沒有直接參與1960年代的安保鬥爭、反越戰運動、或是全共鬥
的運動，但是他們卻捕捉到反體制、反現代、反菁英，作為民眾自發表現的行為藝術。

因此，不論在藝術上屬於哪種分野，不論是業餘或職業，不論行為者是否有藝術的自

14　原註9：梅原正紀，〈呪殺那虐殺的文明：公害企業主咒殺祈禱僧團行腳記〉，收錄於稻垣足穗、梅原正紀編著，《終末期
的密教：人類全體的回復與解放的邏輯》（產報，1973）。

15　譯註：人別帖是江戶時代的戶籍簿，除了戶籍以外，還記載著當事人的「身分」（階級），包括某些特殊的、受歧視的身
分。
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覺，不論是藝術或反藝術，不管是風俗也好、政治也好、藝能也好，通通包含在他們題

材中；只要是為了突破資本主義的效率性、都市空間的合理性，追求人類解放的行為

藝術，都成為他們攝影的對象。在他們的時代，不要說是「行為藝術」（performance 
art）了，連「偶發藝術」（happening）一詞都還沒有聽過；他們為那些連命名都沒有
的、只有少數人看到的，在街道上的身體表現，留下了記錄。他們的照片恰好符合週刊

誌速報、八卦的需求，發揮了將美術家與社會結合的功能，成為──就像富田玲子給

予平田實的評價──「行為藝術的共生性歷史主體」16。

到了1970年代，透過國際美術展、美術館企畫展，還有以前衛表現為對象的競賽
等，「當代藝術」的制度逐漸確立；同時美術家的行為藝術也進入展場，成為以知識菁

英為對象的觀念藝術。另一方面，1960年代年輕人的對抗文化，也被由企業調理的、
大眾媒體型錄化的消費文化所吸收殆盡。就在這樣的1970年代，平田實飛往沖繩，羽
永則走向東北（青南醫院）。雖然「南」「北」方向相反，但是他們仍然在國民國家的邊

緣，追求著實現絕對自由與平等的身體的烏托邦，就像他們在1960年代相遇的美術家
與舞踏家們，所追求過的一樣。

（林暉鈞翻譯，編輯部校修）

本論文的寫作，以及照片的刊登，受到平田實、細谷修平、菊竹寬、富井玲子、羽永太朗、稻垣明彥等人的許多

幫助，在此向他們表達感謝之意。

作者簡歷

黑達賴兒

1961年出生於東京，現居於福岡。著有《身體安其那：1960年代日本美術中行為藝術的地

下水脈》（grambooks，2010）。

16　原註10：請參閱註7（原註5）。

北美館學報27期.indd   58 2014/5/30   下午 10:27:44



page. 59
身体のユートピアを求めて　1960年代日本のパフォーマンス写真家たち

追求身體的烏托邦：1960年代日本的行為藝術攝影家

引用圖版

   1、平田實（黑達賴兒攝影，2014年1月）

  2、平田實，〈『謬思週』中「零次元」的儀式〉，1965年12月18日，目黑？（東京）　©平田實 Minoru Hirata, 
Courtesy of Taka Ishii Gallery

  3、平田實，〈電影《因幡(Inaba)的白兔》中「零次元」的儀式〉，1970年3月15日，九十九里濱（千葉）　©平田
實 Minoru Hirata, Courtesy of Taka Ishii Gallery

  4、平田實，〈「零次元」的盛裝入浴儀式〉，1964年12月？，目黑（東京）的公共澡堂　©平田實 Minoru 
Hirata, Courtesy of Taka Ishii Gallery

  5、平田實，〈「集團蜘蛛」「集團“屁”」的偶發藝術〉，1970年2月26日，福岡　©平田實 Minoru Hirata, 
Courtesy of Taka Ishii Gallery

   6、平田實，「万歲黨」，1970年？，江之島海岸　©平田實 Minoru Hirata, Courtesy of Taka Ishii Gallery

  7、平田實，〈糸滿（Hari）慶典〉，1971年（刊登於《Uruma》）　©平田實 Minoru Hirata, Courtesy of Taka 
Ishii Gallery

  8、平田實，標題、攝影年不詳（與《Uruma》所刊登的為不同的照片）　©平田實 Minoru Hirata, Courtesy 
of Taka Ishii Gallery

  9、羽永光利，（羽永太朗攝影，1983年） 攝影、照片提供：羽永太朗 Photograph by/courtesy of Hanaga 
Taro

10、 羽永光利，〈大駱駝艦《天賦典式 II  金魂鳥亞 Lesien 島八咫》〉，1973年，九段會館（東京）　©羽永光利 
Hanaga Mitsutoshi，照片提供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

11、 羽永光利，〈自家中的糸井貫二〉，仙台，1970年9月20日　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi，照片提供：羽 
永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

12、 羽永光利，〈青南醫院〉，攝影年不詳，八戶（青森）　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi，照片提供：羽永太 
朗，Courtesy of Hanaga Taro

13、 羽永光利，〈《狂氣見本市》中「零次元」的儀式〉，1968年3月13日，本牧亭，上野（東京）　©羽永光利    
Hanaga Mitsutoshi  照片提供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

14、 羽永光利，〈「零次元」的全裸防毒面具儀式〉，1967年12月9日，新宿（東京）　©羽永光利 Hanaga  
Mitsutoshi，照片提供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

15、 羽永光利，〈參選東京都知事的秋山祐德太子〉，1979年，新宿（東京）　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi， 
照片提供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

16、 羽永光利，〈公害企業主呪殺祈禱僧團〉，1971年，四日市（三重）　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi，照片 
提供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

17、 羽永光利，〈從正面拍攝的丟擲石頭的學生〉，場所、年代不詳　©羽永光利 Hanaga Mitsutoshi，照片提 
供：羽永太朗，Courtesy of Hanaga Taro

北美館學報27期.indd   59 2014/5/30   下午 10:27:44


