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 まえがき

写真のデジタル化に伴い、写真の概念もまた大きく変化しようと
しています。それに伴い、写真の場、教育の場も大きな変化を強
いられてきたように思います。場における変化を真摯に受け止め、
研究、考察を重ねながら未来へ紡いでいきたい・・・7名の共同
研究者の一致した思いを基に本研究は始まりました。この研究報
告誌は、武蔵野美術大学2015年度共同研究助成「場における
写真の展開 ̶ 写真の使用法に関する調査・研究」の二年間にわ
たる研究成果、及びその報告書となります。

7名の研究者 (小林のりお、大嶋浩、圓井義典、高橋明洋、峰
昌宏、坂口トモユキ、丸田直美 ) による、毎月一回の定例会、
ネット上での共同討議、報告会等で議論を重ねながら、実践的
な研究成果としての展覧会、シンポジウム、ネット上でのフォト・
コラボレーション等を企画、開催、各々の研究テーマに沿った考
察と、足早に過ぎていった二年間だったように思います。

共同研究を終えた今、それぞれが孤独な表現者として新たな闘い
に挑まれんことを願って。

小林のりお

まえがき
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まえがき

研 究目的（概要）

作品 展「写 真の 使 用法ー新たな批 評 性に向けて」

　　企 画 概要

　　各展 示 作品の記 録

シンポジウム「写 真の 使 用法について」

　　企 画 概要

　　第 1 部報 告

　　第 2 部報 告

座 談 会

　　第 1 部座 談 会
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Web Collaboration

Web Collaboration を終えて  ｜  第 1 部
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研究目的（概要）

　現在、デジタル技術の進展により、写真をめぐる環境は大きく
変化しています。SNSのようなインターネットメディアを始めとして、
写真という静止画像はかつてないほど多様な形で展開され、流通
しています。その一方で衰退しつつあるとはいえ、既存メディアで
ある新聞や雑誌等でも写真が引き続き、使用されています。作品
としての写真もまた、写真雑誌や写真ギャラリーのみならず、美
術館やアートギャラリーで写真展が開催されたり、現代美術にも
写真が使われたり、写真の使用法は従来以上に多様化していま
す。写真集等の発行も、デジタル化により安価な印刷が可能にな
り、比較的簡単に制作され、ZINEやネット販売という形態も含
め、写真集や写真同人誌が数多く出版されています。もはやかつ
てのように、写真という表現メディウムや写真というジャンルを単
独で語ることが難しい状況になりつつあります。本共同研究「場
における写真の展開－写真の新たな使用法に関する調査・研究」
では、デジタル環境下における多様な場における写真の使用法を
考察・研究することで、現在の写真表現のあり様を問うとともに、
近代写真が追求してきた写真の価値観を再考し、これまでとは異
なる写真表現の可能性、価値観を探ろうというものです。
　私たちは2008年度共同研究「デジタル化以降における写真－
離散的イメージの研究」において、アナログ（フィルム）写真とデ
ジタル写真の違い、その違いがもたらす写真表現の変化を考察・
研究しました。その後、写真のデジタル技術は写真装置（デジタ
ルカメラ）自体の技術的進歩のみならず、写真が流通（公表・公
開）されるデジタル環境も大きく進展し、写真の使われ方に大き
な変化をもたらしつつあります。その最も範例的な場がSNSを始
めとするインターネットメディアと思われます。そこでは表現形式に
おいても、内容においても、極めて多様な写真（デジタル静止画
像）が掲載され、プロとアマの区別もなければ、作品とプライベー
トフォトの境界もなく、さまざまな写真が混在しています。
　かつてヴァルター・ベンヤミンはその論考「写真小史」におい
て、初期写真が有していた可能性が写真の商品化（名刺版写真
の普及）によって根こそぎにされてしまったことを語っていました。

しかし、ベンヤミンは写真の退廃を商品化だけに見出したわけで
はなく、むしろ、旧来の“芸術概念”に回収された技巧ぶった写
真にこそ、写真の退廃を見出し、批判の的にしました。その後、
周知のようにベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品」において、
旧来の“芸術概念”を脱構築する力を写真や映画に見出していっ
たわけです。
　もちろん、ベンヤミンがこれらの論考を書いた80年前と現在の
写真状況はまったく異なります。しかし、現在のデジタル環境下
における写真をめぐる状況は、いくぶんベンヤミンの時代の状況
と類似している点もあります。現在の写真をめぐる状況は、写真
という表現メディウムが有していた力が根こそぎにされる危険性と
同時に、これまでとは異なる価値観－例えば、近代写真が追求し
てきた価値観とは異なる表現が垣間見られたり、あるいはデジタ
ル静止画像と動画の境界が曖昧になったりすることによって、そ
こに新たな表現の可能性が芽生えつつある状況といえます。本共
同研究では、インターネットメディアを始めとして、極めて多様な
場で展開されている現在の写真を考察・研究することで、写真の
新たな使用法を探っていきたいと考えています。
　これまで「写真とは何か？」という問いが立てられてきたとすれ
ば、本共同研究では「写真をどんなものにしようとし、あるいは
することができ、またすべきか」という問いを立てることによって、
これまでとは異なる研究アプローチを行いたいと考えています。従
いまして、本共同研究では、インターネットメディアを始めとして、
ギャラリーなどのリアルな展示空間、アートの場における写真の展
開、あるいは地域社会におけるワークショップなどでの写真の使
用法、ZINEなどの新たな形態による写真集の流通など、写真が
展開されるさまざまな「場」における実践と考察を通して、写真
表現の価値を再考するとともに、新たな表現の可能性、教育の可
能性を探っていきます。

場における写真の展開

 — 写真の使用法に関する調査・研究

研究目的（概要）

作品展「写真の使用法 — 新たな批評性に向けて」

概要

企画趣旨

　デジタル技術の日常生活への浸潤という状況のなかで、写真を
使った「作品」と呼べる表現のあり方は、はたしてどのようにして
可能なのでしょうか。
　たとえば、写真を使った表現が「作品」と呼ばれるためには、
これまで大きく分けて二つの場が基礎になってきました。一つは、
近代美術という場です。絵画や彫刻などの先にあった媒体を軸に
展開されてきた、旧来型の美術的価値観を相対化させるために、
新参者としての新奇性を活かした批判装置としてのあり方が写真
表現にはあります。もう一つは、近代写真という場です。写真が
少しずつ歴史的な厚みを増すなかで、他の媒体による視覚効果
と異なったものをいかに生み出すかという点で、写真表現の独自
性を追求することを主眼にした、写真独自の価値観がこの場を形
づくってきました。そして、このような既存の近代写真としての価
値観を批判的に更新することもまた、写真表現のあり方のひとつ
です。現在は、この「作品」としての写真表現をささえる二つの場
が互いに交差し、そこで展開される表現は、いくつかの軸を形づ
くりつつも、大変錯綜しているようにも見受けられます。
　そこで、本作品展においては、今日の状況に即した「作品」と

しての写真の使用法に注目したいと考えました。テーマは「批評
性」です。本共同研究者がひとりずつ、「作品という形態をとって
何らかの批評性」をもった写真の使い方をしていると思う作家を
推薦します。被推薦作家の中には、ギャラリーや美術館での展示
経験がない者や、美術や写真の専門教育を受けていない者も含
まれますが、そのような視座も、「作品」と呼ばれる表現に対する
相対的な批評性をもつには大変有効でしょう。
　また、今回の企画においては、特定のキュレーターを立てて
いません。あくまでも推薦者と被推薦作家間、あるいは推薦者
間で協議しつつ展示の準備を進めます。したがって、さしあたり
テーマとした「批評性」の意味するものや判断基準は、互いに相
違し、準備の過程でより一層顕在化するはずです。しかしなが
ら、あえてこのような手順を踏むことによって、鑑賞者はもとより、
被推薦作家や共同研究者自身もまた、「作品」としての写真表現
にかかわる、さまざまな価値観や使用法をより重層的にとらえな
おす機会となり、写真という媒体を使った表現行為の意義や可能
性ついて、より広い視野をもって考察できるようになることを期待
しました。

出品作家：

稲葉あみ （高橋明洋推薦）

金村修 （圓井義典推薦）

かんのさゆり （丸田直美推薦）

寺崎珠真 （小林のりお推薦）

早川祐太＋高石晃＋加納俊輔 （大嶋浩推薦）

水津拓海 （坂口トモユキ推薦）

実施日時：2015 年12月5日（土）～ 12月19日（土）　

実施場所：東京工芸大学　中野キャンパス 3 号館ギャラリー 3104およびラウンジ

作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」 ｜  企画概要 76



作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録 作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録

稲葉あみ

氾濫する多種雑多なネット上の写真、FB／インスタグラム／ケー
タイ写真／ Twitter／ tumblr／webページ等々、その写真の現
れ方に敏感に反応し、それを手法に取り入れ制作された稲葉作
品もまた、デジタルデータとして、ネット上で流通しているのだが、
今回一番興味があったのは、稲葉作品がリアル空間での展示に
於いて、どの様な表れ方をするのか？だった。物質となって作品
化されたとき、それはどの様な様相を呈するのか。

［推薦者　高橋明洋］

u.s.v_1   u.s.v_2

金村修

かつてベンヤミンは、絵画や演劇といったこれまでの芸術が、物
質性、社会によって培われる歴史性、そしてここ今という一回性
が三位一体となった、観念と物質のいわば幸福な調和としてのア
ウラを持ちえたのに対し、物質性も一回性もない写真や映画と
いった機械による芸術の持ちうるアクチュアリティーは、かつての
芸術がもちえたものとはまったく別種のものであると説いた。 金
村修の近作は、強制劣化され、臭いを放ち、ボロボロの姿を晒
すことで過剰な物質性を示す。それは、同じくベンヤミンが予測
したとおりに、「アート」なるエコノミーにおいて、写真に物質性を
押し着せ、質の悪い即席のアウラを次々に量産する、革新者のふ
りをしたブルジョア的ファシズム翼賛者に対する痛烈な揶揄にち
がいない。

［推薦者　圓井義典］

Desperate Straights

1993年東京生まれ。デジタルネイティブ世代における写真表
現をテーマに制作している。Tokyo Frontline Photo Award 
2015千葉雅也賞を受賞。グループ展にNEW JAPANESE 
PHOTOGRAPHY, Doomed Gallery, London UK, 22-25 
January 2015、PICTURE-PARTY2, TAV Gallery, Tokyo 
Japan, 28 Jun-10 July 2014などがある。

1964年生まれ。写真家。東京綜合写真専門学校研究科修了。
著書に『Happiness is a Red before Exploding－金村修
写 真 集 』、『SPIDER’S STRATEGY』、『In-between 12 
金村修 ドイツ、フィンランド』など。個展、グループ展多数出
展。1997年日本写真協会新人賞および東川賞新人作家賞受賞、
2000年土門拳賞受賞。
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作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録 作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録

かんのさゆり

写真作品「四角い太陽」は、「デジタルデータのピクセル、テレビ、
ディスプレイ、スマートフォンの画面など、あらゆるものを四角い
光が照らす世界で我々はすでに生きている」という意味を持つ。
かんのさゆりのまなざしは、写真に留まらず、日々の生活や物事
の認識の中にも、現在を生きる上での批評性を持ち合わせてい
る。また「写真家は世界の小さな兆しを早い段階でキャッチする
能力に長けた人達」だと彼女は表現する。小さな兆しを見つめな
がら、世界のディテールを繊細に感受し、培ってきた自身の経験
と認識でこれからの世界を日々再構築している。写真をまなざし
と捉えて、是非かんのさゆりの見つめる世界をご鑑賞いただきた
い。

［推薦者　丸田直美］

四角い太陽

寺崎珠真

寺崎の表現は一見して写真の全うな使用法に則って遂行されてい
るようにみえるが、その裏には、幾重にも屈折したラジカルな指
向性が潜んでいる。彼女は初期の頃から一貫してデジタルカメラ
を自らの表現ツールとして選び取ってきた。科学者が宇宙の彼方
から届くデジタル信号を真理探究のためのサンプルとして心待ちに
するように、日々、足下の風景を自らが探査衛星になったかのごと
く精緻に撮影し続けている。これまでの写真の歴史を引き受けつ
つ、真正面から闘いを挑む孤独な風景観察官としての写真家の
姿がそこにある。

［推薦者　小林のりお］

LANDSCAPE PROBE

1991年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学造形学部映像学科
卒業。平成 24年度武蔵野美術大学卒業・修了制作優秀賞、
2013年第８回「1_WALL」審査員奨励賞（増田玲選）を受賞。
個展に Juna21「Rheological Landscapes」新宿ニコンサ
ロン（2013年）、「LANDSCAPE PROBE」コニカミノルタプ
ラザ（2015年）などがある。

1979年宮城県生まれ。東北芸術工科大学卒業。2004年
第22回および2006年第27回写真ひとつぼ展入選。グルー
プ展に「New Digital Age」Le Vall Art Gallery、ロシア
（2003年 ）「New Digital Age 2」Krasnoyarsk Museum 
Centre、ロシア（2005年）。個展に「あたらしい地図」ワイル
ドツリーショールーム（2011年）、「ストレンジブラネッツ」松葉
屋家具店ショールーム（2014年）などがある。
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作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録 作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録

早川祐太＋髙石晃＋加納俊輔

彫刻、絵画、写真の各ジャンルで個別に活動しながら、時に共
同制作も行う仮設的ユニット。三人の共同制作による作品行為
は、立体、平面、映像、それぞれの知覚を混在させることで、
その重なりとズレを浮き彫りにする。継起の連鎖、反復、むすび
つきから引き剥がされた微小な知覚群。その結果、鑑賞者はメ
ディウムの固有性、あるいは純粋性を不問に付され、意味化され
ない外部の諸知覚、あるいは人間の関心を逃れた諸事物の前に
立たされることになる。三人の作品もまた、写真の使用法の一つ
である。

［推薦者　大嶋浩］

3 つの体、約百八十兆の細胞

水津拓海

@rhythmsiftこと水津拓海は一年の300日以上秋葉原を撮影し
続け、昨今のアマチュア写真家たちと同様にFlickrに大量の写真
を公開している。個人メディアとしてのブログ「はてなダイアリー」
ではアートイベント、カメラ機材レポート、撮影手法などの作例
記事として独自の審美性を備えた写真を発表している。コミック
マーケットなどの同人誌即売会にサークル参加し、秋葉原の風景
などをテーマとした手製ホチキス本写真集を頒布するネット系“オ
タク”写真家である。

［推薦者　坂口トモユキ］

AKIBA SNAP 2013 -2015

彫刻、絵画、写真などの各分野での個別活動と並行し、同時

制作・研究・展示を行う。共同制作による作品づくりを目的と

したものではなく、各メディウムでの造形・生成・撮影行為を

コミュニケートさせることに主眼を置いている。「2つの体、約
百二十兆の細胞」というパフォーマンス形式での制作対話や「3
つの体、約百八十兆の細部」の展示などがある。

1976年生まれ。大阪大学文学部日本学専修卒業。年間 300
日以上秋葉原に滞在して秋葉原とアキバ周辺の文化を撮影して

いる。秋葉原を訪れる外国人向けの観光案内業務にも携わる。
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作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録 作品展「写真の使用法ー新たな批評性に向けて」  ｜  各展示作品の記録

作品展とシンポジウム PR用 A4チラシ

作品展会場を南からのぞむ

作品展会場を北からのぞむ

作品展飾り付けの様子。

時に推薦者と出品作家が現場で協議をしながら

作業を進めた。
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シンポジウム「写真の使用法について」  ｜  企画概要 シンポジウム「写真の使用法について」  ｜  第 1部報告

シンポジウム「写真の使用法について」

実施日時：2015 年12月19日（土）

13：00 ～ 14：30　第1部  「写真の使用法 Vol.1：現代アートという場における写真」

15：00 ～ 16：30　第 2 部  「写真の使用法 Vol.2：一般化したサブカル的文化という場における写真」　

実施場所：東京工芸大学　中野キャンパス 3 号館 3101教室

●第1 部「写真の使用法 vol.1.0：現代アート

という場における写真」

●第2 部「写真の使用法 vol.2.0 ：一般化した

サブカル的文化という場における写真」

　概要

　共同研究の一環として、二つのシンポジウムを実施しました。
一方のシンポジウムにおいては、現代アートという文化領域に焦点
を絞り、その文化領域の中で使われ発展してきた写真の現状を
考察し、もう一方のシンポジウムにおいては、巨大な規模に発展
し一般化したサブカルチャーにおける写真の現状を考察すること

　企画趣旨

　現代美術における写真の使用法に着目し、近代写真のメインス
トリームが追求してきメディウムとしての「自律性」や「固有性」に
対してどのような懐疑を向けているのか。とりわけ、さまざまな社
会的文脈で使われる写真形式を美術に導入し作品化を図ったコ
ンセプチュアル・アートは、近代写真が追求してきた写真の使用
法とどのように異なるのか。また1960年代後半～ 70年代、時を
同じくして登場してきたニュー・カラーやニュー・トポグラフィクス
との共通点と違いはあるのか。
　今や写真が美術館やギャラリーで展示されるのが当たり前とな
り、「アート・フォトグラフィー」と呼ばれる現在、現代美術とい
う視座から写真を考察することによって、近代写真が排除・捨象
してきたものは何だったのか。あるいは反対に写真という固有の
イメージとは何だったのか。その有効期限は切れてしまったのか。
美術、写真を専門とするそれぞれのパネラーを招き、改めて写真
というメディウムを考えることで、その用法の可能性を探っていく
ことを目的に実施しました。

　企画趣旨

　マンガ作品やアニメーション作品、ゲーム作品を基軸に展開
する文化領域（特定のマンガやアニメーションを引用し独自の作
品を創作する「二次創作」、特定のキャラクターに仮装する「コス
プレ」、マンガやアニメーションの背景に用いられた現場を訪れる
「聖地巡礼」など）や、雑誌やテレビといったマスメィアを中心に
展開する文化領域（おっかけ、アイコラなど）は、その発生当初
はごく一部の愛好者たちによって構成された、いわゆる「サブカル
チャー」と呼ばれる範疇の文化であったものの、互いに重なりあ
いつつ、近年では10代 20代を中心に、もはや「サブカルチャー」
とは呼べないほどに一般化した、巨大な文化となっています。
　そこで、共同研究事業の一環として企画する本シンポジウムに
おいては、このような文化の中で使われ発展してきた、さまざま
な写真の使われ方についての現状を考察しました。

によって、同じ写真という媒体を使い表現行為を行いつつも、異
なったコード（美的判断基準、創作動機等）によってコミュニケー
ションが成立していると予測される二種の文化領域を比較検討す
る機会を設けることで、写真の現状をより重層的にとらえなおす
ことを期待しました。

シンポジウム │ 第 1 部

写真の使用法 Vol.1：現代アートという場における写真

2015年12月19日（土）
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石川卓磨（美術家、美術批評）

沢山遼（美術批評）

金村修（写真家）

大嶋浩（共同研究メンバー）
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会場

パネラー

司会

　作品展「写真の使用法－新たな批評性に向けて」に伴い開催さ
れたシンポジウム第１部では、トークゲストとして石川卓磨氏、沢
山遼氏、金村修氏の３氏をお迎えし、「現代アートという場におけ
る写真」をテーマに討議が行われた。
　1960年代後半頃から、コンセプチュアルアートやポップアートの
美術作家たちを中心に、写真を使った作品が作られ始めた。同じ
頃、写真においても、コンテンポラリーフォトグラファーズと呼ば
れる写真家やニューカラー、ニュートポグラフィクスという写真が
登場してくる。美術側からの写真へのアプローチと写真家によるア
プローチ。司会の大嶋より、ロザリンド・クラウスの「メディウムの
再発明」という論考を参照に、この二つの時代的な流れの中で、
写真あるいは映像に関して、どのような問いが生じたのかという
テーマ設定がなされた。
　まずは、ロザリンド・クラウスの「ポストメディウム」に関する論
考を書かれたこともある沢山氏から議論の口火を切っていただい
た。沢山氏は、なぜ、クラウスが写真を重要視するか、その理由
の一つとして、伝統的なメディアである絵画や彫刻のような物理
的現前性を根拠とした唯一性や一回性に対して、クラウスが写真
の複製可能性や複数性を対峙させたことを挙げた。
　続いて、60年代にインスタントカメラが登場し、若いアーティス
トたちがスナップショットのようなものを撮り始める。例えば、ポッ
プアートのエドワード・ルシェは「Every Building on the Sunset 

Strip」という作品で、ハリウッドのサンセット大通りを車で走らせ、
その両側の建物を連続して撮影した。ロザリンド・クラウスはこ
の車に乗って連続して撮るというプロセスに、シュルリアリズムの
オートマティスム概念と重ねて、無作為・無機質・機械的な自動
性を見いだしたと、沢山氏は指摘した。
　つまり、ロザリンド・クラウスは、コンセプチュアルアートやポッ
プアートの美術作家たちが注目した写真の複数性や自動性、機械
性に、クレメント・グリーンバーグ流のモダニズム的なメディウム
観＝メディウムの固有性に対する批判を見出したわけである。
　しかし、沢山氏によれば、クラウスの写真観はベンヤミンのそ
れを踏襲したもので、ある意味、伝統的な写真論を継承したもの
にすぎないと指摘する。実際、こうした写真の捉え方は、われわ
れ写真の側からみても、70年代以降、きわめて王道的な見方で
ある。沢山氏は、クラウスは写真や映像を持ち出すことで、ポス
トメディウムというメディウム以降のアート状況を語りながら、非常
に原理的な写真のメディウム性を強調していると指摘した。
　 そこで、 沢 山 氏は、 ロバート・スミッソンの「Hotel 

報告：大嶋浩
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PALENQUE」という作品を取り上げ、別な観点からの写真観を
提示する。スミッソンの「Hotel PALENQUE」は、ホテル・パレ
ンケというほとんど廃墟になった建物と、その跡地を撮影したもの
で、その撮影方法はエドワード・ルシェと同じように、無機質・無
関心・機械的に撮られている。カメラは機械であって、人間の目
を超えた冷徹な視点を外部に注いでいるという写真観は、クラウ
スたちとも共有している。しかし、スミッソンは、カメラをエントロ
ピックな装置として捉えているところに面白さがあると、沢山氏は
指摘する。
　エントロピーとは熱力学の第二法則と呼ばれるもので、例えば、
お湯の中に冷たい水をいれれば、やがてぬるま湯になる、あるい
は黒い砂に白い砂を混ぜれば、やがて灰色になっていく。こうした
「乱雑さ」「不純さ」の濃度が高まっていくことを「エントロピーの
増大」と呼ばれている。沢山氏によれば、スミッソンは誰もが使え
るインスタントカメラを使って撮影する中で、陽が落ちていくにつ
れて、風景が劇的に変化することを見出し、そこに太陽の減衰と
いうプロセスにエントロピーの増大を見出したと語る。
　そもそもスミッソンが撮っているホテル・パレンケも、人工物
だったものが自然に侵食され、崩壊していく、いわばエントロピッ
クな対象でもある。スミッソンは仮に絵画や彫刻を作ったとして
も、写真から逃れることはできない。必ず写真の目に晒されるだろ
う。実際、われわれはつねに写真の目にさらされている。こうして
喋っていても、誰かが携帯電話で写真を撮っているかもしれない。
監視カメラに捉えられているかもしれない。それが現在の状況であ
り、アートの状況でもあると、スミッソンは言う。
　つまり、それは自然が機械（人工物）によって侵食されている
状態でもあると、沢山氏は指摘する。カメラとは不純さの度合い、
それ自体を捉える装置なのではないかと。沢山氏は、さらにスミッ
ソンの議論を延長して、カメラという装置は、人工物が崩壊し、
死に向かって侵食されていく、そのプロセスを捉える装置ではない
かとの問題提起を行った。
　沢山氏の発言を受けて、写真家の金村氏は、自身が写真家と
してデビューした1991年頃は、自身が参加したロッテルダムの展
覧会においても、美術作家たちの写真も混在し、ルイス・ボルツ
の写真も、すでに写真が現代美術のカテゴリーとして扱われてい
たと言う。金村氏は、その使い方の共通点は美的なものから記録
的なものにあったと指摘。それはまた、エドワード・スタイケンの
「人間主義」に対する批判でもあったのではないかと。沢山氏の写
真と死の関わりという発言を受けて、金村氏もまた写真に対して人

間主義的な「愛」よりも、むしろ暴力的なものを見出していたと発
言。
　ここで司会の大嶋は、沢山氏の「クラウスは、ポストメディウム
というメディウム以降のアート状況を語りながら、非常に原理的な
写真のメディウム性を強調してしまう」という発言と金村氏の発言
を受け、伝統的な美術メディウムを脱構築するために、非人間性
や機械性という写真固有のメディウム性が強調されたのは、実はグ
リーンバーグ流のメディウム観に則ったものであったというパラドッ
クスを指摘する。
　続いて、司会の大嶋から、ロザリンド・クラウスが「メディウム
の再発明」の中で語っている、写真の歴史的・美的対象から理
論的対象への移行について発言。大嶋は、この写真の理論的対
象について、ポール・ド・マンの「文学理論は、文学へのアプロー
チが言語外的な、すなわち歴史的、美学的考察にもはやその基
礎をおかなくなったときに……もはや意味や価値ではなく、それ
らに先立つ意味と価値の生産と受容の様態が議論の対象になった
ときに、誕生するのだと言える」を引用し、やはり60年代に登場す
る言語学的な文学理論との類似性を指摘するとともに、写真につ
いてもまた、意味や価値の創出ではなく、その生産と受容の様態
が問題になってきたのではないかと指摘。
　美術批評、美術作家でもある石川氏は、絵画からスタートし、
写真を始めた頃に、1997年に行われた「現代の写真　失われた
風景－現実と幻想の境界」展を見て衝撃を受け、本格的に写真を
学び始めたという。絵画をやっていた頃は、理論的対象として美
術作品を見ていたが、写真を学ぶことによって、写真の中にむし
ろ理論的対象との乖離を見出したと発言。
　トークゲストである3人の発言を受けて、改めて、現代アートと
写真の合流から生じた問題が、現在の写真をめぐる状況とどうリ
ンクしていくかの討議が続けられた。
　沢山氏は、60年代に1920年代を反復するように、人間的な目
に対する写真の無機質性・機械性が注目され始めたが、その一方
で、彫刻家のカール・アンドレやスーザン・ソンタグの写真観を例
に、写真は一次的な経験を簒奪し、二次的なものにしてしまう、
いわばヒューマン・アイそのものであると指摘。遠近法的な人間の
視点そのものが物象化された目にすぎないと。60年代の写真観は、
実は重層的な問題設定がなされていて、一方では人間的な目に対
して写真の機械の目が称揚され、他方では写真の物象化された
人間的な目が批判される。おそらく、中平卓馬の「植物図鑑」も、
その重層的な問題位意識の中で書かれたのではないかと。

　写真の機械的な目という観点から、今の状況を捉えれば、監
視カメラに典型的に見られるように、われわれは自動的・機械的・
非人称的な目によって監視されている。つまり、ここでもまだ、写
真は非人称的な目なのか、それとも人間的欲望にもとづいて世界
を収奪するものなのかという、対立する議論が続いているように思
われると、沢山氏は指摘する。
　機械的な目と人間的な目の対立。近代の人間的な機械というの
は、内部を排除することで、外部を作り出す（ジョルジョ・アガン
ベン）。カメラ装置というのは、光学的にプログラム化された目に
よって、経験を外部化し、物象化してしまう。機械的な目と人間
的な目の対立は、だぶだぶのオーバーコートのように、あまりにも
大雑把な対立概念ではないかと、司会の大嶋は発言。と同時に、
例えば、金村氏の作品は、機械的な目でもなければ、人間的な目
でもない、その境界に位置するような作品ではないかと、指摘す
る。
　これを受け、金村氏もまた、今回、展示した作品は、人間的
な目に対して機械的な目を対立させたものではなく、現像の段階
で手をいれたりしていると発言。あまり手をいれると、美学的なも
のになってしまう、いわば両方の間を行き来したものであると。写
真の暗室作業はオカルト的な要素があり、錬金術的なものでもあ
れば、近代科学的なものでもある。写真はその両方が同居したも
のではなかいと指摘。付け加えて、3.11以降、それ以前の写真は
アートよりの議論がなされたが、それ以降は記録に徹しろと言われ
るようになった。そういうぶり返しが、今、再び来ているのではな
いかと、問題を提起。
　金村氏の発言を受けて、沢山氏は、「写真はアートか、否か」と
いう問題は、ベンヤミンからロラン・バルトまで延 と々問われ続け
てきた、写真はアートじゃないから偉いと、しかし、そういう議
論が生じること自体、写真はエントロピックなものではないかと
指摘。スミッソンが語るように、写真は生と死の濃度を拡散させ、
不純度を高めていくものではないか。3.11以降、写真は記録に徹
するべきだという議論が登場してきたのは、実は原発事故の放射
能の問題と似ている。つまり、放射能の汚染によって、われわれ
の住む世界は、死の濃度が高まりつつある。50年後しか分からな
いが、癌になるかもしれない。いわば、われわれは死につつある、
あるいは半分死んでいる状態かもしれない。スミッソンの議論を踏
まえて言えば、われわれは写真的な存在になっているとも言える。
写真は機械的な目でもなく、人間的な目でもなく、その混じり合
いであると、沢山氏は指摘する。

　金村氏の作品についても言及し、絵画のように人為的に手を加
えると同時に、風化している状態でもあると。人為性と自然による
侵食が渾然一体となっている。もともと、金村氏の作品は、都市
の風景がジャングルの自然環境のようにも見える。いわば、エント
ロピックに都市を捉えたものではないか。
　石川氏は、金村氏の「暗室のオカルト的な要素」について、例
えば、今回の展示作品の一つ、早川+高石+加納の作品に言及
し、この作品はアトリエという場所を、ある種どこでもない空間に
転化している。その意味ではアトリエを一種の魔術的な場として捉
えているのではないか。あるいは水津作品に関しても、300日間
アキバに身を浸し、撮影し続けるという身体的なリアリティが立ち
上がってくる。また稲葉あみ作品も、ただ撮るだけではなく、そこ
にペインタリー的な要素が混合され、いわば制作プロセスが可視
化されている。この制作プロセスのどのパート、パートに、作家の
欲望や快楽的なものが結びつくかで、作品が違ってくるのではな
いか。例えば、今回の東日本大震災においても、それをどこで経
験したか、その距離によって問題の生じ方が違ってくる。つまり、
今、制作プロセスという、作家それぞれの身体的な経験性が問題
になっているのではないかと、石川氏は指摘する。
　それに対して、そうした身体的な個々の経験が、映像というメ
ディウムによって、簒奪され、一様な経験を強いられているという
のが、先程から指摘されている問題なのではないかと、大嶋。制
作プロセスの重視という点に関して言えば、ロザリンド・クラウス
が言うメディウムの自己差異化という問題と絡んでくるのではない
か。制作プロセスとは、メディウムが自己差異化することで、約束
事としての技術的支持体が解体され、メディアが強いる一律的な
経験に亀裂を入れることになると。
　石川氏は、ここで畠山直哉の3.11以後に行われた展覧会での、
津波の被害を受けた陸前高田の写真に触れ、かつての写真がそ
の即時性に特徴があったのに対して、畠山直哉の写真は遅れて
きたメディウムとして提示されていると言う。それに対して、現在
のYouTubeやTwitterなどのSNSでは、インターネット上をイメー
ジが即時的に流通し、消費される。考える時間を与えることなく、
物事が起こったことをダイレクトに伝え、それがある種のリアルさ
を喚起させていると、石川は指摘する。石川氏の発言は、ジェ
フ・ウォールがかつての写真は狩人的な眼差しによってイメージを
捉えていたが、自分は農耕民のようにじっくりとイメージを栽培し、
育てると語っていることに似ている。
　金村氏も、このリアルタイムさこそが、現在の写真の状況であ
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り、デジタルカメラによる撮影もまた操作を介在させることなく、
無限に撮り続けることが可能な不気味な装置だと言う。
　沢山氏は、こうした状況は、カメラと一体化し、自らがメディウ
ムとなることではないかと、指摘する。こうした自らメディウムとな
り、いわばシャーマンと化すというのは、シュルリアリズムが求め
たことではなかったか。金村氏が述べたデジタルカメラも、すべて
がオートマティックに撮れてしまう。後はアウトプットするだけでい
い。このことは究極的に、非人間主義と結びつく。人間によって
撮られたものではなく、自動的に浮かび上がってきた写真こそが、
究極の写真であるという議論になってしまうと。
　ここで、沢山氏は「トリノの聖骸布（イエス・キリストが磔にさ
れた後、その遺体を映つんだとされる布）」に触れ、人体に感光
剤を塗布し、それを布で覆い、感光させれば、聖骸布ができあが
る。この原理は写真の原理と同じであり、ネガ・ポジを反転させ
れば、キリストの像が浮かび上がることになる。写真登場以前か
ら、写真の原理は知られていたのではないか。その意味では、写
真の問題というのは、写真の発明以前から考えられている。ダ・
ヴィンチもフエルメールも写真について考えていた。実は、写真は
人類とともにずっとあったものではないか。人の手を経ない視覚イ
メージの獲得というのは、人類学的に抱えている問題かもしれな
いと、沢山氏は指摘する。現在のSNS的な写真の状況も、その
意味では同じ問題が続いていると。
　ここで時間切れとなり、来場者からの質疑応答となり、ある来
場者から質問が投げかけられた。確かに監視カメラは非人称的な
ものではあるが、そこで得られた映像は、限られた者だけがアク
セスできるという点で、そこには権力構造のようなものがあるので
はないか。その一方で、自ら進んで自分のプライバシーを公表し、
切り売りしているという状況がある。そうした状況に抵抗する形
で、アートや写真表現があるのではないか。そこにどのような解決
方法があるのか、という質問がなされた。
　来場者の質問に対して、まず沢山氏は、写真、あるいは映像
テクノロジーは、そのインデックス機能により、個体を識別するも
の、同一性を証拠立てるものとして使われている、しかし、その
一方で、写真は個体性を逃れる側面があるのではないかと指摘す
る。月の満ち欠けのように、存在の濃度を変えていくことができる
メディアではないか。それが個体識別としての同一性に対する抵
抗になり得るのではないかと、沢山氏は答える。
　金村氏は、写真、あるいは映像は持っている所有の権力構造に
対して、抵抗していくには、シリアルキラー的な不合理性が必要な

のではないかと、答える。シリアルキラーは決して、快楽として殺
人を犯しているわけではない、むしろ、一つの自らに課した苦行
でもある。苦行でありながら、やり続けるという不合理性。今も、
写真を撮り続けているのは、この不合理性ゆえかもしれないと。
　最後に、石川氏は、これだけ写真が流通している中で、写真を
撮ることは、とても厳しい状況だと言う。SNSで流通する写真と、
自分の写真はどこがどう違うのか、そこを問い詰めていくしかない
のではないか、そこから新たな概念を作り出してくこと。今、SNS

上の写真に対して、写真は「遅れた時間」について考える必要が
あるのではないか。自分はどのような時間を発生させるのか、そこ
が問われていると、石川氏は答える。

　こうしたシンポジウムで、結論めいたものが出るわけではない
が、今回の議論を通じて浮上してきたのは、写真が持つ両価性、
両義性、二重性……といった問題である。実は、写真が持つ、
ある種の矛盾にこそ、写真の力があると言えるかも知れない。その
矛盾を殺すのか、あるいは活かすのか。そこに新たな批評性の扉
を開く鍵のようなものがあるかもしれない。
　最後に、各トークゲストの発言に関しては、報告者である大嶋
の解釈によるものであり、文責は大嶋にあることをお断りしておき
たい。
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写真の使用法 Vol.2：一般化したサブカル的文化という場における写真
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ゾンビ学）
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坂口トモユキ（共同研究メンバー）

圓井義典（共同研究メンバー）
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　2016年12月19日（土）、東京工芸大学を会場に「写真の使用
法 Vol.2：一般化したサブカル的文化という場における写真」は実
施された。
　
　はじめに、パネラーによる報告に先立ち、司会の圓井によって
本シンポジウムの直前に開催された「写真の使用法Vol.1：現代
アートという場における写真」が、現代アートというある種の高度
な概念を基軸とする特殊な文脈において写真がどのように扱わ
れているかということに焦点を合わせたのに対し、本シンポジウ
ム「写真の使用法Vol.2」においては、今日ではすでにサブカル
チャーという区分けには収まりきらないほどに一般化した場として
のサブカル的文化において、写真がどのように扱われているかに
焦点を合わせていくことで、写真が今日置かれている状況と、そ
の求められているものを多層的に眺め直すことを目的として企画さ
れたものである旨が報告された。
　また、引き続き圓井によってヴァルター・ベンヤミンの「アウ
ラ」概念が参照され、写真や映画といった複製技術による芸術
作品が生まれる以前の作品がもつ一種のアクチュアリティーであ
り、「物質性」「歴史性」「一回性」が三位一体となって鑑賞者自
身によって感受されるものとベンヤミンによって定義される「アウ
ラ」は、サブカル的文化において流通している写真のあり方にも
適用可能であることが示された。例えば、「聖地巡礼」という行為
の場合、アニメーションやゲームの背景として用いられたロケ地で
ある現実の場所を「物質性」に、アニメーションやゲームといった
原作そのものの物語やそこから派生する岡本健氏のいう「n次創
作物」などの生まれていく過程などを「物語性」に、そして原作に
利用された時点の姿のままであるとは限らないロケ地を訪れた時
の感覚を「一回性」にあてはめることができ、「コスプレ」という行
為の場合も、コスチュームに身をつつむ自分自身を「物質性」に、
原作の物語や派生するn次創作物の生まれていく過程などを「物
語性」に、自撮りだけではなく、次にいつ会えるかわからないメン
バーとの撮影という経験を「一回性」にあてはめることができるこ
とが示され、アイドル写真や痛車といった他のサブカル的文化の
場合でも、同様に写真に関わる行為に「アウラ」概念をあてはめ
ることができることが強調された上で、サブカル的文化の様々な
場面で写真が用いられる理由、その時人々は何を求めているのか
を明らかにすることが今日的話題であり、そのための諸条件を分
析し共有することが本シンポジウムの期待したいところである旨が
報告された。

報告：圓井義典

岡本健

坂口トモユキ

調文明

圓井義典

2120



シンポジウム「写真の使用法について」  ｜  第 2部報告 シンポジウム「写真の使用法について」  ｜  第 2部報告

　以上の報告と問いかけに対し、最初に、本共同研究のメンバー
であり、サブカル的文化を被写体にした写真作品も発表してきた
坂口トモユキ氏が答えるかたちで、アマチュア層の写真へのかかわ
り方が世代別に報告された。60代以上の写真を趣味とするアマ
チュアカメラマン層は、発表の場としてメーカー系のギャラリーや
公民館といった現実の場を主に使うが、30代から50代のアマチュ
アカメラマン層は「Flickr（フリッカー）」や「ブログ」といったイン
ターネット上の場を使い、写真を単に鑑賞目的のものとして見せる
のではなく、機材レポートの要素やレタッチの要素が含まれてい
ること、そもそもプリントという概念もすでに消滅していることが
特徴として挙げられた。さらに若い20代以下のアマチュアカメラ
マン層は、スマートフォンを主たる撮影機材として用いており、ま
た発表の場は「instagram（インスタグラム）」が中心であり、写真
を趣味にするといっても、わざわざ一眼レフカメラを買うという必
然性はなくなっていることが指摘され、カメラや撮影機材を揃え
ての撮影行為は趣味としてもきわめて特殊化していることが報告
された。
　さらに坂口氏によって写真を趣味とするアマチュアカメラマン層
に限定されない、より一般的な行為ともいえる旅行先での記念写
真の撮影現場についての言及があり、以前であれば、せっかく観
光地に行ったのだから記念に良い写真が撮りたい、良い写真が撮
れたのだからSNSにアップしたいという順序だったはずだが、い
つの間にか目的は反転化し、SNSにアップしたいからという動機
で良い写真を撮るという順序になっていることが指摘され、この
ような反転化の理由は、SNSへの投稿という従来はなかった新し
い行為そのものにあること、つまり、今どこにいるのかを他人にア
ピールするために投稿したい、そのためにテキストを打つよりも手
軽な写真を撮る、という事態になっているのではないかとの報告
がなされた。
　引き続き坂口氏によって、趣味的行為としての秋葉原界隈をめ
ぐる写真群、いわゆる「アキバ系写真」が触れられ、ある特定の
テーマを被写体にする場合、一般的に撮影者は個展やグループ
展などの展覧会、あるいは各種コンテストへの応募などの具体的
な最終目標を持つが、秋葉原界隈を撮ることを趣味とする「アキ
バ系写真」のアマチュアカメラマンたちは比較的そういった明確な
達成目標は持たず、ある種の公共性をもって社会貢献的行為とし
てただひたすら秋葉原の街をパトロールし、リアルタイムに変わっ
ている瞬間をブログやSNSなどを使って互いにシェアしている印象

だと報告された。また、「アキバ系写真」の一部が写真集という形
をとって実際に流通する場がコミックマーケットであることが報告
され、そこで流通している写真として、アキバ系写真の水津拓海
の他に、屋上遊園地等を被写体とする木藤富士夫、ショッピング
モールを被写体とする大山顕、エスカレーターを被写体とする田
村美葉、外蛇口を被写体とする徳川弘樹、郊外の戸建て住宅を
被写体とする石井保子らが紹介された。
　さらにコスプレの現状報告として、コスプレ専用スタジオの存
在とその利用方法、インターネットを通じて声がけをし、異なった
キャラクター同士で集まり撮影し合う「アワセ」と呼ばれる行為が
紹介され、スタジオ側が企画するハロウィーンやクリスマスなどの
季節ごとのさまざまなイベントをコスプレイヤーたちが楽しむ様子
などが、ネットゲームのユーザーの楽しみ方と非常に類似している
旨が指摘された。

　坂口氏に続いて、観光社会学を専門とする岡本健氏より「聖地
巡礼」の観点から写真の使用法について報告するにあたり、写真
の使用法を「素材としての写真」「地図としての写真」「コミュニ
ケーションとしての写真」の三つに分類することが示された。「素材
としての写真」とは、アニメーションやゲームという虚構空間を形
作る素材として、現実空間の写し絵である写真が使われる場合を
指し、「志免鉱業所竪坑櫓」という産業遺産を例に、現実空間に
実際にあるものが、本来もっていた意味を剥奪された形で虚構空
間にも利用され、時には本来もっていた意味とは全く別の意味が
付与されることもありうる状況が報告された。また、従来の「観
光」のあり方が現実的に身体を移動させるということだととらえる
ならば、現実的に身体を移動させるわけではないが、ネットサー
フィンなどを通じてインターネットで接続できる情報空間に意識を
飛ばしている状況は、虚構空間への観光と呼べるのではないかと
の解釈が示された上で、さらに観光とは日常から非日常への移動
ととらえることも可能であるが、もしそのようにとらえるなら、イン
ターネットが普及した現在は、日常と非日常という区分けの境界が
きわめて曖昧になりつつある状況にあるのではないかと指摘され
た。
　次に「地図としての写真」とは、アニメーションやゲームという
虚構空間と現実空間をつなぐものとして写真が使われる場合を指
すものとして示された。アニメーションやゲームの舞台となった場
所を特定する「舞台探訪」が行われる場合、最初にアニメーショ
ンやゲームという動画から静止画像を得るためのある種の写真撮

影である「キャプチャー」が行われ、そのキャプチャー画像を基に
現実の場所を訪ねて、原作と同じアングルで写真撮影が行われ、
舞台探訪者は原作のキャプチャー画像と現地で撮った写真を並
べてインターネット上にアップし、この舞台探訪者の情報を基にし
て、さらに別のファンが現地を訪れる行為のことが「聖地巡礼」と
呼ばれるということが報告された。また、「舞台探訪」や「聖地巡
礼」を行なう撮影者にとっては、原作で用いられたオリジナルの
写真とそのロケ地を自ら訪ねて撮影した写真との差異と、そこか
ら生起する時差の感覚こそが価値につながるということが岡本氏
によって強調された。
　最後に「コミュニケーションとしての写真」を表す状況として、
埼玉県鷲宮町の寿司屋や滋賀県豊郷町の豊郷小学校が挙げら
れ、ファンが舞台探訪あるいは聖地巡礼をした証として置いて
いった物品が次のファンの撮影対象となり、そのファンの撮影した
写真がブログやSNSなどにアップされ呼び水となって、さらに別
のファンが新たな物品を聖地に置いていくというコミュニケーショ
ンの循環が生まれている状況や、あるいは、痛車の所有者は、車
　　　が撮影対象となることを期待し、予め駐車時にナンバープ
レートを覆い隠すための工夫をしていること、コスプレイヤーたち
の発信力によって、ある景観がアニメーションやゲームのあるシー
ンに似ているといった新しい意味づけがなされることが地域振興
につながることを期待し、地方自治体などがコスプレの撮影会を
企画している事例などが紹介された。

　岡本氏に続き、調氏によって視覚文化論の観点からアイドル写
真についての報告がなされた。調氏によってアイドルという存在の
あり方が、本名と芸名と役名という3つの名のあり方から分析さ
れ、アイドルとは、現実の存在でありながら芸名を持つことによっ
て虚構的に見られる存在なのではないかと提起された。その上
で、同じ芸能人という範疇にある俳優やミュージシャンの主たる活
動が技芸の披露であるならば、アイドルの活動とは、ファンの存
在や感情、とりわけ恋愛や憧れという要素を主だった条件とする
虚構世界内で成立するものであると定義され、その際にカメラあ
るいは写真というものがもたらす認知システムであり視覚システム
が重要な機能を果たしているのではないかと指摘された。このこ
とを例証するものとして、現在のスターのブロマイド写真が挙げら
れ、鑑賞者に日常的な視覚経験でアイドルを見ているような錯覚
を与えることを目的に、それらがあたかもボーイフレンドやガール
フレンドの写真と同じような印象になるように作られていることが

示され、週刊誌「フライデー」などに代表されるスキャンダル写真
は、芸能人の虚構としての芸名での活動と本名での活動との差異
を強調的に顕在化させることを目的に、あえて日常の一コマのよ
うな印象になるように作られていることも、同じ原理に由来するの
ではないかと提起された。また、従来であれば「プライヴェート」
と「パブリック」の二つの区分けが明確で安定していたために、ア
イドルを成立させる虚構世界も比較的安定していたが、インター
ネットの普及、とりわけブログやSNSによって、発信者の身の回り
の写真を撮っているのだけれど単純に「プライヴェート」な空間と
も呼べない、パブリック空間を経由したプライヴェートな空間であ
る、仮に「パーソナル」な空間とでも呼べるものが現出してきたた
めに、アイドルをめぐる虚構空間もより一層複雑で不安定になりつ
つあることが指摘された。
　この「パーソナル」な空間の定義に応じる動きとして、写真の交
換会において、あるアイドルグループのあるメンバーと他のメンバー
の生写真を一対一で交換するのか一対複数で交換するのかをファ
ン側が決めていく「レート」という制度や、ライブ会場でファンたち
自身が撮影した動画をインターネットで配信する「ファンカム」や、
ブログ等にアップされたアイドルの写真にファンたちがテキストをつ
けることで、ファンの視点からそのアイドルのキャラクターを設定し
ていく「ファンサイト」などといった形で、ファン自身が写真を介し
てアイドルの虚構性の構築に積極的に関与することや、アイドル自
身が別のアイドルのファンであることを自らのブログやSNSなどを
通じて演じる事態などが、　2000年以降増加傾向にあるとの報告
が調氏によってなされた。

　以上のパネラー三者の報告を受け、司会の圓井によって、何か
の出来事であったり被写体であったりを単に撮影者自身の個人的
な記録として撮影するというよりも、むしろ写真が他人と共有さ
れ循環することで、ある特定の価値観が共有され強化されること
を期待し、そのために写真が撮られているところがあるということ
が、坂口氏、岡本氏、調氏の三者の発表に共通するサブカル的
文化における写真の使われ方の特徴としてあるのではないかとの
指摘がなされた。その上で、シンポジウム第１部でも取り上げられ
た「トリノの聖骸布」が引き合いに出され、それがある特定の心象
が物象化した画像といえるものであり、かつそれが他には手に入
れることのできない貴重なものであることによって価値があるとさ
れるのであれば、サブカル的文化においては、むしろある心象が
画像として複数枚あるいは大量に出回ることが重要な価値となっ

2322



シンポジウム「写真の使用法について」  ｜  第 2部報告 座談会  ｜  第 1部　「現代アートという場における写真」

ているのではないかと提起され、画像が一枚しかないということ
と、複数枚であることの意義の違い、あるいは多数であることの
意義とは何であるかとの問いが投げられた。

　それに対し、調氏によって一枚しかない画像を手に入れたいと
いう所有欲というものがあると同時に、大量に複数あるがゆえに
所有したいという欲望や、大量にある画像群の中に自分の画像も
加えたいという欲望もあるのではないかと答えられ、坂口氏によっ
てある有名プロレスラーの写真を撮ったことを自慢する学生が例に
挙げられつつ、画像には必ず著作権等の権利が存在するというこ
とを今日では誰でもが知っているからこそ、自らも写真を撮ること
で、ある心象の権利を自らも分有できるという感覚が重要なので
はないかと分析された。
　調氏と坂口氏の発言を受けた岡本氏によっても、ある特定の心
象の権利を分有したいという欲望があるということが肯定されつ
つ、それと同時に、撮影の当事者となって「自分が撮った」とい
う個人的な経験を得たいという欲望もあるのではないかと付け加
えられた。さらに、オリジナルの画像を別の人物がアレンジして
SNS上に再掲することによって、ある特定の心象が持続し時に拡
大していくという、複数の画像がもたらす心象に対する機能も岡
本氏によって指摘された。また、「のうりん」のポスターの事件を
例に、写真とSNSが一般化し、プライヴェートとパブリックの空
間を障害なく、かつ文脈を無視してさまざまな情報が往復するこ
とによって、ある特定の画像に対し、当初の目的や意図とはまっ
たく違う反応と心象が発生する問題も報告された。

　最後に圓井より、写真とSNSの登場によって、従来のプライ
ヴェートとパブリックの二分法によって区分けされていた空間の間
に、そのどちらにも還元できない「パーソナル」とも言える新しい
空間が生まれてきているという調氏の指摘が、現在のサブカル的
文化の様々な場面で写真が用いられる理由を考察する上での重要
な鍵になる可能性が強調され、シンポジウムは締めくくられた。

岡本健  （アニメ聖地巡礼研究、観光社会学、ゾンビ学）

1983年生まれ。奈良県立大学地域創造学部准教授。北海道大学大学
院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻博士後期課程修了。著書に
『n次創作観光』（北海道冒険芸術出版、2013年）、『コンテンツツーリ
ズム研究』（福村出版、2015年）などがある。

調文明  （視覚文化論、写真批評）

1980年生まれ。日本女子大学ほか非常勤講師。『アサヒカメラ』『写真
画報』などで批評や論文を多数執筆。現在、『日本カメラ』で「写真界隈
パトロール」、『PHaT PHOTO』で「現代アイドル写真論」を掲載中。

座談会｜第 1 部

写真の使用法 Vol.1 現代アートという場における写真
参加者 : 大嶋浩、圓井義典、高橋明洋、小林のりお

3.11以前と以後、何が変わったか？

小林：前回の共同研究「デジタル化以降における写真 -離散的イ
メージの研究」から8年が経過しようとしています。その研究、調
査内容を引き継ぐ形で、今回の「場における写真の展開 -写真
の使用法に関する調査・研究」は遂行されてきたと思うのですが、
その総括も含めて、ここで改めて共同討議を行いたいと思います。
皆様、どうぞよろしくお願いします。
まずは、2015年12月19日に東京工芸大学で行われたシンポジウ
ム「写真の使用法 Vol.1 : 現代アートという場における写真」でも
採りあげられていた、2011年3月発生の東北地方太平洋沖地震、
通称「3.11」周辺から討議を始めたいと思いますが、大嶋さん、い
かがですか。

大嶋：正直、「3.11」について、僕はあまり語るべき言葉を多く持っ
ておりません。たとえば、「3.11」後、写真やアートを見る目が変
わったとか、価値観が変わったとか、何かを見たり考えたりする尺
度が大きく変わったとか、この類の言葉がまるでスローガンのよう
に氾濫した時期がありました。ある著名な写真評論家は、震災後
１か月余りで「アフターマター　震災後の写真」を書き綴り、その
半年後に出版しています。この「いま書いておくしかない」という
使命感にはただただ驚くばかりでした。
しかし、震災以前 /以後では物の尺度が大きく変わり、表現行為
が震災によって問い質され、問い直されているという考えには違
和感をもったことを覚えています。僕にはむしろ、表現行為に限ら
ず、震災以前の問題が顕在化し、前景化したのであって、「何かが
変わった」と感傷に耽ることですでにあった問題を覆い隠してしま
うのではないかと危惧しました。震災以前と以後、実は何も変わっ
てはいない、いやおそらく変わることはないだろう、というのが率
直な感想でした。今年、「3.11」から５年を迎えるわけですが、今
もって、「3.11」が写真やアート、表現行為に突き付けた問題が何
なのか、分かっていないというのが正直なところです。

小林：大嶋さんの「震災以前と以後、実は何も変わってはいない」
を受けて、実は僕自身ホッとしているというか、妙に納得している
んです。と言いますのは、正直なところ僕自身、写真に対しては
震災後、何も変わっていないことを日々実感してきました。震災直

後の写真家の反応は様々でしたが、少なくとも僕自身は「震災」と
いう出来事から意識的に距離を置いて写真を撮ろうとしていました。
端的に言えば、必然性がないかぎり現場には行かない、現場は撮
らない、と心に決めていました。たとえば、Japanese Blueのモチー
フは、現場に行けばあちこちに転がっているだろうと想像できまし
たが、敢えて行かないことで震災から距離を置こうと考えていまし
た。全てが震災という不可抗力的な動機に染められてしまうことが
嫌だったのです。

大嶋：僕や小林さんの世代と、高橋さんや圓井さん、あるいはもっ
と若い世代では、「3.11」の受け止め方が違うかもしれません（世
代による違いなのか、もっと根本的な違いなのか分かりませんが）。
高橋さんや圓井さんは、「3.11」以後についてどのような受け止め方
をしましたか？

高橋：僕は小林さんの様に「現場は撮らない」と思えるまでに、少
し時間がかかりました。今想えば「何もできない後ろめたさ」を引
きずってただけのことの様な気がします。それと、もし現場を見た
場合、写真を撮る者としての欲望をどの様に扱って良いのかも分か
りませんでした。僕は2009年ごろから今の合成スタイルでBBQ-

jp-Styleシリーズを始めていたのですが、放射能の影響で2011年
のGWには多摩川河川敷は閑散としているものだと想っていました。
しかし、事実は前年と同じ様にBBQをする人たちで賑わっていま
した。(少しは自粛した人や放射能の影響を恐れた人もいる様に思
いますが ) その時かな、僕はここにとどまってこの作品を完成させ
ることが僕のやるべきことだと思えたのは。その後も、まだうじう
じと「後ろめたさ」はついてまわるのですが。

小林：高橋さんの感じた「後ろめたさ」とは、どのようなものだった
のですか。もう少し詳しく聞かせてください。

高橋：う～ん。無力さかな。写真を撮る者を名乗ってるくせに、写
真で何かできると信じてない。何にもならない。車も無い金も無い。
自分は報道の人間でもドキュメンタリーの人間でも無いし、記録と
して残すなどということには、とんと興味が無い。そのくせ好奇心
や欲望はある。
続 と々写真家たちが現地入りして大きな仕事を上げてくる。そんな
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中こんな僕にも「何ができるのかを問われている」そんな強迫観念
に陥ったのだと思います。あなたの写真で何が出来るの？と聞かれ
た時に「何にもならない」と答えなければならない「後ろめたさ」。
震災当時はメディアもネットも「何ができる」「何ができる」「何がで
きる」「何ができる」でいっぱいでした。問い詰められている様な
息苦しさがありました。多分日本全国には「後ろめたさ」を感じな
がら悶 と々した人たちが沢山いるのではないかと思います。

圓井：もちろん、私のまわりの写真家や写真学生の中にも、3.11

直後から被災地に行ってSNSで毎日何枚もの現地の写真をアップ
したり、しばらくしたのちに被災した写真の洗浄作業や修復作業
に従事することで自分のスキルを震災につなげようとする姿は特別
なことではありませんでした。私自身も写真に関わるスキルを単な
る職能的なものとしてではなく、社会活動そのものとしてとらえるこ
とには肯定的です。
違和感を覚えたのは、コマーシャルやファッションといった職能的
なあり方で社会に関わっていた写真家が、3.11の際に突然に慈善
活動として写真のスキルを用いだしたことでした。これまでの活動
と3.11での活動にどんな脈絡があるのかが良く分からないのです。
写真学生であれば、それまでは趣味の延長であったものが、3.11

をキッカケに、社会との関わり合いの中で写真を真剣に考えること
になったとしても、それはそれで理解できますが。　
大嶋先生の「震災以前の問題が顕在化し、前景化したのであって、
「何かが変わった」と感傷に耽ることですでにあった問題を覆い隠
してしまうのではないか。」というご指摘も大変共感を覚えます。本
来であれば、震災以前からの問題が顕在化し、前景化したのだか
ら、そこを深くつっこんで考えないといけないにもかかわらず、「何
かが変わった」という一言で皆が問題を共有できたような錯覚と安
心感を覚えることで満足していないか。

小林：圓井さんや大嶋さんのおっしゃる通りで、皆が問題を共有
できたような錯覚と安心感ってやつが一番怖いのですよね。だから
こそ、僕などは本能的に警戒心を持ってしまうというか、社会の多
数派の要請に抗う姿勢をとってしまう。高橋さんの感じた後ろめた
さも、社会の多数派の要請に従えない自分を省みてのことなんで
すよね。いかにも写真は無力であって何の役にもたたない、である
からこそ逆に魅力的なんだと何処かで信じている故の後ろめたさな
んですね。

大嶋：僕にも高橋さんがおっしゃる「後ろめたさ」があります。僕の
「後ろめたさ」にも傍観者でしかないことからくる「無力感」もあり
ますが、もう一つ、僕の中にあったのは「リセットへの欲望」のよ
うなものです。冒頭に書いた著名な写真評論家は、「震災後」を日
本の「敗戦後」になぞらえていました。かつての「敗戦後」のように
「震災」を契機として表現活動に巨大なエネルギーが渦巻くかもし
れないと。僕はそこに「リセットへの欲望」を感じ取りました。す
べてをご破算にし、新しい時代が始まるという期待感。そこには日
常が非日常化することの喜びのようなものがあります。逆説的にも、
震災の当事者（被害者）は一日も早く日常を取り戻すことを希求す
るなかで、日常が非日常化することにある種の喜びを感じてしまう
自分への「後ろめたさ」。
この「リセットへの欲望」は、圓井さんがおっしゃる「コマーシャ
ルやファッションといった分野における職能的なあり方で社会に関
わっていた写真家が」こぞって震災現場に駆けつけたことと照応し
ているかもしれません。僕もある雑誌に圓井さんと同じことを書い
たことがあります。どうして、「広告写真を中心に活動している写
真家たちほど、こぞって被災地に足を運んだのか」と。僕の分析
は「普段、記号的な世界にどっぷり浸っている彼らだからこそ一層、
言葉では言い尽くせない、生 し々い現実と向き合いたいと思ったの
ではなかろうか」というものでした。つまり、「表象不可能なものへ
の希求」。その試論では、こうした「表象不可能なものへの希求」
と近代写真が求めてきた「むき出しの現実の希求」を重ねてみるも
のでしたが、「リセットへの欲望」とこの「むき出しの現実」に触れ
たいという欲望は同じようなものに思えます。
そして、もう一つ、圓井さんがおっしゃる「震災以前からの問題が
顕在化し、前景化したのだから、そこを深くつっこんで考えないと
いけない」を受ければ、かつての報道写真のように、現在の写真
にもはや即時的なイメージは求められていないのではないか、むし
ろ、じっくりと熟成させていくようなイメージが求められているので
はないかと思います。

圓井：大嶋先生のおっしゃる「リセットへの欲望」とこの「むき出
しの現実」に触れたいという欲望に通底するものは「表象」や「観
念」や「イメージ（心象）」との二項対立的な「現実」なのでしょう
か？
もし、3.11で写真家たちが社会の要請としてとらえた、自分たちが
叶えるべき欲望が、この二項対立を前提にしたものであれば、表
象や観念やイメージ（心象）の力が強化されればされるほど、現実

という対立概念もますます強化されることになりますよね？ある意
味、もともとは一なるものであるはずの世界がどんどん「イメージ
（心象）」と、表象不可能なユートピアとしての「むき出しの現実」
に分裂することによって生まれる欲望。なんだか倒錯した欲望のよ
うな気もするのですが…。
倒錯しているというのは、この二項対立そのものが概念であれば、
「むき出しの現実」もまた概念であり、そもそもこの二項対立概念
が成立しなければ生まれえない欲望ではないか、ということです。
もし何か「後ろめたさ」を覚えるとしたら、このような欲望に共感で
きないというところにも原因はあるということはないですか？二項
対立概念の上に成立する欲望に共感できず、傍観者であり続けざ
るをえない。
話は飛躍するかもしれませんが、ジェフリー・バッチェンは『写真
のアルケオロジー』の冒頭近くで、写真を語る上で今問題なのは、
表象／現実、自己／他者といった二項対立概念そのものの政治学
が問われないことであると指摘しています。
小林：「生々しい現実と向き合いたい」というのは、写真家なら誰
もが持っている野次馬根性みたいなものかと思いますが、では、
その現実の生々しさ、むき出しの現実を、写真は、映像は、捉
えることが出来るのでしょうか。戦場カメラマンがもはやTVのパ
フォーマーでしかないように、行為の果てに待っているのは、社会
の制度に収まりきった凡庸で退屈な表現でしかないのでは・・・
と思うわけです。たとえば、僕の場合は幸か不幸か、あの3.11を
直接的には経験していないのです。当時は大学のゼミ合宿で中
国・上海に滞在中で、現地のニュースを通じて日本で大地震が
あったことを知りました。現地のテレビは、大津波によって家々が
流されて行く映像を、悲しげな音楽と共に繰り返し、繰り返し放映
していました。バックに流れていた音楽の影響があったかも知れま
せんが、生 し々さというよりもまるで現実感を欠いたドラマを観てい
るようでした。リフレインとして編集された映像に、コマーシャル
メッセージにも似たある種の国家的意図さえ感じていました。
「リセットへの欲望」は、大げさに言えば革命願望みたいなものだ
と思うのですが、たとえば台風が来たときに妙にワクワクするって
いうのも、退屈な日常が大雨、大風によって非日常化して異質な
感情が芽生えるからなんですね。まあー実際は、リセットされずに
当時の民主党は脆くも崩れ去り、原発は爆発したけれども事実の
多くは隠蔽され、核燃料のメルトダウンは今も続き、それでも何ご
ともなかったかのように原子力発電所の再稼働が始まって・・・と
いった具合に保守的なムードが漂う世の中ですけれども。

大嶋：まさに、圓井さんがおっしゃる「表象」と「現実」の二項対
立をどのように乗り越えるかが、ある雑誌に書いた試論のテーマ
でした。近代写真のメインストリームこそ、この二項対立を前提に、
無媒介な現実、むき出しの現実を求めたのではなかったのか、と
いうことでした。写真は「無媒介な現実」という亡霊からどのよう
に逃れることができるのか。二項対立概念そのものの政治学とは
何か。おそらく二項対立的思考の政治学というのは、二項を実体
化することで、偽の対立をねつ造してしまうことですよね。つまり、
僕の「リセット願望」、あるいは小林さんがおっしゃる「革命願望」
という「後ろめたさ」は「表象」と「無媒介な現実」という偽の対立
から生まれたものである、ということです（「表象不可能なものが
あるのかどうか」ジャック・ランシェール参照）。ただ、一概に二項
対立的思考を否定してしまうと、霧のかかった光景のように、曖昧
模糊とした状態の中でさまようことになってしまう。対抗者の不在。
粗雑で、無反省な二項対立ではない、新たな二項対立を打ち立て
るべきなのか。それとも第三項を導入した新たな対立関係を打ち
立てるべきなのか。それとも・・・・。

3.11以後、顕在化した写真の問題とは？

圓井：高橋先生、「自分は報道の人間でもドキュメンタリーの人間
でも無いし、記録として残すなどということには、とんと興味が無
い。そのくせ好奇心や欲望はある。」とのことですが、高橋先生に
とって、写真で制作活動を続けることの好奇心や欲望とはどのよう
なものですか？

高橋：好奇心は、もっぱら自分の生まれて育った国 (あるいはこの
国のシステム？ ) に向けられているということに、ここ最近、気づ
きました。僕は、よくカメラを持って自転車で丸一日とか行ける範
囲をブラブラしたりして写真を撮ったり、出校途中の電車の中から
風景をずっと見ていたりするのですが、変と思うもの(自分の中で
は)を発見するんです。撮影メモから抜粋すると、電信柱／電動機
付き自転車／既製品の家／バナナの木／小人の庭／白いテーブル
セット／コンテナーボックス／河川敷 BBQ 施設のトイレ等々。こう
いうものの中で日常（と言われる）日々を送る日本の人々。そういう
ことを肌身で感じながら、ブラブラしたり、出校途中の電車の中に
いたりするんですね。そうすると、専門の研究者でもないのに「日
本の近代化」という様なところにまで考えが及んでたりするんです。
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何かその根本に過ちがあったのではないかと！？
何か話が飛躍していて、うまく言えてない気がしますが、これが僕
の表現をする者としての好奇心かな。欲望は、写真を撮る者の欲
望です。マナーがどうとか倫理がどうとかではなく、レンズを向け
てシャッターを切りたい。表現者としてというカッコを外した根源的
欲望、エゴですね。無理そうですけど、ちょっとは世間に名が知
られたいってのもありますよ。

小林：「写真は記録か芸術かといった問題が、再び3.11以降に復
活してきた・・・」とシンポジウムで沢山　さんが発言されていま
したが、この辺に関してはどうなんでしょうか。高橋さんの立場と
しては「自分は報道の人間でもドキュメンタリーの人間でも無いし、
記録として残すなどということには、とんと興味が無い・・・」と
なるのでしょうし、一方、報道写真家的な使命感に駈られて現場
に向かった人も大勢いたと思います。また、畠山直哉さんなんかも
故郷の陸前高田を撮影されてますよね。彼の場合は、お母様を震
災で亡くされてますし、のっぴきならない問題が浮上してきたのだ
ろうと想像できますが。
僕個人としては、中平卓馬の「なぜ植物図鑑か」に記された「記録
という幻影̶ドキュメントからモニュメントへ」を経て、今日的に
は写真のドキュメント性とモニュメント性が渾然一体となり、より
曖昧さを増しているのかなと感じていますが。

大嶋：「写真は記録か芸術か」という問題は、「表象」と「無媒介
な現実」という二項対立と同じように、悪しき問い、偽の問いのよ
うに思えます。そもそも「記録」も、「芸術」もあいまいな概念です。
それを吟味せずに二項対立させることは、圓井さんがおっしゃった
ように、二つの項が実体化され、強化されるだけです（中平卓馬は
「記録」という概念自体を吟味し、疑問に付した最初の写真家だと
思います）。展覧会でのシンポジウム第１部のテーマ「現代アートに
おける写真」というのは、まさにそこから論点をスタートさせようと
意図したものでした。というのも、70年代に登場してきた現代美
術作家たちは、従来のとらえかたでいうところの「記録写真」を用
いたた作品を制作しています（リヒター、ボルタンスキ―、ルシェ、
サルタン＆マンデル等々）。ただし、彼らが「記録写真」を使うのは
何らかの情報を伝えるためではなく、むしろ「記録写真」がどのよ
うにして、どのような社会的意味や価値を生み出すのか、そこに関
心や意図があったと思います。彼らの作品を「芸術ではない」「写
真ではない」と言うことは簡単ですが、僕はなぜ彼らがそのような

写真の使い方をしたのか、そこにどのような意義があるのか、そこ
に興味と関心があります。

圓井：「芸術か記録か」という問いもまた、何ものかを先延ばしに
するための政治的な方便と考えると、空恐ろしくもあります。

大嶋：圓井さんがおっしゃる「何ものかを先延ばしにする」の「何も
のか」とは何のことだと、圓井さんは考えていらっしゃいますか？

圓井：「何ものか」はある一つのものではないと思います。むしろ二
項対立関係があることによって利益の発生する状況への、さまざ
まな欲望の総体を支える場といえば良いでしょうか。利益といって
も単純に金銭的なものだけではありません。ある項が立てられるこ
とで、その項が「無い」ということによる渇望が生まれ、その渇望
を満たすかのような錯覚を誘う眩惑が生まれる場。それと同時に、
そのようなエコノミーの場をいつまでも先延ばしにして持続させた
い、という欲望の総体といえば良いでしょうか。
「写真は記録か芸術か」という三つ巴の概念からなる命題は、そ
ういう項が立つための偽の問いではないかと。答えになっているの
でしょうか？
紙の上の単なる銀の粒子や顔料の点、モニターの無数の点としての
光が模様をなし、その模様をある事物と関連づけて私たちは把握
します。この関連づけのプロセスが、あたかも条件反射のようにな
されるメディアが写真でしょう。ロラン・バルトは「イメージの修辞
学」において、そのような模様と事物との関連づけを「コードなきイ
コン的メッセージ」と表現しますが、前後の文章を読むと、この定
義は絶対的な概念ではなく、あくまでも絵画や文字と比べた場合
の相対的な定義であることがわかります。
より正確にいえば「コードが意識化できるメッセージ」である絵画
や文字に対し、「コードがほとんど意識化できないイコン的メッ
セージ」ということです。写真の記録性といってもそれはコードに
よって把握可能な表象です。
ある事物、たとえばリンゴという名辞は、私たち一人一人が先天
的に共通して把握しているものでしょうか。たぶん違います。先に
ある社会的記憶と一人一人の個人的経験などのさまざまな現象を、
各自が構造化し、その総体を示すひとかたまりの抽象概念たるひ
とつの名辞があてがわれるのだと思います。
だから、ある名辞があるとすれば、その時には捨象された無数の
ものが同時にあるはずではないでしょうか。無数の「もの」という

のは少し語弊があるかもしれませんが、ここでは「もの」としておき
ます。
名辞と無数の捨象されたものはセットです。切り離しえない光と影
といっても良いでしょうか。
話を元に戻すと、「写真は記録か芸術か」という問いは、すくなく
とも「写真」というひとかたまりの抽象概念と「記録」という抽象概
念と「芸術」という抽象概念の三つを含んでいます。それぞれの抽
象概念が常に移ろいゆくものだとするなら、この問いは、永遠に
真偽の定まらない命題ではないでしょうか。 

少なくとも写真について3.11で顕在化したのは、記録もまたイメー
ジメーキング、表象化行為であるにもかかわらず、表象化されたも
のの総体を現実と錯覚しているかもしれない、という疑念だったの
ではないかと思います。ところが写真家自身が、自らの疑念の生
起する根源を十分に吟味せずに、東電や民主党、自民党という具
体的なスケープゴートを立ててお茶を濁そうとしてしまったのかもし
れない。私自身もシッカリと自分の胸に手をあてて反省してみる必
要がありそうです。
シンポジウム第1部の中では、金村修さんが「ただ現実の光景を前
にしても人は鑑賞できないが、そこに枠（フレーム）をつけることで、
客観化し鑑賞可能になる。」というようなことをおっしゃっていたと
思います。枠とはつまり抽象化でしょう。枠の外にももちろん世界
はある。ところがその枠を介した世界が反復されることで、その枠
の中の世界だけが強化される。絵画の場合は、この枠を介した世
界が抽象化された表象でしかないことは、コードが意識化できる
分、鑑賞者も錯覚するところまではいかないのかもしれません。と
ころが、写真の場合は、コードがほとんど意識化できない分、た
とえ錯覚してしまってもまるで気がつかないものなのかもしれませ
ん。それは大変恐ろしいことと思います。

大嶋：したがって問われるべきは、フレーム化されることで、「何
が」客観化され、鑑賞可能になるかではないでしょうか？おそら
く、その「何か」が画面外（総体）の一部として反復されれば、枠
の外を追認・再認するだけになります。この問題はフレーム化され
た現実の瞬間・断片が画面外とどのような関係にあるのかという
問いでもあると思います。ドゥルーズが言う「全体（tout）」と「総体
（ensomble）」の問題。その意味ではもっと「東電や民主党、自民
党を具体的なスケープゴート」にすべきだったと思います（笑）。む
しろ多くの「震災写真」は「日本国の受難」としてのモニュメント性
を打ち出し、「がんばれ！ 　ニッポン」として機能してしまったの

ではないかと思います。

小林：圓井さんのおっしゃる「3.11で顕在化したのは、記録もま
たイメージメーキング、表象化行為であるにもかかわらず、表象化
されたものの総体を現実と錯覚しているかもしれない」に関しては、
まさに僕自身、日本から遠く離れた上海のホテルで、3.11震災を
伝える中国のニュース番組を見ながら、イメージとしての3.11を経
験したのでした。中国語の番組ですから何を言っているのか皆目
わからず、ただただ映像を見ているしかなかったのですが、リピー
トされる悲惨な状況を見ながら、東京郊外にある僕の家も崩壊し
てしまったに違いないと覚悟しました。現地の空港で足止めをくら
い、何日か後にやっとの思いで帰ってみたら、家はそのままの形で
そこにあり、棚のものひとつとして落ちておらず、なんだか拍子抜
けしてしまったのでした。イメージと現実のズレを感じたのは言うま
でもありません。
「がんばれ ! ニッポン」のように、プロパガンダとして機能してしま
う写真の有り様は、システム、制度の問題に絡んでくるような気が
するのですが、写真、アートを取り巻く制度の問題についてはいか
がですか。

撮影者と鑑賞者の関係コード。

圓井：小林先生のご質問にお答えするなら、あまりにも古めかしい
答えですが、カメラのとらえた画像と作者のまなざしとを直結させ
るコードが問われるべき問題でしょう。シンポジウム第１部でも沢
山さんが「手ブレによって作者の身体性が強調される」ということ
を発言されていましたが、この感覚は沢山さん独特の解釈というよ
りも、多くの人が共有しているごく一般的な感覚かと思います。と
ころが、「手ブレ」というのは、画像工学あるいは化学的にいえば、
あくまでも画像が不鮮明になっているだけです。実際は鮮明な画
像のネガを引き伸ばし機に入れて、露光中に印画紙を動かしても
同じ効果が得られます。つまり、レンズの前にある対象とフィルム
やセンサーとの位置関係が露光中に変化して画像の仕上がりが不
鮮明になっているだけです。写真用語でいえば、被写体側が動け
ば「被写体ブレ」ですし、カメラ側が動けば「カメラブレ／手ブレ」
です。この「手ブレ」をシャッターを押した作者の身体の動きの結
果というだけでなく、それを作者のまなざしとして直結させて、し
かも鑑賞者が作者に憑依して（あるいは作者が鑑賞者に憑依して）
作者と鑑賞者の身体が一体化してしまう（コードを意識できないこ
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とによる）錯覚が問題だと思います。

大嶋：制度の問題に入る前に、僕はもう少し、圓井さん、小林さ
んがおっしゃっている「記録もイメージメーキング、表象行為」に
すぎないという話を展開させていきたいと思っています。たとえば、
小林さんが見た中国のニュース番組は、イメージにすぎない、ある
いは何らかのバイアス（意図的なものだろうと、無意図的なもので
あろうと）がかかっているのに、あたかも現実そのもののように見
せてしまっていると、圓井さんや小林さんはおっしゃりたいのでしょ
うか。だとすると、問題となるのは何なのでしょうか。映像それ自
体がすでに何らかのバイアスがかかった映像なのか、それともあ
る種の文脈での使われ方によってバイアスがかかってしまっている
のか、もっと言えば、すでにしてすべての映像には、あるいは見る
ことにはバイアスがかかっている。とすると、写真もまた一つのイ
メージ、表象行為にすぎないとすると、ある現実を写真に写す・移
す・映すこととはどういう行為なのでしょうか。
圓井さんがおっしゃるように、「手ブレ」による写真家の身体性の現
前は、そのみせかけの身体性の現前によって、鑑賞者は写真家の
経験と同一化してしまう。けっきょく、プロヴォークは写真のイメー
ジ性を打破するために、撮影者の身体性＝経験性を持ち出さざる
を得なかった。しかし、圓井さんがおっしゃるように、それでは
写真という画像を鑑賞者が反省的に読解することを回避してしまう。
それこそが中平卓馬が批判しようとしたことではなかったか。

圓井：ある共同体に属する作者がある表象行為を行う。それは
単に作者個人の意図に基づくものではなく、様々なレベルでの総
体を作者なりに感受し、それへの応答として行為したものでしょ
う。ですから映像それ自体にすでに何らかのバイアスがかかってし
まうのは避けられないことのように思います。作者も無垢であるこ
となどできないでしょうから。たとえコンビニの監視カメラの映像
であっても、設置者（作者）のバイアスがかかっている。ところで、
記録であっても芸術であっても写真を用いた表象行為には、あら
かじめ鑑賞者が想定されている。誰も、作者自身すら鑑賞しない
表象行為というのはありえないわけですから。バイアスのかかった
表象である写真を介した作者と鑑賞者の関係。
そのことを視角的に顕在化させるために中平卓馬らは「手ブレ」を
あえて使ったけれど、もろくもその目論見は「手ブレ」自体の様式
化、一般化の中に骨抜きになって今にいたってしまうわけですよね。
小林先生は様式化し、一般化してしまったプロヴォークの「アレ・

ブレ・ボケ」への抵抗、違和感のあらわれとして、大判カメラ+ポ
ジフィルムを使われていったのだと常々うかがっています。作者と
鑑賞者との関係をどのようにお考えですか？高橋先生にもお伺いし
たいです。

小林：60年代末～ 70年代初頭のアレ・ブレ写真は、コンポラ写
真と共に熱病のように当時の若者の間で流行し、僕自身も似たよう
な写真を撮っていた時期もありました。僕自身が本格的に写真家
への道を志した70年代後半、冷静になって自身の表現を考えたと
きに、それまで先輩写真家たちのスタイル、様式だけを真似てい
た自身の愚かさに気がつきました。もちろん中平卓馬の「なぜ植物
図鑑か」の影響もありましたが、とりあえずアレ・ブレもコンポラも
関係のないゼロ地点からのアプローチを試みてみたのです。その
結果としての、大判カメラとポジカラーフィルム + 郊外という場の
選択でした。
作者と鑑賞者との関係で言えば、常に自分自身の中に鑑賞者であ
るもう一人の自分がいて、その鑑賞者である自身の要請に従って、
あるいは応えて写真を撮ってますね。ウェブに写真をアップすると
きも個展のときも、最初の鑑賞者は自分自身です。で、そこから
先は不特定多数の鑑賞者、つまり写真界という場やアートという場
を想定した上での鑑賞者を意識しています。ただし狙いは、1000

人の鑑賞者がいたとすれば、その中の一人か二人くらいに届けば、
伝わればいいやといつも思っています。つまり、真の鑑賞者とはな
かなか巡り会えないことを覚悟した上での表現活動ということにな
ります。
話は少し変わりますが、ボイジャーやマーズパスファインダーが
送ってくる写真の最初の鑑賞者はＮＡＳＡの科学者なんでしょうけ
れど、彼らは写真というものをどう捉えているのか興味があります。
彼らは、デジタルデータの集積によって象られたイメージ、写真に、
遠く離れた惑星の実体をどのように把握、体感しているのでしょう
か。たどり着けない宇宙の果ての、記録と呼ぶにはあまりに不確か
なイメージの痕跡、欠片・・・。

高橋：「バイアス」という言葉が出てきていますが、それは音波の
様に「疎」と「密」な部分があって、鑑賞者にも観る時には「バイ
アス」みたいなものがあって、作者の「疎」と「密」の部分と観る者
の「疎」と「密」の部分が重なったりまた、離れて行ったりと、振
幅を繰り返す。そんなイメージです。なんか、あまりうまく言えてる
気がしませんが…

大嶋：ニュートポグラフィクスや小林さんたちは、「アレ・ブレ・ボ
ケ」の身体性の現前に対して、カメラの現前性（非人間性、機械
の眼、自動性等々）を対置することで、人間的な操作＝身体的経
験によるイメージ性を打破しようとしたのではないでしょうか。ただ、
ニュートポグラフィクスが初期写真（たとえば、開拓時代の写真）
を再導入したとすれば、小林さんはポジカラーフィルムという、あ
の時代のカメラ装置を現前化したと言えるかもしれません。
　プロヴォークの試みは、それが様式化し、一般化したから批評
性を失ってしまったのか、それともそもそもプロヴォークの試みの
なかに限界を抱えていたのか。小林さんの試みはむしろ、後者の
ように思えます。つまり、様式化、一般化とは、なぜ、プロヴォー
クがあのような試みをやったのかを吟味することなく、模倣するこ
とで陥ってしまう事態ではないか。
すでにしてあらゆる映像、写真にはバイアス（媒介）がかかってい
るのだとすれば（鑑賞者においても）、バイアスがかかっているかど
うかが問題なのではなくて、どんなバイアスがかかっているかが問
題になるのではないでしょうか。誰のための、誰に向けての、何の
ための、どのくらいの、どのようなバイアスなのか。

様式化・一般化をいかに回避するか。

小林：大嶋さんのおっしゃる「様式化、一般化とは、なぜ、プロ
ヴォークがあのような試みをやったのかを吟味することなく、真似
てしまうことではないか」は、その通りだと思います。表層的な格
好良さ、写真的効果、フォトジェニーのみを求め、なぜ !? と自ら
に問うことをスルーしてしまうのですね。こうした有り様は、現在
でもいたる所で垣間見られるように思います。プロヴォーク時代さ
ながらのハイコン・アレブレから90年代ガーリー、工場萌え、廃
墟・・・等々。ある意味、僕などはおたくの様式化、一般化もそ
こに絡んでいるように思うのですが・・・。 　科学写真や医学
写真などは、ある目的のために使用されると思うのですが、本来
の務めを忘れて思わず見とれてしまう瞬間もあるのかなと思います。
魅惑的な死体写真、魅惑的な現場検証写真・・・。少々ロマン
チック過ぎますかね 。

大嶋：科学写真や医学写真に思わず見とれてしまうのは、「環世
界」が違うからだと思います。たとえば、ある山の風景を都会人が
猟師の視点（環世界）で見た場合の魅力。カントが説いた近代美
学はあらゆる関心（環世界）から逃れることで成立する「美」を求

めたのでしょうけど、おそらく、現在は破たんしつつあるのではな
いでしょうか。むしろ、「環世界」を移動することが重要ではない
かと思います。ではどのように移動するか、どこからどこに移動す
るのか……。

圓井：環世界を移動すること、というのは、まさにバッチェンのア
ルケオロジーの原動力ですね。写真のモダニズムとポストモダニズ
ムの包含された環世界から脱出した環世界の探索。

大嶋：小林さんから「おたくの様式化」という話が出ましたが、様
式化という話とも絡んでくるのですが、僕はつねづね「おたく」と
はアレクサンドル・コジェーヴがポスト・ヒストリー（歴史の終焉後）
として論じた日本文化における「スノッブ」のひとつだと思っていま
す。名付けて「低級スノッブ」（笑）。というのも、「おたく」文化に
はコジェーブが論じたように歴史の運動としての否定性がなく、た
だ形式的価値（様式化）に戯れるという行為に思えるからです。こ
の無目的で、無意味な、用途なき行為は、カント以後の近代芸術
が目指した理想とも重なります。芸術の無関心性、無目的性、無
意味性。ただ、面白いのは、バタイユがコジェーブに反論して、
「用途なき否定性」ということを言っていることです。歴史の終焉後
も、芸術における否定の運動はあるというわけです。おたく文化は
あきらかに「用途なき肯定性」ですが、バタイユが言う「用途なき
否定性」とは何か。つまり、無意味な行為が批評性（否定性）は
持つことは可能なのか、そんなことを考えます。

小林：「低級スノッブ」とは手厳しいですけれども、だらしのない自
己肯定だけで成立しているかのようなおたく文化には、もう飽き飽
きしている自分がいると、ムサビの卒業・修了制作展を見て思った
ところです。

圓井：「データベース消費」というキーワードで、東浩紀がキャラク
ターを構成する目や胸などのある体の部分、性格設定 など様々な
要素の組み合わせによって無限のバリエーションが創造され、か
つ消費されているエコノミーの様態を表現していました。しかし、
「データベース消費」という言葉を用いずとも、あるコードによって
互いにコミュニケーションの可能な場、ある項がたち、それがない
ことを感じ充足することを求める者と満たす可能性を提示する者の
需給の関係で成り立つ場、それを文化といえば、あらゆる文化に
は必ずやデータベース消費とも言える状況が存在するのではないか
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と思います。
先ほどのプロヴォークの話に戻すなら、プロヴォークの作家たち
がいて、鑑賞者側から見ればそれが新しい運動、態度、エクリ
チュールとして映っていたはずのものが、社会の中で一般化するに
つれ、その作家たちの「アレ・ブレ・ボケ」というスタイル、スナッ
プショットという手法、フリーランスという生活スタイル、そういう
諸々の要素に悪い意味で分析され、消費されるにいたった。これ
もまた歴史の運動としての否定性のない消費であり、単なる趣味
ではなく、作家としての社会的評価とそれに付随した経済的利益
を多かれ少なかれ期待していたのであれば、「用途なき肯定性」と
いうよりも、「用途なきを装った肯定性」というタチの悪い態度かと
思います。

大嶋：僕自身は、「オタク文化」やプロヴォークが当初はもってい
た「批評性」が一般化されることで、その「批評性」が削がれてし
まったと考えるのではなく、むしろ当初から「批評性」はあったの
か、あったとすればその批評性はどのようなもので、どこに限界が
あったのかを問いたい。
「用途なき肯定性」とか、「用途なき否定性」という話を出したの
も、そもそも「用途なき芸術性」、あるいは芸術の無目的性、無
意味性を求めること自体を疑ってみたいと思ったからです。圓井さ
んがおっしゃる「装う」というのは、重要な観点かもしれませんね。
カントの「かのように」と想定することで、批評的位置を獲得する
という意味で。しかし、それが実体化されている今、「用途なき芸
術」とは何か、考えるべきではないかと思っています。
東浩紀の「データベース消費」についてはよく知らないのですが、
最近、彼の『一般意志２．０』という本を読んだことがあって、そ
のなかではデータベースを無意識の欲望、あるいは社会の欲望と
いうとらえ方をしていました。データベースを解析することで、ネッ
ト上で使われる言葉の「組み合わせ方」に潜む無意識の欲望（傾
向）を可視化できるというわけです。ただ、彼もデータベースそれ
自体を絶対化するとは言っていない。むしろ、精神分析学のよう
に、無意識と意識（意図的な創出）の相克を問題にしているよう
です。僕自身は、データベースが何らかの社会の無意識を示して
いるにしても、ラカンが言うように「無意識もまた構造化されてい
る」という視点が必要だと思います。それは圓井さんがおっしゃる
コード化された「データベース消費」ということになるでしょう。

圓井： 「オタク文化」やプロヴォークは当初から「批評性」をもって

いたのか？という問いは、きわめて大切な問いだと思います。
そもそもそれらが名辞化される時点で、あるコード化された「項」
となっているわけです。名辞化は何かを顕在化させたいという欲
望が作用因にあるものであるなら、名辞化とはすでに「用途」性を
はらんでいるわけです。「オタク文化」と「オタク文化でないもの」、
「プロヴォーク」と「プロヴォークでないもの」、…何でも良いので
すが、ある項とその項でないもの、という対立構造に引き込まれる
可能性が、項が立てられた瞬間から内包される。「批評性」という
点では、ある特殊なものとして区別されたと同時に何かを失い始め
るのかもしれません。そもそも批評性を獲得するためには批評する
べきものとしての項をたてなければなりません。
「用途なき芸術とは何か」。すでにこの問いには何かの欲望によっ
て名辞化された「用途」と「芸術」という項がたっています。「用
途」という項は何を意味するのか、「芸術」という項は何を意味す
るのか。

大嶋：で、プロヴォークは何を批評の対象としたのか、小林さん
たちの世代は何を批評の対象にしたのか、そして今は何を批評の
対象にすべきか、僕が現代アートの写真の使用法において、問題
にしたかったのもそこなんですが、現代アート（70年代前後の）が
何を批評の対象にしようとしたのか。僕はそれをクラウスの「理論
的対象として写真」から問いたいと思ったわけです。ただ、僕が
「オタク文化」を議論の俎上に載せたいと思うのは、「オタク文化」
が「批評性」なるものの無視というか、「批評性」そのものに対して
「否」をつきつけているようにも思えるからです。逆に言えば、「オタ
ク文化」なるものに執拗に対峙せざるを得ない僕がいるというわけ
です（笑）。

圓井：「理論的対象としての写真」。クラウスは「メディウムの再
発明」において、写真という対象が今や骨董品的なものになった
ことによって、むしろ今一度ある固有のメデイウム性をもつものと
して再発明されたと言っています。これは写真という固有のメデイ
ウム性の確立に躍起になったモダニズムのあとに生まれた、文脈
主義的、写真の複数のメディウム性（それゆえバッチェンはあえて
Phtographiesと言っています）を喧伝したポストモダニズムのさら
に後に生まれてきたとらえ方です。しかし、これはいまだにあくま
でも私の憶断、憶測にすぎないのですが、それは美術という環世
界にのみに通用する可能性をもった、まさにデータベース消費たる
悪い問い、偽の問いにも思えますがいかがでしょうか？

悪い問いであっても、ある項を立てて、その項が他者と交通可能
となることによって、その項／名辞を持続させる力になる。クラウス
の場合は「かつての写真がもっていたメディウム性とは異質ではあ
るが固有のメディウム性をもつ写真」という項です。
理論的対象化とは全体から抽象することによる名辞化／命題化で
あり、自ずと捨象するものでもある。つまり、名辞によって指示さ
れる対象には常に捨象されたもののあるかぎり、名辞化は無限の
バリエーションを持ちうる可能性がある。
大嶋先生のお話に戻れば、「オタク文化」が「批評性」なるもの
を無視というか、「批評性」そのものに対して否を突きつけている
と受けとめる立場（これを立場Aとします）があるとしたら、それ
は、立場Aがとらえる写真と「オタク文化」（立場B）のとらえる写
真が、そもそも違うすれ違いの関係にあるからと考えることがで
きると思います。さらに、このすれ違いには少なくとも3つの可能
性があると思います。一つには、立場Aが指し示す「写真」とい
うものと、立場Bが指し示す「写真」というものが別々の集合であ
る可能性です。この場合には、「写真」というものが固有のメディ
ウム性をもった単数のものではなく、複数のメディウム性をもった
“Photographies”であるということの証左になるでしょう。もう一つ
の可能性は、「オタク文化」の「批評性」が立場Aの指し示す「批
評性」とは別のものを指し示している可能性です。３つ目は「オタ
ク文化」は＜既存＞の「批評」そのものを批評対象にしている可能
性です。

大嶋：メディウムの固有性を求めたモダニズム、文脈主義的あるい
はメディウムの複数性を求めたポストモダニズム、既存の批評を批
評対象とする「オタク文化」（東浩紀はここに位置するのでしょう。
あの後、「動物化するポストモダン」という新書を読んでみました）。
また、新たなメディウム性の再発明にこだわるクラウス（われわれ
写真側から言えば、確かにクラウスの議論はいささか古い気がしま
す。クラウスの議論は美術界でもあまり評判はよくないようですが、
メディウムの諸条件とはけっきょく約束事という意味で、僕はそれな
りに見るべきところがあると思っていますが）。
そこで再び、問いたいわけです。何を批評の対象とすべきかと。つ
まり、何が問題なのかと。さまざまな批評概念の創造だけでは
けっきょく、圓井さんがおっしゃるように形式的なふるまいに陥っ
てしまう。新たな概念の創造とは、ある具体的な問題に対応する
形で行われなければならない。とするならば、モダニズムにおいて、
なぜ、メディウムの固有性を求める必要があったのか、ポストモダ

ンにおいては、なぜ、メディウムの複数性を言い出さなければなら
ないのか、今、具体的な問題となるものは何か。
僕がクラウスの「理論的対象としての写真」に注目したのは、70年
代前後に文学においても、メディア学においても、文学それ自体、
メディアそれ自体の分析が必要とされたからだと思います。写真な
らば、写真というメディアが社会の中でどのように機能しているの
か、どのような効果を与えているのか、それを分析するために写真
そのものを理論の対象にする必要があった。
では、今、問題にすべきことは何なのか。例えば、クラウスの問
題意識は、それぞれのチャンネル、領域（環世界と言い換えても
いいですが）で成立している約束事（メディウムの物質的、技法的
諸条件）を作り替えることで、メディアの機能、与える効果を変化
させることにあるのではないかと思います。東浩紀の問題意識は、
データベースとしての一般意志（欲望）を無視するな、それを考慮
することで、新たな文化、政治を考えろということなんだと思いま
す。
そこでむしろ僕は、写真家である小林さんや圓井さん、高橋さん
たちと議論してみたいと思うのは、今、写真を使っての表現行為
において、何が問題なのか、何を問題にすべきなのかをお伺いし
たいと思っています。もちろん、どこまで意識的にやっているのか、
明快に言語化できるのかどうか分からない部分もあると思いますが、
それを議論することで少しでも顕在化できればいいのではないかと。

今、写真の問題とは何か、何を問題にすべきか。

小林：大嶋さんの、「オタク文化」が「批評性」なるものの無視とい
うか、「批評性」そのものに対して「否」をつきつけている・・・に
関しては、同感です。日本の悪しき平等主義がもたらした、それ
こそ「味噌もくそも一緒に」といった感がします。この辺に関しては、
後日ゆっくりと。
別枠でコラボ参加の若い人たちと座談会をやってますが、今の人
たちは必要以上に相手に気をつかって発言するんだなと納得した
次第です。相手と争ったり、傷つけたり、それによって自分が傷つ
くリスクを必要以上に回避する・・・そんな心の動きが読めて、こ
れも時代なのかなと思った次第です。ある意味、とてもスマートな
のですが、なかなか本音が出てこない。これも悪しき平等主義の
結果でしょうか 。
ここで「今、写真を使っての表現行為において、何が問題なのか、
何を問題にすべきなのかをお伺いしたいと思っています」の大嶋さ
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んの発言を踏まえて、座談会を再開したいと思います。
僕の場合は、「写真を使っての表現行為」というよりは、「写真」そ
のものを生きてきたように思います。表現の手段として写真を選び
取ったというよりは、気がつけばそこに写真があったということです。
振り返れば、少年時代から無反省に写真と遊び戯れてきたように
思いますが、そうした状況下で写真家として外せないものがあると
すれば、それは「批評性」であろうと思います。外部世界へ連なる
回路としての批評性だけは失いたくない、忘れたくないと肝に銘じ
ています。

大嶋：小林さん、「外部世界へ連なる回路としての批評性」という
のをもう少し説明していただけるとありがたいです！

小林：端的に言えば、趣味の延長として自己完結した世界に浸るこ
となく常に外へと開いて行く、あるいは外部、異質なものを受け入
れながら新たな回路へと自身を誘って行く・・・といった感じでしょ
うか。

大嶋：もう少し「外部」の説明を。人間的なものの外部、人間的
知覚の外部、社会的なものの外部、システムの外部、作品的なも
のの外部、あるいは絶対的な他者のようなもの・・・・？

小林：大嶋さんがあげてくれた「人間的なものの外部、人間的知
覚の外部、社会的なものの外部、システムの外部、作品的なもの
の外部、あるいは絶対的な他者のようなもの・・・・？」これら
全てを含んでいると思います。しかしながら、内と外が明快に区別
されているわけでもなく、外部と思っていたはずが内部だったなん
てこともあるかもしれません。作品制作の場合、モヤモヤとした直
感、予感のようなものを頼りに地図、指標なしで進めて行きますか
ら、最初から明確な外部ありきではないですね。

高橋：僕の場合、自分の撮った写真が、大嶋さんのおしゃってい
るような外部を教えてくれる感じですか、だから結構闇雲に撮り歩
きます。そこから作品にまで達することもあれば、だいたいは無駄
足だったりします。

大嶋：ここでさらに意地悪な質問を続けます。写真によって「外
部」を見出すこと、晒すこと、あるいは露見させることで何を意図
しているのか、そこでの批評性とはいかなるものなのか。いまある

自分（撮影者）の知覚、認識等のあり様を変えるためなのか、あ
るいは同じように鑑賞者の知覚、認識等を相対化するためなの
か？
小林さんがすでに「外部と思っていたはずが内部だった」と指摘し
ている通り、この「外部」についてはかなりの熟考が必要かと思い
ます。小林さんがおっしゃった「外部」に対して、僕が思いつきで
挙げたいくつかの項目をまとめてみると、「イメージの外部」あるい
は「イメージの他性」とも言えるかもしれません。例えば、清水穣
は一連の著作でモダニズム写真が求めた「リアル」「自然」「外部」
といったものこそ、「表象システム」と「その外部」という二元論に
基づいたものに過ぎないと言っています。清水穣によれば「コンポ
ラ写真」（牛腸茂雄等）こそ、現実世界がすでに写真であることか
ら出発した写真であり、モダニズム的な二元論を前提にしていない
と。僕自身は清水穣の考え方にまったく同意はしないものの、「外
部」について再考するひとつの契機にはなる気がしています。従っ
て、写真家である皆さんに、「イメージの外部」はあるのか、ある
とすればその「外部」とは何か、それとも「もはやすべてがイメー
ジであり」、「イメージの外部」という概念に有効性はないのか、そ
んな質問を投げかけてみたいと思います。こうした問い自体がそも
そも錯誤しているのでは？という疑問も含めて話し合えればと思い
ます。

高橋：僕は撮るべきものはその辺にごろごろと転がっていると常日
頃から思っています。だからそこら辺中をカメラを持ってうろつきま
す。多くの人々にとってその世界は日常と言われるものです。カメラ
を持ってうろついていると日常と言われるの世界の綻びが見え隠れ
します。そういう時、日常とは日常と思わされている世界なのでは
ないかという疑念が生まれます。そういうものが僕にとっての外部
の発見の様に思えます。また、日常をそのまま肯定的に写真を撮
る方たちもいますよね。問いに答えているかどうか疑問ですが、書
いてみました。

小林：コンポラ写真に関しては、60年代末～ 70年代初頭に僕自身、
フリードランダーやデビットソンの洗礼を受けています。ソーシャ
ル・ランドスケープ、社会的風景に向かって・・・といったスロー
ガンは、当時の写真青年にとても魅力的に映りました。もはや現
実は写真の中にしか存在せず、世界は網膜上の儚い景色に過ぎな
い・・・といった刹那的心情が僕を支配していたような気がします。
たぶんそれは、来たるべき映像、イメージによるメディア社会を予

感した上でのことだったと思いますが・・・。ただ写真表現の観
点から言うと、コンボラはアレ・ブレと同様、そのスタイルだけが
一人歩きをし、多くの模倣者による再生産の果てに無毒化してしま
うことになります。80年代の僕の写真は、コンポラ、アレ・ブレに
対するアンチテーゼで成り立っていたことも事実です。「カタログに
はカタログを」これは、写真集 LANDSCAPES に書いたエッセイ
の一部ですが、すでにカタログイメージで囲まれてしまった世界の
中にあっては、冷徹なカタログイメージで応酬するしかない写真家
の立場を表明したつもりでした。で、時を経て現在のデジタル時
代に突入するわけです。

透明な窓としての写真に対する懐疑。

大嶋：時間があいてしまいましたが、少しコメントします。小林さ
んが「現実は写真の中にしか存在せず」という意識というか自覚
は、確かに「コンポラ写真」を始めとして、６０年代後半から７０
年代にかけて見られるようになった兆候だと思います。それはおそ
らく写真は「現実」を透明に写す窓ではないという自覚だと思いま
す。例えば、小林さんが挙げているデビットソンはマグナム出身で
あり、日本の「コンポラ写真」が範としたのは「ニュー・ドキュメ
ンツ」展の写真ですよね。つまりそれまでのライフ流のドキュメンタ
リー写真－写真家が「現実」を切り取る際に写真は透明なメディア
という前提に立っている－に対して、写真というメディア性（媒介
性）を意識することだと思います。「ニュー・ドキュメンツ」と呼ば
れる写真家たちが鑑賞者にフレームを意識させたり、広角レンズを
多用したり（広角レンズの多用は、一つの中心的な被写体に焦点を
あてるのではなく、事物の関係性を読み取らせるという意味もある
と思いますが）したことに表れていると思います。僕がクラウスを
引いて述べた「写真が理論的対象」となっていくのも、やはり70

年代前後のことです。つまり写真というメディアそのものが問題の
対象として浮上してきた。小林さんがおっしゃる「イメージによるメ
ディア社会」の自覚。そのような問題意識に立つならば、写真の外
部に新たな何か（他者性）を求めていくというよりも、写真の内部
自体を問題化しなければならない。写真による写真批判－写真の
内破。小林さんの「カタログにはカタログ」という戦略もその一つ
だと思います。つまり、写真に対して新たな意味や価値を求めるこ
とが問題ではなく、それに先立つ意味と価値の生産と受容のモー
ドが問題となる。そのとき、「写真理論」なるものが誕生するという
わけです。

こうした考えを前提とすれば、高橋さんが日常の中に異常性を、
「日常」＝普通と思われていることが実はきわめて異常なこと＝例
外状態であることを、写真によって暴露するためには、何らかの
「操作」（ここでいう「操作」とは「加工」という意味ではありませ
ん）が必要になる。なぜなら、写真の存在自体が高橋さんのおっ
しゃる「イデオロギー」に加担していると考えられるからです（写真
による等質化、恒常化等々）。
そもそも「現実世界がすでに写真である」とは、どういうことでしょ
うか。僕らはすでにして「映像」を通して（介して）現実を見てい
る・認識しているということでしょうか。それとも、「現実」それ自
体がすでに映像化された「準‐現実」ということでしょうか。清水
穣が言っていることは、実は最近、あまりに月並みのような気がし
ています（笑）。したがって、最初に前述したことにまったく同意し
ているわけではありません。

小林：今となっては、現実それ自体がすでに映像化された世界に
我々は生きていると感じます。SNSを例にとるでもなく、映像的効
果を前提として我々の行動が想起されるような構造になっていると
思います。映像的効果を高めるために、映像的効果に寄与するた
めに我々の行動自体が規定されるといった状況になりつつあるのか
なと。
「清水穣によれば「コンポラ写真」（牛腸茂雄等）こそ、現実世界
がすでに写真であることから出発した写真であり、モダニズム的な
二元論を前提にしていないと。」に関しては、当時の自分を振り返
ると、自身においても周辺においてもモダニズム的な二元論からは
脱却できていなかったように思います。むしろ、現実をなかなか捕
まえられないロマンチックな苛立ちの中に当時の写真家たちは存在
していたように思います。その結果として、超広角レンズを多用し
たり、傍観者的なスタイルが流行していたような気がします。プリ
ント仕上げにおいても、必要以上に余白を大きくとった額縁のよう
な見せ方が流行した時代でした。写真というメディアの中に埋没す
る・・・そんな感覚でしたね。

圓井： 「現実それ自体がすでに映像化された世界に我々は生きてい
る」という意見にはただし書きを付けて同意します。つまり、「現実
それ自体がすでに映像化された世界に我々は生きている」とも言え
るが、そのような事態はデジタル技術が社会に浸透した今日、と
りわけ1990年代以降に生じた新たな事態というよりも、むしろ私
たちの知覚世界は本性としてそういうものであり続けてきたのでは
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ないか、と考えています。つまり、単に、生な現実があってそれが
映像によって矮小化されるということでもなく、逆に単に現実世界
がすでに写真である（我々は無限の写真の総体によってあらかじめ
想起されるものを眼前の光景に照射して知覚するとか、現実世界
とはかならず写真化という抽象作用を経て包括しえるとか）、とい
うことでもなく、世界とは、主体ごと（我々ひとりひとり）に依拠し
た知覚世界のことと限定すれば、知覚世界それ自体の本性として
は、主体という機械にさまざまな情報（主体の経験、社会の記憶、
歴史、習慣、そして無数の映像といった情報など）が縦糸横糸と
して寄せ集められ、それらによって織りなされたものであり、その
点で、そのような世界は純粋に主観的なものでも、純粋に客観的
なものでもなく、いわばその両者のない交ぜになった間主観的なも
のであらざるをえない、のではないかということです。
ですから、「現実それ自体がすでに映像化された世界に我々は生
きている」というのは、間主観的なる我々の知覚のしくみについて
の、映像という装置のしくみを使った換喩（言い換え）としては適
切であるけれども、知覚のしくみそのものを正しくあらわしたもの
ではないと言うことです。

大嶋：みなさんがおっしゃるように、「現実」と呼ばれるものにはす
でにして何らかのヴェールがかかっている。しかし、写真（機械）
による知覚と肉眼ではそのヴェールのかかり方が違う。写真に「あ
りのままの現実」を求めたことは間違いだったとしてもやはりそこに
はやはり違いがある。近代写真が「ありのままの現実」を写真に求
めたことは不当だったにしても、その差異（機械の眼と肉眼の違い、
あるいは機械の眼と絵画的な目の違い）にある種の「批評性」を
求めたことは決して間違いではなかった。問題はおそらく、その差
異があたかも消失してしまったかのように思えること（＝つまり世界
の映像化）ではないでしょうか。とするならば、近代写真の「批評
性」にはもはや限界があることになります。その限界をどうとらえる
か。その差異はないものとしてイメージの戯れ（世界はすでにして
映像化されているのだから、写真も肉眼もすべて一緒なのだから、
現象的なイメージの違いに耽るほかはないというわけです）に耽る
か。新たな差異を見出すか（ちなみに、小林さんの「ランドスケー
プ」以来の写真行為はすでにして、この二重の戦い－イメージと写
真それ自体への批判を意識したものと思われます）。
機械の眼と肉眼あるいは絵画的なものとの違いを考えると、写真
は圓井さんがおっしゃる主観‐客観という相関主義を逃れている
可能性があります。つまり、小林さんがつねづね衛星写真を例に出

したり、主観性の消去をおっしゃったりしているように、写真とい
う映像はまさに主観あるいは人間なしに世界が存在していることを
例証してしまうからです。
「差異の消失」について少し補足します。写真は決して「透明な
窓」ではない、肉眼もまた「透明な窓」ではない。したがって「す
べてがイメージである」ととらえてしまうことで、「差異」を消去し、
「イメージの他性」を否定してしまうことです。

現在の写真状況は何を物語っているのか。

小林：この辺で少し、身近で現実的な話題に引き戻したいと思い
ます。
かつては、アサヒカメラやカメラ毎日といった写真月刊誌が先導役
となって、シリアスな写真の世界が活性化していたと思うのですが、
もう何年も前から、そうした中心的存在、核のようなものが写真界
から消失し、非常にフラットな状況が続いていると感じているので
すが、この辺に関して、大嶋さん、いかがですか。
もう少しかみ砕いて言うと、かつての工場萌えや団地萌え、コスプ
レ写真や自撮り、アウフォト (out of photographers) 、素人モデル
をSNSで募集してのポートレート写真などに見られるような、本来
の文脈から切り離されて耽美的な絵面だけが一人歩きしているよう
な、個的で趣味性の強い写真が目立つ昨今ですが、この辺に関し
てはいかがですか。

大嶋：先日もムサビで小林さんと、今、写真家を目指す人は誰に
向け写真作品を制作し、発表しているのか、彼らの写真を正当に
評価し、位置付けてくれる場はあるのか、そんな立ち話をしました。
小林さんがおっしゃるように、かつての写真雑誌のような核となる
言説の場はもはやない。展評という形でメディアの片隅に残ってい
るにすぎない。“現代アート”という場でかろうじて映像というカテ
ゴリーで評価されるしかないのではないか、というのが僕の感想で
した。金子隆一さんの意見では、ポートフォリオレビューや写真集
（ＺＩＮＥ）発行がかろうじて写真というジャンルの言説の場になっ
ているのではないかというものでした。
よく考えてみると、そもそも僕が写真に関心を抱き、本格的に始め
たのは、2000年以降で、すでに写真というメディウムの衰退が言
われ始めた頃でした（もちろんデジタル化の始まりとともに）。逆に
言えば、写真がすでに「美術」に吸収され、いわゆる「美術化」さ
れた時代に、写真に興味を持ったということです。僕自身としては、

従来の「美術」の枠組みから逸脱する（批評性をもつものとしての）
“現代アート”の一つとしての写真の使用法に関心を抱いたと言える
かもしれません。したがって僕は、写真は“現代アート”という場
で戦っていくしかないという気がしています。もちろん、この“現代
アート”という場も制度化されつつあるのはあきらかですが、むし
ろそれゆえにこそ写真がもつ批評性を発揮できるのではないか。
ロザリンド・クラウスがベンヤミンを引いて言うように、写真は一
般に普及することにより、写真が有していた脱構築的な力（批評
性）を衰退させてきた。しかし、その衰退にこそメディウムを救済
する可能性があると。クラウスが言う「救済」というのは、写真な
ら写真というメディウムを再発明することのようですが。相変わら
ずメディウム性にこだわっているということで、批判もあるようです。
クラウスの言う「一般化と衰退」は、小林さんが挙げた「工場萌え
や団地萌え、コスプレ写真や自撮り、アウフォト・・・・」という
現象として生じていることだと思います。僕の感想としては、こうし
た現象はあきらかに資本主義的体制におけるスペクタクル社会の
勝利、あるいはスペクタクル社会の内面化という気がします。

小林：「今、写真家を目指す人は誰に向け写真作品を制作し、発
表しているのか・・・」に関しては、90年代初頭から現在に至る
まで、写真新世紀やひとつぼ展、1-WALL展などの公募展がその
受け皿になっていたと言えますが、ここに来てそれらの公募展も力
を失いつつあるのかなと感じています。ジンを巡る発表形態につい
ても僕などは懐疑的で、どこか趣味的で刹那的な雰囲気が漂って
いて、若い人たちのコミュニケーションツールとしては有効ではあっ
ても、それ自体が表現手段としての実行力を持ち得ていないといっ
た印象を持ちます。たぶんそれは、工場萌えや団地萌え、コスプ
レ写真や自撮り、アウフォトと同列であって、老人のゲートボール
愛好会にも似た趣味性の温存を強く感じます。かつてのオタクが
一般化し、ただの趣味人倶楽部になったということですね。
一方、大学の写真教育の現場では、未だにフィルム暗室の授業が
無批判に継承され、30年、40年前となんら変わらぬ実習授業が
行われています。当然のごとく学生たちの多くは、そこに本物の写
真があるかのごとく錯覚をし、かつての古き良き時代の写真表現
に追従、追体験をすることでかろうじて充足感を得ている。つまり
は、多くの学生が再生産のラビリンスから逃れられないままで卒
業を迎える。フィルムカメラを大事そうに、まるでお守りのように抱
えている学生を目にすることが多い昨今です。終わってしまったフィ
ルム写真を「いや未だ終わっていない、終わっていない」と連呼す

る僕ら写真教師の姿が、その背後に透けて見えるようで、僕など
は暗澹たる気持ちになります。
で、そうした状況の中で僕などは、「孤独」に写真をやり続けるし
かないなと腹をくくっていますが・・・。孤独な老人になるための
レッスン。
一方、現代アートの世界に夢を持てない、懐疑的になってしまう現
状もあって、例えばグルスキーの3億3300万円の写真と僕らの値
札のない写真とどこがどう違うのか、現代アートはその答えを出し
ていないような気がします。

大嶋：小林さんの「孤独な老人になるためのレッスン・・・」と
いう心境はよく分かりますし、写真家としての決意も理解できま
す。ただ大学で写真を教える立場も含めて考えると、そうも言って
いられない（笑）。ジンをめぐる発表形態に関しての小林さんの意
見に、僕も同感します。小林さんもおっしゃるように、おそらくそ
こには趣味的な愛好会めいて批評的言説が存在しない気がしま
す。もっともジンという発表形態はそうした批評的言説を排し、そ
れぞれがお気に入りの作品を購入し合うという小さなマーケットを
形成することを目的としているのかもしれませんが。フリーマーケッ
トのような従来の批評家や画商等を介しての美術マーケットを拒
否するために。この問題は追記で小林さんがおっしゃる現代アート
の美術マーケットの問題とも絡んでくるかもしれません。ただ、グ
ルスキーの写真が３億3300万なのは、あくまでも美術マーケット
によって形成されたもので、グルスキー自身やグルスキーの作品を
どう語り、どう評価するかはまた別次元の問題ではないでしょうか。
つまり、小林さんの写真も、小林さんが好むと好まざるにかかわら
ず、写真家の手を離れてしまった作品は美術マーケットによって何
億かの値段がつけられてしまう潜在的な可能性があるわけです。
写真を“現代アート”として語るべきではないかと思っているのは、
一つは現代アートが絵画や彫刻、写真といった既存のジャンルに
則った批評、評価の対象ではないことや、「美」が問題ではないこ
と、近代的な写真観では語り切れないことなど・・・、“現代アー
ト”の対象ととらえることで、とりあえず写真をこれまでとは異なる
見方ができるのではないかと思っているからです。それじゃ、これ
までの写真と“現代アート”としての写真はどう区別できるのか、と
いう問題になりますが（例えば、小林さんの写真は僕にとって“現
代アート”の範疇にはいります）。その分岐点を僕はクラウスの見
方にならって70年代前後に見ています。
小林さんとの話のなかで、何となく浮かんできた問題点は、けっ
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きょく「批評性」の有無、例えば、小林さんが挙げる「かつての
工場萌えや団地萌え、コスプレ写真や自撮り、アウフォト(out of 

photographers) 、素人モデルをSNSで募集してのポートレート写
真など」は、「批評性」を求めていない。いやむしろそれを拒否す
ることが目的とも言えるかもしれません。つまり「近代的批評」概念
そのものを標的にしているということです。上記したように、そうし
た「批評性」こそが「美術マーケット」を形成してきたのではない
かということでもあります。
こうして考えをめぐらしていくと、「批評」とは何かという問題も浮上
してくるような気もします。「批評」にはどうしても「選別と排除」の
評価が含まれてしまいますが、しかし、それを優先しない「批評」
のあり方－本来的な意味での「批判」－を考えなければならない気
がします。
これはあくまでも推測に過ぎませんが、例えば、村上隆の“ＧＥＩ-

ＳＡＩ”というのも、批評家や画商、キュレーターといった存在を
介した美術マーケットに対抗するためのもので、おそらく小林さん
の挙げた一連の写真は村上隆的な考えに即したもののように思え
ます。したがって、繰り返しになりますが、「批評」あるいは「批評
的言説の場」をどう考えるか、どのようなものとして、どう作り上げ
るかという問題につながるのではないでしょうか。

現在の写真界に「批評性」は存在するのか。

圓井：「批評性」が美術界という環世界に固有のものであるなら、
「写真界」に「批評性」がないことも納得がいきます。大嶋先生の
「写真を“現代アート”として語るべきではないか」というご指摘は、
まさに現在の「批評性のない写真界」と言って良い環世界において
「批評性」をもって臨むということになろうかと思います。
「「写真」というメディウムは何か。どこから来て今どこにいるの
か。」という議論がより精確に行なわれる必要があるように思います。
「環世界にありながら環世界を超越したまなざしを持つこと。」難し
い命題ですね。

小林：たとえば、長い間続いたカメラ毎日のアルバムは、プロでも
アマチュアでもない表現者という立場で写真を思考しようとするユ
ニークな企画だったと思います。当時、僕は浪人生でしたが、デ
ビュー前の須田一政さんと一緒に作品が掲載されたことがありまし
た。それまでは、プロの作品が飾られることが多かったグラビア
ページに、まだアマチュアである自分の作品が掲載されることの

喜びはひとしおでした。拙い作品ながら、その後、僕が写真家と
して身を立てるきっかけのひとつとなりました。そこには、プロがア
マチュアを指導するといったそれまでの月例コンテストの枠を取り
外し、プロでもアマチュアでもないもうひとつの「場」を現出させよ
うとした編集者の目論見があったわけですが、その後の90年代か
ら始まる写真新世紀やひとつぼ展といった公募展にも、その精神
風土的なものは受け継がれてきたと思います。
一方で、美術作品としてマーケットを意識した場も形成されてきた
わけですが、個人的には意識的にそうした場とは関わりを避けて
きたように思います。過去にツァイト・フォトサロンで個展を開催
したこともありましたが、なぜかそうした場に馴染むことができず、
オーナーの故・石原悦郎さんとも疎遠になってしまいました。秋に、
石原悦郎さんを忍んでの写真展がツァイト・フォトサロンで開催さ
れますが、過ぎし日を思い出しながら、一点出品します。

圓井：「長い間続いたカメラ毎日のアルバムは、プロでもアマチュ
アでもない表現者という立場で写真を思考しようとするユニークな
企画だったと思います。」という小林先生のご指摘は、植田正治の
「シリアス・フォトグラファー」というとらえ方についての発言時期と
も同期しています。以下、少し長くなりますが、アサヒカメラ1974

年8月号での植田正治の言葉を引用します。

「もともと、シリアスな写真にはアマとか、プロとかの区別はあろ
うはずはなく、わがアマチュアのみなさんが、いつも撮っている写
真は、大部分がシリアスなそれで、私みたいに、地方にいて、カレ
ンダーにも売れないような写真を撮っているプロの端くれでも、プ
ロの中のシリアス派とでも、いうのかなとおもうのです。
　　それならば、口ぐせのいつまでもアマチュアだなんて、ちょっ
とキザっぽい言葉を吐くより、胸をはって、これからはシリアス・
フォトグラファーと、いいたいものだとおもっています。（中略）どこ
の国でも、コマーシャル・フォトグラファーは派手な存在で、生活
も収入も一流芸能人なみ。マスコミに登場する有名人。いうならば、
この世界に咲き誇る大輪の花であろうとおもいます。
　　シリアス・フォトグラファーは、いつも目立たぬ存在で、花な
ら名もない路傍の雑草の花、かもしれませんが、いつの日か、わ
れら誇り高きシリアス・フォトグラファーと、すくなくとも純粋な
アーチストとして、自他ともにいわれるようになりたいと思うのです
が、日本でのそれは、所詮はかない一睡の夢なのでしょうか。」

ここでいう「シリアス」というキーワードがまさに今回の議論の中心
テーマ「批評性」に深くかかわっていることは自明かと思われます。
つまり、単に経済活動とは無関係に家族や友人との楽しい時間を
残すということではなく、かといって完全なる経済活動として記録
したりイメージメーキングするのでもなく、経済活動か否かは一旦
保留にして、表現としての写真を「考え」、カタチにする。この「一
旦保留にする（＝エポケー）」という視座の21世紀におけるあり方
がどのようなものなのか。

大嶋：圓井さんが言うような「場」がかろうじて成立しているの
が「現代アート」の「場」ではないかと、僕は思っているのです
が・・・。コミマやジンの「場」にも、「批評的言説」があれば、
僕は可能性があると思うのですが、なぜか、彼らはそれを嫌う傾
向にある（作品を気にいるかいらないか、そのどちらかの判断しか
ない気がします）。もちろん、ここで言う「批評的言説」とは、「批
評家」の言説のことではありません。表現者も、鑑賞者も含めた
「言説の場」のことです。

圓井：表現者や鑑賞者自身が自らの「批評性」を明確にするという
ことは、他人を裸にすることですし、同時に自分自身が裸になるこ
とですからね。
当然、その場に癒しを求める趣味人の集まりとしてのサークル活動
であれば、批評性を前面に出す者は疎まれるでしょう。楽しいこの
場の和を乱すな、ということです。
写真の世界において、写真を用いた経済活動を行なっているか否
かという基準を一旦保留にする「場」、そういう批評性をもった場
がかろうじて残っており、それが大嶋先生のおっしゃる「現代アー
ト」の「場」であったとして、模像としての視覚芸術の根幹をなして
きた美学にかかわる物語はそこでは共有されているのでしょうか？
もしそういった批評性をもった場においてすら、それらの物語が全
く用をなさない時代、無知で構わない時代なのだとすれば、一体
何を根拠にその場は成り立つのでしょうか？

小林：圓井さんが引用された植田正治さんの「シリアス・フォトグ
ラファーは、いつも目立たぬ存在で、花なら名もない路傍の雑草
の花、かもしれませんが」には、心打たれるものがあります。生
前、植田さんにお会いしたことがありますが、偉そうなことを何一
つ言わず、謙虚さに溢れた態度に感銘を受けたことがあります。ラ
ルティーグと並んで大好きな写真家のお一人です。「シリアス」とい

う今となっては懐かしい響きの言葉に、そう言えば昔は、対コマー
シャル写真家に向けて、シリアス・フォトグラファーと名乗っていた
我々がいました。そこには、批評の場に向けて表現を投げつける
我々写真家という存在があって、評論家、批評家共々、切磋琢磨
していた幸福な時代があったように思います。重森弘淹、桑原甲
子雄、佐野寛、西井一夫・・・。
確かに2016年の現在、写真における批評の場が霧散してしまった
かのような印象を持ちます。批評家は表現者の太鼓持ちのような
存在になって、緊張関係が薄れてしまったかのようです。では、大
嶋さんのおっしゃる「批評的言説」を取り戻すにはどうすれば良い
のか・・・ 。批評なきコミマやジンの盛況は、その裏にこの時代
に生きる若者たちが背負っている儚さや虚無、無力感といった闇
の存在を感じざるをえません。その闇を反転させることは出来ない
ものでしょうか。

批評対象の二つの領域。

圓井：今回の座談会の端緒に話にグッと戻すなら、批評性を支え
る共有化された物語が見失われたからこそ、「3.11」という日本人
が共有可能な仮設の物語に皆が仮の希望を持ったと考えるのは無
理があるのでしょうか？

大嶋：「芸術表現」における「批評性」とは何か？という問題にな
ると思うのですが、きわめて図式的に大枠で言えば、その対象領
域は二つあるような気がします。一つはいまある社会体制や仕組
み、物の考え方等々に対する批判的対峙、もう一つは表現メディ
ウム、あるいはメディアそれ自体に対する批評性。後者の批評性
はおおざっぱに言えば、70年代前後に前景化してきた。前者が表
現されるもの（メッセージ等々）に対する批評性だとすれば、後者
は表現するもの（メディア）それ自体を批評の対象とするようになっ
た。いわば、意味や価値を産出するモードそのものを批評の対象
にするということでもある。もちろん、後者の批評性は、例えば、
近代芸術においても、アヴァンギャルドという形で先行する表現方
法を破壊・否定するものとして存在したわけですが、ただアヴァン
ギャルドの場合は、破壊・否定が先行してしまい、本来の意味での
「批評性」－先行する表現モードの限界を露呈させつつ遺産相続す
るという姿勢が希薄だったがゆえに、新しければいいという資本主
義体制のメカニズムに吸収されていってしまった気がします。
おそらく圓井さんがおっしゃる「3.11」という「仮説の物語」は前
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者の領域に属するのかなと思います。しかし、後者のアプローチ
がなければ前者の領域は「政治の美学化」に陥る危険性がありま
す。圓井さんが写真における「知覚の問題」等々に関心を向けるの
も、後者の問題を回避できないからだと思います。おそらく、日本
においても、後者の問題を前景化していったのが中平卓馬を筆頭
とするプロヴォークの時代だったと思います。
ただ、後者の問題だけに終始すると（自戒も含め僕自身その傾向
があるのですが）、空疎なものになりかねません。で、ここからは
僕の印象にすぎないのですが、ムサビという狭い範囲ではあります
が、さまざまな学部の生徒たちと接触していますと、比較的上記
のような「批評性」というものを自覚しているのが、絵画や彫刻の
生徒たちです。ただし、例えば、油絵学科ではＡコースとＢコース
があり、Ａコースが伝統的な油絵志向に対して、Ｂコースは基本
何をやってもいい（いわゆる現代アート系となりましょうか）らしい。
で、Ａコースの生徒たちが基本目指すのは日本の画壇（いわば日
本的美術市場）だそうです。ということで、すべての絵画、彫刻と
いうことではありませんが。何が言いたいかと言いますと、Ｂコー
スの生徒たちは確かに「現代アート」という、やや美術ジャーナリ
ズムという曖昧な側面もありますが、それでも彼らが目指している
のは、小林さん流に言えば、「荒野」のようなもので、約束された
地ではありません。写真において、小林さんがおっしゃる、ある意
味まだ「切磋琢磨していた幸福な時代」が存在している気がします。
実際、僕の狭い知見によれば、「現代アート」の領域では、若い世
代においても活発な批評的言説の交換が行われている気がしてい
ます。
で、圓井さんの問いに僕なりに応答するとすれば、残念ながら「仮
の希望」さえにもなりえなかった気がします。もちろん、「芸術表
現」の領域においても「3.11」を一つの契機としようという動きは
あったと思いますし、継続して芸術活動に取り組んでいる表現者
もいると思います。しかし、僕の感想としては、上記の文脈で言え
ば、前者のアプローチばかりに関心が集中したように思えます。

圓井：もう少し「政治の美学化」について詳しくお話しいただけま
すか？シンポジウムの際に、第1部でも第2部でも鍵になっていっ
たのがヴァルター・ベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』でし
た。
ベンヤミンの同書の中では、当時台頭してきたファシズムを「政治
の耽美主義」だと言い、「共産主義は、これにたいして、（複製技
術による芸術表現活動を通じて）「芸術の政治主義」をもってこた

えるだろう。」としめくくっています。大嶋先生が二分した前と後ろ
の対象領域を同書にあてはめると、いずれをも包含していると思い
ます。
また写真論としてはベンヤミンと並んで度々取り上げられるバルトも
また、『零度のエクリチュール』や『モードの体系』で、メディアそ
のものを批評の対象としつつ、その根底にはメディアを超えた社会
一般に対する批判的なまなざしがあるように思います。その点では
やはり大嶋先生の前後の対象領域を含んでいると思うのです。
つまり、（芸術にかぎらず）表現が単なる閉じられた環世界における
自己循環なる活動ではなく、発展性をもった未来あるものであるた
めには、大嶋先生が二分された前後どちらの対象領域も含んだ批
評性をもったものでなければいけないということだと思うのですが。
「後者のアプローチがなければ前者の領域は「政治の美学化」に
陥る危険性があります。」と大嶋先生がおっしゃるのは、どういっ
た事態を想定していらっしゃるのですか？「後者の問題だけに終始
すると（自戒も含め僕自身その傾向があるのですが）、空疎なもの
になりかねません。」についてももう少し詳しくおたずねしたいです。

大嶋：圓井さんが挙げた二人、ベンヤミンとバルトは、圓井さんが
おっしゃるように僕が言う二つの領域をターゲットにした思想家で
あり、批評家だと思います。であるがゆえに、現在も読むに値する
（限界を見極めつつ遺産相続する価値がある）。釈迦に説法になり
ますが、ベンヤミンは「政治の耽美化（美学化）」について、マリ
ネッティ（未来派）を例に、「技術によって変化した感覚的知覚に
芸術的満足を与えること」（戦争に対する感覚的賛美）と言ってい
たと思います。おそらく、ベンヤミンが言いたかったことは、メディ
アのあり方の変容、あるいは知覚の歴史性を考慮せずに、伝統的
な芸術概念に基づいて、政治的メッセージを感覚的（美学的）に
伝えることだと思います。例えば、写真や映画を透明な窓として使
用することで、一つの個別的な事象を一般化し、自然化してしまう
こと（アーリア人種の感覚的自然化＝アウラのねつ造）。
後者の問題に終始することに関して言えば、ベンヤミンやバルトが
切り拓いたメディア批判の領域を受け継ぎつつも、相変わらずメ
ディア批判をすれば事足りると考えてしまい（旧来のメディア批判の
限界を考えている一つのあり方が、ポストメディウムという概念だ
と思いますが）、個別具体的な問題を忘れてしまうことです（僕自
身がそうですが）。最近、「批評性」という問題で考えているのは、
それこそ「マルクス経済学」に対して、かつて宇野弘蔵というマル
クス学者が、「原理論」「段階論」「現状分析」の三つを唱えたこ

とです。変化しつつある資本主義に対して「原理論」だけでは、太
刀打ちできない、有効ではない。ある意味、「原理論」は実験室
内の理論に過ぎない。言うまでもなく、「原理論」なくしては、「現
状分析」も、資本主義の変化（段階）も把握できないわけですが。
まあ、当たり前と言えば、当たり前の考えですが（笑）。ようするに、
個別具体的な問題を捨象し（というか、「原理論」の考察をアリバ
イに、個別具体的な問題を見ないふりをしてしまう）、形式的な分
析にうつつをぬかしていることです（ほとんど、僕自身のことを言っ
ています）。

小林：とりわけ、デジタル化以降における写真批評の不在を強く
感じます。ケミカルからデジタルへの移行過程で、多くの人たちが
意識的に「今ここ」で起きていることから目を閉ざしてしまったよう
な気がしています。初期の頃から延 と々続いているデジタル写真へ
の拒絶反応が、「今ここ」に真摯に向き合い、写真の概念変化や
デジタルの側から過去のケミカル写真を省みるといった機会を持つ
ことなく、なし崩し的に現在に至ったのではないか・・・といった
感想を持ちます。70年代、80年代の青春が永遠に続いていると
錯覚している写真家、評論家のなんと多いことか。終わらぬ青春
を抱えたまま、ラビリンスの洞窟に迷い込んでしまった写真・・・。
おそらく必要なのは、終わったことの自覚と新たな旅立ちなのだ
と思いますが、ケミカルからデジタルへの移行過程で、多重に屈
折する状況下において写真は「一つはいまある社会体制や仕組み、
物の考え方等々に対する批判的対峙、もう一つは表現メディウム、
あるいはメディアそれ自体に対する批評性」の両方を失ってしまっ
たような気がしています。

写真はメディウム（単数）か、メディア（複数）か。

圓井：そうですね。両方の批評性が存在しないということは、実
を言うと「写真」という項であり名辞は、もはや雨散霧消していて、
ただ残像あるいは痕跡としての約束事だけが残っているということ
の証左といえるのかもしれません。もはやゾンビか幽霊のようなも
のとなって世の中に漂っている写真。（クラウスの言う「メディウム
の再発明」とは、この写真の幽霊化を前景化したものとして納得
できます。）

大嶋：そもそも写真は幽霊だったのかもしれませんね（笑）。それ
を実体化してしまった！ところで、クラウスの「メディウムの再発

明」というのは、僕の解釈では、これまでの写真（映像）の歴史
においてつくられてきた約束事としての技術的支持体（使用法）を
解体し、その潜在的な使い方を再構築しようということですよね。
ただ、その再構築を写真なら写真という単数メディウムで考えては
限界があるのではないか。そもそもメディウムとはすでにして先行
するメディウムを含んだメディア（複数）なのであって、写真の使用
法も単数メディウムとして考えては、近代的写真観から抜け出すこ
とができないのではないか。写真にすでに含まれているメディウム
をバラバラに解体し、再編成することが重要なのではないか（写
真にすでに含まれているメディウムともいえる、言葉、絵画、彫刻、
版画・・・を考慮するということですが）。最近、そんなことを考
えています。
現在、写真が普及し、一般化されることで、その「批評性」が失
われてしまった、というのが共通の認識のように思われますが、そ
れでは、写真の「批評性」を取り戻すことは可能なのか、可能だと
すればそれはどのようなものなのか、あるいはもはや写真にその可
能性はないのか。例えば、クラウス「メディウムの再発明」という
論考は、上記の問いがテーマの一つだったと思います。小林さんた
ちは、写真家として、この問いにどのように応答しますか？

圓井：私は、結局「写真」とは、大嶋先生がおっしゃるように、す
でにさまざまな約束事によって（記号表現と記号内容が社会的に
共有され、コード化されて）メディウムとして機能する先行するさま
ざまな枠づけがあるところに、ダゲールが写真術を公表したことで、
それら先行する諸々のメディウムの決して同じではないけれども十
分に代替物として機能するメディアとして受容されたのではないか
と考えます。
このことは写真術の研究をしたウェッジウッドやニエプスが、研究
に着手した当初から「写真」の発明を志向していたのでは決してな
く、むしろ印刷術として研究を始めたことや、タルボットが写真集
『自然の鉛筆』で写真術の使用方法として、複製可能な印刷術とし
てはもちろん、スケッチ用具の代りとして、静物画の製作手段とし
て、文字や図版の複写装置として、はたまたルーペを覗き込むこ
とで広がる新しい視覚体験などを提案していることからも明らかで
はないでしょうか。
つまり、「写真」とは、比較的ミクロな視点でいえば先行する複数
の「メディウム」の機能を代替するものの集合であり、それをマク
ロな視点でひとくくりにしたものという意味で固有の「メディウム」と
してとらえられてきたのではないか、ということです。このような複
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数の「メディウム」を内包する固有の「メディウム」というとらえ方は、
今日の状況にあてはめれば、まさにコンピュータやスマートフォンに
相当するあり方かと思います。
かつての「写真」を固有のメディウムとしてとらえる視点と複数のメ
ディウムとしてとらえる視点の違いは、対象との距離の取り方の違
い、区分けの仕方の違いではなかったのか。ちょっと単純化しす
ぎた無理なたとえかもしれませんが、モダニズムにおいてなされた
固有の「メディウム」性の議論は、「東京（＝写真）」と「東京以外」
の境界線確定の議論であり、ポストモダニズムにおいてなされてき
た議論は「東京の繁華街全般」と「東京の住宅街全般」の区分け
についての議論という違いではなかったのか。
だからこそ、「批評性」といっても、批評の対象を明確化していか
ないといつまでたっても議論は噛み合ないはずです。１つの「東
京」を対象としているのか、あるいは「東京の繁華街全般」を対象
としているのか、はたまた「銀座」を対象としているのか、という
ことです。
「写真」という名辞が雨散霧消したように見えるのは、たまたま現
在においては多数の人の対象との距離の取り方が以前とは変わっ
た、ということの言い換えに過ぎないようにも思います。これまでは
「東京」が１つの区分けとして多数派だったのが、ここにきて「首都
圏」という区分けがにわかに有効になってきて、「東京」という区分
けが霞んでいる状況ということでしょうか。

大嶋：圓井さんの議論を引き受ければ、写真が産出する意味や価
値は、本来なら複数メディウムの絡み合い（関係性）から生じるも
のを、「写真の固有性」という単数のメディウムとしてとらえてしまっ
たことにあるのではないでしょうか。「東京」の意味や価値がどのよ
うに決定されるのか、当然、「首都圏」も考慮しなければならない。
で、僕にとって問題の一つとなるのが、「写真の固有性」＝単数メ
ディアを「視覚芸術」の一つにしてしまったことです。この問題はベ
ンヤミンが「生産者としての〈作者〉」や「写真小史」で指摘してい
た「美学化」問題につながると思います（ここでの「美学化」をバ
ウムガテンに戻って「感性学」－感性的抽出ととらえる必要がある
と思いますが）。ベンヤミンいわく「写真はもはや賃貸住宅を、ゴ
ミの山を、それを美化することなしには写すことができなくなって
います」。

圓井：大嶋先生のご指摘はなるほどと思います。
ベンヤミンが換喩としての「アウラ」という概念を用いつつ、「美学

化」された環世界を相対化し批評対象とするための装置として写真
や映画をそれに対置したにもかかわらず、20世紀においてなされ
たのは、結局は問題のすり替えによる写真自体の固有性の「美学
化」であった。ようするにもう一つのアウラ化であると。ミイラ採り
がミイラになったということですね。

大嶋：そこにまさにパドックスがあるように思えます。「「美学化」さ
れた環世界を相対化」するために、写真は写真のメディウムとして
の固有性を求めてしまった（例えば、「ありのままの現実」の追求
として」）。しかし、写真の固有性の追求自体が「視覚芸術」に還
元してしまう一つの「美学化（感性化）」そのものであったというこ
とです。写真の可能性はむしろ、「視覚芸術」というメディウムそ
れ自体を脱構築（解体）するところにあったのではないか。いささ
かの留保をつけながら、ベンヤミンは「写真小史」のなかで、ボー
ドレールを引用しています。「…その（写真の）義務とは、諸科学、
諸芸術のはしためとなることなのです」。もちろん、ベンヤミンもい
うように、ボードレールは写真の別の可能性を見いだせなかったの
ですが。

小林：僕は、<写真が普及し、一般化されることで、その「批評性」
が失われてしまった> とは見ておらず、他に原因があるように思っ
ています。それが何なのか、僕の中ではまだはっきりとはしていま
せん。言語と同様に写真もまた、誰もが扱える開かれたメディアで
あると認識していますし、だからこそ、写真に惹かれ続けてきたと
思っていますが・・・。
先日、オカダキサラさんの個展に行ってきました。隣のブースでは、
ギャラリーの年度賞受賞者の展覧会も行われていました。そこで見
たのは、20年、30年前と何ら変わらぬオーソドックスなモノクロ
作品でした。何も変わりようのない相変わらずの写真界の保守性を
そこに見たような思いで、なんだか暗い気持ちになりました。定型
としての、様式としての写真に、なぜに今の若い人たちは惹かれ続
けるのか。選者はなぜに保守化するのか。なぜに、問題意識を持
たないのか。なぜに、批評的に立ち向かわないのか。そこに、写
真教育という場、写真界という場の罪の深さを感じた次第です。
ここで、大嶋さんと圓井さんにお願いなのですが、もう少し現実に
即した具体的な例などを掲げてお話ししてもらえると、日頃、哲学
になじみのない僕らも参戦しやすくなると思います。僕らにとって
は、メディアとメディウムの違いすら良く理解していない新参者な
ので、どうかよろしくお願いします。

若い世代は、なぜ、フィルムに惹かれるのか。

大嶋：「定型としての、様式としての写真に、なぜに今の若い人た
ちは惹かれ続けるのか・・・。」。まず彼らは、一般に流布してい
る写真（多くはデジタルカメラによる画像）とは異なる写真をそこに
見出し、そういう写真を撮ることが「写真（表現としての写真、写
真としての芸術、アート写真・・・）」であると思っている。そうし
た古い技法を使って、それぞれの写真家の個別具体的な問題（社
会の不正、現代社会の在り方、個人的な実存への不安等々）に立
ち向かえばまだしも、なぜなら、そうした古い技法では現在の個
別具体的な問題が見えてこないことに気が付くかもしれませんから。
もし、古い技法で満足しているとすると、一つはそれで十分、表現
しきれると思っているからか、あるいはそもそもそんな問題意識な
どなく、ただただ定型化した、様式としての写真を撮ることに満足
しているか、いずれかだと思います。
「写真が普及し、一般化される」とは、後者を指しています。定型
化した、様式としての写真（「視覚芸術」としての写真）を撮ること
で、自らの「趣味（美学的姿勢）」を満足させることです。とすると、
問題なのは、この「趣味」を支えている根拠は何かということだと
思うのですが、それを僕は写真による現実の感性的再現、あるい
は感性的抽出に見ています。つまり、言葉や知性によっては捉えら
れない（見えない）現実を写真によってとらえられる、その感性的
再現によって形成（演出）された「雰囲気」を味わうこと、それが
「趣味」による満足ではないか。
古い技法でも、それを新たな対象－文脈を変えて使えば、それな
りの批評性があると僕は思っています。例えば、オカダキサラさ
んの写真は、技法的にはスナップ写真という、決して新しい技法
ではありません。しかし、彼女はデジタルカメラを駆使することで、
その画像はまるで映画のワンシーンのように見えます。つまり、極
めて秩序づけられ、制御された画面（フィクショナルな世界）に生
起する「偶然性」。このギャップの際立ちが面白い。うがった見方
をすれば、現代社会（映像社会）においては、「偶然性」さえも制
御されているように思える。管理・制御された「身体」の「偶然性」。
写真教育においては、古い技法というか、これまでの典型的な写
真表現は教えるべきだと思っています。ただし、その技法や表現
が登場した思想的背景、時代的背景、動機的背景・・・も教え
ること。技法だけを教えることは、小林さんがおっしゃる「定型化、
様式化」に陥ることになると思います。写真を理論の対象とすると

いうことは、ベンヤミンがやったように、「技法」（あるいはメディ
ア）とテーマが不可分にあることを考察するだと、僕は思っていま
す。
「僕は、<写真が普及し、一般化されることで、その「批評性」が
失われてしまった> とは見ておらず、他に原因があるように思って
います」。他の原因とは何か。僕はその原因の一つとして、一般化
＝定型化・様式化＝批評性の喪失をみたわけですが、例えば、小
林さんがよく嘆いている、教育現場での「フィルム偏重」。遅く生
まれてきた者にとって、つねに過去は新しいものです。彼らにとっ
て、例えば、フィルム写真が見慣れたデジタル画像に対して、一つ
の安易で便利な差異化（批評性）の武器になっているというわけ
です。フィルム写真をこれまでとは全く異なる使い方を見出すなら
ばまだしも。けっきょくこうした姿勢は、フィルム写真の技法が「視
覚芸術」として定型化・様式化してしまった（技法それ自体が価値
をもってしまった）ことにあるのではないか。写真を「視覚芸術」
とは異なる文脈でとらえなおしてみること、いわば写真の歴史（過
去）を書き直すこと、そんなところに新たな写真の批評性が潜んで
いないか。
確か、小林さんが以前、おっしゃっていたと思いますが、「誰もが
使えるツールで、特異なことをやる」（ここで小林さんがおっしゃる
誰もが使えるツールとは、すなわちデジタルカメラのことだと思うの
ですが）。僕は「ツール」を「技法」に置き換えて考えてみたい。つ
まり、定型化・様式化（一般化）した技法で特異なことをやる、あ
るいは別な使い方－その技法の約束事を裏切る使い方をする。そ
のためには、繰り返しになりますが、教育現場においては、写真
なら写真の歴史（技法の歴史、表現の歴史）を教えるべきだと
思っています。ただし、何のための、何をなすための技法、表現
方法だったのかをセットで教える必要があると思います。

小林：大嶋さんのおっしゃる「彼らにとって、例えば、フィルム写
真が見慣れたデジタル画像に対して、一つの安易で便利な差異化
（批評性）の武器になっているというわけです。フィルム写真をこれ
までとは全く異なる使い方を見出すならばまだしも。けっきょくこう
した姿勢は、フィルム写真の技法が「視覚芸術」として定型化・様
式化してしまった（技法それ自体が価値をもってしまった）ことにあ
るのではないか。」には、同意です。
で、その根本的な要因は教師の側にあると思います。定型化・様
式化してしまった技法に何の疑問も持たず、あたかも写真の真理
であるかのごとく教え諭す写真教師が数多く存在していて、教育
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の場に批評の生まれる余地がなくなっている状況が続いています。
デジタル化された写真の現在から反省的立場に立って「なぜ今フィ
ルムなのか」と自問自答することなく、なんとなく時代遅れの格好
いいカメラを持って、なんとなくフィルムを詰めて、なんとなく身の
回りの写真を撮って、つまりは過去の写真表現に追従することで
満足する・・・といった趣味チックな写真がムサビのキャンパス内
にも蔓延しています。その陰には、我が身の保身も兼ねた写真指
導者たちの姿が見え隠れしている・・・といった状況でしょうか。
たとえば、高校生相手の写真甲子園という催しも、かつての写真
雑誌の月例コンテストを競技化したような、まさしく定型化、様式
化した写真の枠内で優劣を決めるといった趣味チックなものになっ
ていて、僕などは百害あって一利なしと思っています。ただ、こう
した定型化、様式化した中での愉しみ事としての写真は、工場萌
えや廃墟萌え、コスプレ写真など、フィルム、デジタル問わず今後
も増加傾向にあるのかなと思います。ある意味、管理社会の病巣
をそこに見る思いがします。

大嶋：例えば、小林さんのおっしゃるように、現在の教育現場に
おける教師に問題があるとすれば（それはムサビだけなのか？）、
教育現場（例えばムサビ内）で積極的な論争を仕掛ける必要があ
ると思います。なぜなら、小林さんが指摘する教師たちにも、おそ
らく「フィルム写真の技法」に普遍的な価値を見出す理由や根拠
があるはずだからです。彼ら自身、単なる定型化や様式化のぬる
ま湯に浸っているとは思えないからです。他方で、「フィルム写真
の技法」を単に「もはや古い」とか、「定型化・様式化したもの」と
言って否定しても、若い世代は逆に反発し、さらなる価値付けをし
てしまうことになると思います。ただ、「写真甲子園」のようなもの
は、文化活動（これこそ、定型化・様式化を基盤として展開される
ものですよね）の一つとしてどのジャンルにあるわけですし、問題
にする必要はないかなと（笑）。

先行世代の写真をどう遺産相続するか？

大嶋：これまでの話から、先行世代の写真をどう遺産相続するか
という問題が、「批評性」の一つとして浮上してくるような気がしま
すが、どうでしょうか。

小林：<これまでの話から、先行世代の写真をどう遺産相続する
かという問題が、「批評性」の一つとして浮上してくるような気がし

ますが、どうでしょうか。>

まったくその通りだと思います。そのままの形で遺産相続するので
はなく、今というこの時代から反省的意識を持って、つまりは反省
的実践家としての表現者像が理想でしょうか。ただ、この辺に関
しては難しいところで、それをアマチュアやハイアマチュアに求めて
も無駄でしょうし、公募展狙いの若者に求めても同じく無駄かもし
れません。それほどまでに、表現するとは難しくもあり、まさしく
綱渡り的行為であると思います。自戒を込めて。

圓井：この座談会を機会に「コンテンポラリー・フォトグラファーズ
　社会的風景に向かって」展のネイサン・ライアンズのイントロダク
ションをあらためて読み直してみました。
その文章の中でもとりわけ重要なところは、「（写真によってもたら
された視覚的経験の拡大によって）「風景」という概念が、その指
示対象を古典的な「自然」を（一方的に）観照するとするものから、
「人と人との関係性や人と自然との関係性」という相互作用をも含
むものへと価値づけ直されるべきものとなった。」という指摘かと思
います。
それに対し、日本では一般的に「日常的な風景への私的なアプ
ローチ」とか、「社会的まなざしから個人的なまなざしへ」という
言葉でこの展覧会の趣旨が語られがちですが、実は文中にはそう
いった言葉が一切出てきません。

大嶋：圓井さん、ありがとうございます。僕自身もネイサン・ライ
アンズの序文って読んだことなかったので、とても参考になります。
「「人と人との関係性や人と自然との関係性」という相互作用」につ
いては、確かに日本の「コンポラ」評でも言われてきたことですが、
どちらかと言えば、「撮影者と被写体の相互作用」ばかりに焦点が
あてられ（例えば、牛腸の写真への評価）、「撮影者＝私」に還元
されてしまったような気がします。もう少し、ここでコンポラが問題
化している「スナップ写真」について考察をしてみたいと思います。
写真家はしばしば狩人や射撃手（スナップシューター）に譬えられ
ます。この喩は現実の持続する運動（肉眼にとって動いているもの
であれ、静止しているものであれ）から、決定的な瞬間を切り取る
撮影者ということだと思います。僕はこの喩に長らく違和感も持っ
てきました。こうした喩は、写真という機械の眼に対して写真行為
における撮影者（主観）の眼を優越させてしまうからです。優れた
動体視力をもった写真家というわけです。現実の特権的瞬間を切
り取る眼をもった者＝狩人というわけです。一瞬を切り取る狩人か

ら、イメージを栽培し、熟成させる時代へ。 確かに、写真は現
実の運動の一瞬間（時間的には瞬間であり、空間的には点、ある
いは一状態）を切り取ったもの＝スナップショットです。ライアンズ
はこの「スナップショット」の可能性を意識的に試みたのがスティー
グリッツと言っていますが、そのあたりは歴史的によく分かりませ
んが、一般の写真史においてはブレッソンになっています。実際、
「決定的瞬間」という言葉も、ブレッソンに由来するものです（もち
ろん、これは誤訳であったわけですが）。僕はおそらくブレッソン
の写真をどうとらえるかが、「スナップショット」をどうとらえるかの
最初の分岐点になろうかと思っています。そして、リー・フリードラ
ンダ―やウィノグランドら「コンポラ」の写真家がブレッソンをどう
遺産相続したか。さらに付け加えれば、「コンテンポラリー・フォト
グラファーズ展」は、その後の第2回、3回と、「視覚性」を問題に
していることです（つまり、コンポラは写真の視覚というものを問
題圏にした展示であったことです）。
ブレッソンの「スナップ写真」をどうとらえるか。「決定的瞬間」と
あやまって訳されてしまったブレッソンのImage a la sauvette（逃げ
去るイメージ、かすめるイメージ）をどうとらえるか（このあたりは
楠本亜紀さんの「逃げ去るイメージ　アンリ・カルチェ＝ブレッソ
ン」で詳細に論じられていますが）。

小林： 70年代当時、ブレッソンのもたらした決定的瞬間に疑問を
呈する動きもありましたね。たしか、浅井愼平の作品を重森弘淹
氏がそれに関連づけて評していたと記憶しています。

大嶋：例えば、ブレッソンにおける「決定的瞬間」とは、時間軸に
おける「決定的瞬間」なのか、構図（事物の配置）としての「決定
的状態」なのか。もちろん事実的にはその混合されたものですが、
ブレッソンはどちらを重視したのか（あるいは現実の運動から「決
定的瞬間」を導きだしたのか、それとも「瞬間（静止）」から「決定
的状態」を導き出したのか）。おそらく、リー・フリードランダ―や
ウィノグランドら「コンポラ」は後者を引き継ぎ、それはまたニュー
トポも同じように考えたように思えます（小林さんもまた同じよう
に）。

圓井：ライアンズは先に挙げたイントロダクションの別の個所で、
「実際の環境の持つプロポーションや同一性を再現するとみなされ
てきたもので構成される写真という形式において、私たちを取り巻
く環境のさまざまな様相や事物を二次元化（pictured）」し、「平

凡な事物が写真によって二次元化される意義が与えられる」ことに
よって、「テーマそのものだけではなく、二次元化されたものの構
築的配置（structural disposition）そのものが明らかに変化してき
た。」とも言っています。
つまり、ライアンズの論旨のポイントは、第一に、写真以前にお
いて二次元化されたものに求められていたものが、「（大嶋先生の
おっしゃる超越的かつ絶対的イデアを前提として）私たちをとりま
く環境に潜むプロポーションや同一性を、ひとつの『風景』として
視覚的に構築し配置すること」であるとするならば、写真の経験が
「二次元化されたものの構築的配置」そのものを変化させ、時に事
物と事物との相互作用による新しい経験を生み出すということ。第
二に、そのような写真の経験によって、「私たち自身が今ここに何
かを識別したり理解したりすることを選ぶよりも、（二次元化された
ものから事後的に何かを経験することの方が）もっと重要なものと
みなされる」ようになるということ、という二点にあり、フリードラン
ダーやウィノグランドらは、撮影時にシャッター・チャンスを選ぶこ
とよりも、むしろ事後的に何かを選ぶことを重視する作家であると
ライアンズがみなしているということかと思います。
さらに続けてライアンズは、「ここに紹介する写真家たち（フリード
ランダーやウィノグランドら）の仕事はドキュメンタリーや社会的リ
アリズムなどの用語を使って評価されたことであろう。このことは、
私たちの思考を誘導し、構造化する助けとなっていたかもしれない
が、それはただきわめて一般的な言葉で議論してきたということに
すぎないということに気がつくべきである。」と指摘します。

大嶋：「フリードランダーやウィノグランドらは、撮影時にシャッ
ター・チャンスを選ぶことよりも、むしろ事後的に何かを選ぶこと
を重視する作家であるとライアンズがみなしているということかと思
います。」
まさにおっしゃる通りです。ベンヤミンが「写真小史」の最後に記
していた言葉を思い出します。いわく、
「自分の撮った写真から何も読みとることのできない写真家も、同
じく文盲と見なされるべきではないか」
実はブレッソンもまた事後的に見出された任意の瞬間から、「決定
的状態」としての構図を導き出したと言えないでしょうか。しかし、
ブレッソンの場合はやはりそこには絵画的構図が教養として受け継
がれていたとも言えます。フリードランダ―らはまさしく、圓井さん
がライアンズを参照して述べるがごとく、構図（あるいは旧来的な
風景としての構図）という概念からの断絶を果たしたとも言える気
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がします。
ライアンアズが言う「二次元化（平面化）」は決定的に重要ですよ
ね。「コンポラ」写真の横位置やワイドレンズの多用といった、よく
指摘される特徴は、まさにこの「二次元化」と密接な関係があると
思います。もちろん、この平面化はグリーンバーグ的な「メディウ
ム・スペシフィック」とは何の関係もない（笑）。写真は平面化され
ることによって、肉眼による視覚とは異なる事物の配置を得られる
（バルトが指摘する物理的なつなぎ目を欠いた表面性－自然な統一
性という問題ともからんでくる気がします）。例えば、ワイドレンズ
による情報量の多さと事物の相互性、遠さと近さの転倒、焦点の
分散化等々。その後のボルツの平面化の強調や小林さんのパノラ
マ画面の使用もまた同じ方向のように思えます。

小林：前に述べた浅井愼平に関する重森さんの記述は、写真の思
想 (潮新書 ) 1972年刊行になります。コンポラの傍観者的眼差し
や日常的なカメラアイに関する事柄を「コンポラ・フォトの問題」と
題して、かなり詳しく論じています。「溶解する現実と決定的瞬間
の喪失」「決定的瞬間以後の問題」と題された章も出てきます。

大嶋：重森弘淹の『写真の思想』を落手。「溶解してゆく現実」や
「決定的瞬間以後の問題」など、拝読しました。さすがに鋭い分
析をしていると思いました（72年の頃、すでに写真界から「美術
と写真の合流」について書いていたことに驚きました）。ただ、主
体（撮影者）/客体（被写体）の構図、撮影者がカメラを介して現
実を見るという構図から抜け出していないというか、そこが僕らか
ら見れば、ある種の限界かなと感じました。溶解していくのは現実
（客体）だけではなく、撮影者（主体）もまた溶解していく。そこに
積極的な意味を見出すこと。それが「決定的瞬間」以後の問題で
あり、コンポラもそうした視点から見るべきではないかと思いまし
た。「事後性」という概念が重要性を帯びてくるのも、そのあたり
にあると思います。

小林：時代の先駆けとして、重森先生の言葉には納得の行くもの
があります。撮影者（主体）もまた溶解していく・・・といった感
覚は、80年代に入ってから明確に意識されだしたのではと思います。

主・客二元論を脱構築する写真。

大嶋：現実（客体・対象）も溶解し、曖昧化していくと同時に、撮

影者の主体もまた確固たるものでもなく、同一性をもったもので
もない。一つは確かに社会的な状況の反映もあるかとは思います
が、やはり写真（装置）そのもの地位、存在理由への一つの反省
のあらわれとしてあるのではないでしょうか。そうとらえると、コン
ポラに対して重森氏が「傍観者」と指摘することに積極的な意味
を見出すことができます。つまり、コンポラの写真家たちは撮影主
体を消失させることで、カメラがとらえた現実的客体に見る（主体）
を預け、そこから事後的に構成される主体にこそ目を向けたとも解
釈できます。フリードランダーの自分（撮影者）の影や姿を写真の
中に映し出す写真は、写真の中に埋没した主体（撮影者）とも解
釈でき、撮影者が写真装置に「よって」現実を見るのではなく、写
真の「なかで」で現実を見る（客体と主体という構図の有り様それ
自体を見る）という風にも解釈できる気がします。ここから帰結さ
れるのは、客体も主体も写真（映像・記号等々）によって構成され
るという事態です。とするならば、写真にとらえられた現実（の状
態）自体を考察・分析する（あるいはそこから客体・主体のありよ
うを考察すること）ことが重要になる。おそらく、小林さんたち80

年代の写真家たちの登場はそれを物語っている気がします。どうで
しょうか？

圓井：リー・フリードランダーがしばしば自らの影や姿を写しこむこ
とは、今ここに見ている世界は、その瞬間瞬間に自らがフレーミン
グして「現実化した」ものであり、写真の機能とは、そのような自
らの世界の現実化の作用を物象化し象徴するものとして機能する
ものでもある、ということを暗示しているとも言えます。撮影者が
写真の「なかで」現実を見る行為であり、主体と客体という構図の
ありようを見るということ、写真をそのような機能に力点を置いて
扱った作家がフリードランダーらであったのかと思います。
それは、ライフ流写真が、現実世界をフレーミングして、あえて客
観と主観、社会と私、表象と現実へと二分することのために機械
の眼を利用し、そのことによってある事態を簡明に示してくれたけ
れど、その反作用としてその事態にかかわる様々なものを捨象して
しまうことによって、むしろ事態に関わるリアリティが失われてしま
うことへの疑念だったのではないでしょうか。フリードランダーたち
が事後的であったのは、まさに自分たちが免れえないフレーミング
の問題を反省的に傍観することに力点が置かれていたからだと思い
ます。

「カルティエ・ブレッソンは現実を自己の側に惹きつけ、クライン

は自己を対象の側へ捨象させる形で、シャッター・チャンスに賭け
たが、今日の若い写真家は現実を引きつけることもできず、そして
また現実へ自己を投げかけることもできず、そこにぽっかりとあい
てしまった距離を見る以外にはない状況のなかでは、もはやシャッ
ター・チャンスは幻想的な賭けでしかないように思えるのであろう。」
（重森弘淹「『決定的瞬間』以後の問題」、『写真の思想』所収、110頁）

重森先生の指摘は、フリードランダーら新しい写真家たちの態度の
あり様についてきわめて正鵠を射たものだと思いますが、同時に若
い写真家たち本人にとってのそれは、重森先生の指摘されるよう
な消極的な態度ではなく、むしろ理性的な積極的な態度だったの
だと思います。
かつても今も、現実の生起する在り処を確かめないままに、「今こ
こ」で起きていることから目を閉ざして、「何かが終わった」「何か
が変わった」と根拠もなく感傷的になることは簡単なことです。リ
アリティを捨象された完璧に美しい回顧的イメージに支配された妄
想の世界ですから。フィルムカメラはもとより、すでにデジタルカメ
ラすらも販売台数が減ってきている今日においてフィルムにしがみ
つくのも、それが妄想と直結した痕跡たるモノだからなのかもしれ
ません。その妄想は写真は「私と社会」「表象と現実」を明確に分
けてくれ、そのことで「私」も揺るぎないものとして保証されるはず
であった、ということなのかもしれません。
デジタルになって、写真は必ずしも現実の痕跡ではなくなってしま
う。せっかく手に入れた私がまたまたあやふやなものになってしま
うことへの悲しみでしょうか。しかし、デジタルに移行するはるか
以前から、すでに写真に対するそのような妄想に疑念をもつ作家
がいたという事実は、今日より一層強調するに値する気がします。

大嶋：「その妄想は、写真が「私と社会」「表象と現実」を明確に
分けてくれ、そのことで「私」も揺るぎないものとして保証されるは
ずであった」
まさに、ここにこそモダニズム写真の帰結と限界が露呈している気
がしています。実は、写真の記号論的諸機能はこうした二元論を
脱構築するものとしてあったのではないか。これこそが現在、写
真を語る上での、あるいは「なぜ今、写真は芸術においてかつて
なくかくも重要なのか」（マイケル・フリード）の問題点ではないで
しょうか。

圓井：バルトが「イメージの修辞学」などにおいて、記号学をなぞ

りながら、その記号学の限界の先にあるものを暗示するものになり
うるという希望を写真にこめたのも、『明るい部屋』ではさらに現象
学をなぞりはじめたのも、大嶋先生のご指摘の通り、写真の主客
の二元論を脱構築するための装置としての希望にあったのだと思い
ます。
「イメージの修辞学」においてバルトは、写真に記号学の「外示」
と「共示」を適用し、その上で写真の共示的記号内容とはイデオロ
ギーに依拠するものから免れえないものであることから、むしろもっ
と根源的な人類学的知に依拠する外示という画像と鑑賞者の知覚
の交差する場たる「連辞」の場にこそ注目するべきだと語ります。
さらにそれと連動して『明るい部屋』の前半部分では、写真を前に
した鑑賞者による共示に関わる「ストディウム（一般的関心）」とそ
のような関心を破壊する「プンクトゥム」という感覚を提示した上で、
後半ではそのプンクトゥムの考察を現象学的な観点から掘り下げよ
うとしていたと思います。
この「プンクトゥム」の考察が＜それは＝かつて＝あった＞という有
名なキータームにつながるわけですが、この＜それは＝かつて＝
あった＞は日本では一般的には事物の側に引き寄せられて、写真
のもつ事物の存在証明の根拠とされて理解されてきましたが（ちょ
うどコンポラが「プライヴェートなまなざし」に引き寄せられてとら
えられたことと良く似ている気がします）、実はもっとアンビバレン
ト（両義的）なところを指し示していたのではないか。そうしないと
「ストゥディウム」と「プンクトゥム」を軸に語る前半部分とのつなが
りが分かりません。
バルトもそこをまなざしていたにも関わらず、『明るい部屋』の時点
では中途半端なカタチで終えざるをえなかったのかなと思います。

大嶋：バルトの『明るい部屋』における論理構成は、圓井さんが
おっしゃるように、前半の「ストゥディウム」/「プンクトゥム」から、
前半の議論を取り消し（取り消すと言っても、否定するというよりも、
議論を一からやり直す、繰り返すという意味だと思います）て、後
半の「〈それは＝かつて＝あった〉」の議論に入り、さらに「プンク
トゥムとしての時間」を見出していくものと思われます。ここに、写
真が持つ時間と空間のパラドックスがあると、僕は考えています。
ここでのこれまでの議論と、バルトの写真論を接続するとどのよう
なことが見えてくるか。バルトにとって、そもそも写真とは、圓井さ
んがおっしゃる「人類学的知に依拠する外示という画像」です。か
のグリーンバーグもどこかで語っていたように、写真とはこれまで
人類が生み出した最も透明な画像というわけです。たとえ、写真
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が現実（対象）を切り取り・縮小・拡大・平面化されていたにして
も、その画像としての本質は対象との物理的な関係（インデックス
性）を持っている。つまり、「コードなきメッセージ」（外示）という
わけです。その意味では、写真は一義的にはとらえられない多義
的な画像ということになります。ところが、圓井さんがおっしゃるよ
うに、「外示という画像と鑑賞者の知覚の交差する「場」たる「連
辞」」によって、「共示」（ストゥディウム）が形成される。『イメージ
の修辞学』におけるバルトは、この「外示」と「共示」の関係を神
話作用（イデオロギー。このイデオロギーの定義は難しいですが。
例えば、ド・マンは「言語的現実と自然的現実の、対象指示の働
きと現象の混同」と語っています。ここではバルト的に人為的なも
のを自然化してしまうことととらえます）の一つとして、「共示」が
「外示」という写真の記号論的機能によって自然化されてしまうこと
に焦点をあてていた気がします。
ここで重要なことは、圓井さんも指摘するように、「共示」が形成
される「連辞」の場です。「連辞」とは継起する時間軸に沿って連
合される印象・観念だと思われます。ヒューム的に言えば、「連辞」
とは習慣化された因果の連鎖とも言えます（この辺りの議論の詳細
には深く立ち入りませんが）。ここで僕流に強引に、これまで議論
と接続させると、「決定的瞬間」という概念は、こうした「連辞」を
前提として、その過程での特権的な瞬間ととらえることができます。
しかし、写真は、アンドレ・バザンもすでに（バルト以前に）「写
真的イメージの存在論」の中で指摘していたように、「写真的イ
メージは、対象そのものであり、それが支配されている時間と空
間という条件から解き放たれた対象である」。静止画として写真
は、時間の軸から解き放たれたものでもあるわけです。つまり、そ
れは継起する時間形式を根拠とする「連辞」から免れたものでもあ
るわけです。「蝶番（運動、あるいは一般的な通念による継起する
時間）から外れた時間」（シェークスピア「ハムレット」。ハムレット
は、王である父親の亡霊との出会いによって、蝶番から外れた時
間を経験していくわけです。この亡霊＝写真という機能から、バッ
チェンや甲斐義明は論じていた気がするのですが）。僕の解釈では、
バルトの「プンクトゥム」とは、継起する時間軸から外れた（あるい
は、それらの時間軸に還元できない）一状態（空間）であり、時
間軸に還元できない、いやむしろそうした「連合」を切断する一状
態（空間）ということではないか。僕はそれを「決定的状態」、あ
るいはドゥルーズにならって「特異点」と呼びたいと思うのです
が。こうした一状態は、われわれの「連辞」を免れた、潜在的な
人と事物との相互関係をあらわにする可能性を秘めています。また、

継起する時間軸から外れた時間（あるいは空間）は、鑑賞者の契
機する時間軸に沿って形成された「自己同一性」も破壊することに
なります。
バルトが〈それは＝かつて＝あった〉から、時間としてのプンクトゥ
ムを見出していくのは、契機する時間から解き放たれた空間（一状
態）、時間から切断、切り離された一状態を、もう一度、時間（こ
の場合の時間は、契機する時間とは異なる時間、ある種根源的な
時間）の中に戻すことによって、つまり、新たな時間を形成すると
いうことではないでしょうか。こうした写真が持っている記号論的
な機能を歴史に応用したのがベンヤミンです。つまり、過去をやり
なおす契機としての写真。長くなりましたが、きわめて、おおざっ
ぱな僕の解釈です。
小林さんがおっしゃる「批評性の不在」について、僕流の論理か
らとらえれば、多くの写真が習慣化された時間軸（圓井さんが言う
「連辞」）に沿って撮られた、いわば追認・再認の写真ということで
す。もちろん、「過去をやり直す契機としての写真」は、過去をね
つ造する契機にもなるという両義性（諸刃の刃）を抱えているわけ
ですが。ここを見極めるのが、僕の基本的な写真の見方でもあり
ます。ここから、「写真の使用法」という問題にもつながっていく
気がします。例えば、現代アートでは、通常の写真の使い方とは異
なる使い方をすることで、「連辞」によって形成される「共示」に対
して批評的なスタンスをとるといったように。

現代アートと写真。

大嶋 ：時間的に最後の議論になると思うのですが、僕の方から一
つ、議論のテーマを出させてください。
「現代アート（現代美術ではなく、“芸術”の意を込めて）と写真」
について、皆さん、どう考えているか、ご意見をお聞かせいただき
たいと思います。今年の院での僕の講義は、「現代アートと写真」
をテーマに話しています。写真の歴史においては、美術（絵画）を
否定、あるいは異なるものとして、写真というメディウム固有の表現
を追究してきたというのが、一般的な捉え方です（もちろん、つね
に「芸術写真」の系譜は継続されてきたわけですが）。「芸術として
の写真」ではなく、「写真としての芸術」というわけです。ただ、こ
の「写真としての芸術」とは何なのか、よくわからない。最近、わ
れわれは「表現としての写真」という言い方もする。いずれにして
も、報道写真でもなければ、広告写真でもない、いずれのジャン
ルにも入らない写真を指している気がします。美術大学で写真を

教える場合、この「写真としての芸術」という概念が曖昧なため
に、教える側にも混乱がある（少なくとも、僕がそうなのですが）。
例えば、昨日、ムサビでデ情と映像共同で開催された写真家オリ
ヴィエ・リションの講演で、彼が教えるRCAではファインアート学
科の中に写真コースがあるという話でした。その是非はともかくと
して、欧米では「写真としての芸術」が「ファインアート」として位
置づけられている。僕としては、「現代アート」としての写真を考え
ることが、この問題に対するひとつの答えが見出されるのではない
かなと考えています。皆さんのご意見をお聞かせください。

圓井：ウンベルト・エーコが『記号論』においてパースの記号論を
引き継いで指摘するように、「記号などというものは存在せず、存
在するのは記号機能だけ」であり、人間社会によって認められた
「コード化の規則により要素間に一時的な相関関係が成立する結
果として暫定的に」記号機能という＜こと＞が生じるのだと思いま
す。したがって、「現代アート」「現代美術」「写真」と命名される
ものも、アプリオリな何ものかではなく、原理的にはあくまでも個
人的な経験に還元されるその場その場の「こと」であり「事態」で
あると思います。 大嶋先生が端的に示されました通り、「写真とし
ての芸術」あるいは「表現としての写真」と名指すものが「いずれ
にしても、報道写真でもなければ、広告写真でもない、いずれの
ジャンルにも入らない写真を指している気がします。」ということで
あるとしますと、まさにそれはエーコの指摘したところと重なり合っ
ているのかと思います。つまり、「報道写真でもなければ、広告写
真でもない」し、「美術（絵画）を否定、あるいは異なるもの」を写
真が示し得る。「写真」と「その画像生成システムを用いて生成さ
れた画像」とが、コード化の規則によって、画像の発信者（制作
者、出版者、企業など）と受信者（鑑賞者、購読者など）の間で
共有あるいは相互通行可能な「報道写真」や「広告写真」あるいは
「芸術としての写真」という記号機能をもつだけでなく、そのような
記号化されていない領域を、写真そのものが示し得る可能性を模
索してきた「こと」の＜痕跡＞、その総体のようなものを名指すか
らこそ、「『写真としての芸術』とは何なのか、よくわからない。」こ
とになるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
したがいまして、私は「よくわからない」からこそそれらが機能して
いるのであって、もし、わかってしまえばそれはもはやそれは「報
道写真」「広告写真」あるいは「芸術としての写真」という他の記
号機能と同列の、コード化され一般化したもう一つの新たな記号
機能を得ることになるのでしょうが、おそらくそれは他の記号機

能を相対化しえないものとなるような気がします。大嶋先生がそう
いった既存の記号機能以外の可能性を模索する営みを「現代アー
ト」と命名されているのであれば、大嶋先生のお考えに賛同します。

小林：僕の場合は、現代アートと言ってしまうことに少しばかり違
和感を覚えます。では、何処を目指しているのか・・・端的に言
えば「名付けえぬものを目指している」と言ったところでしょうか。
正直なところ、先日ムサビで拝見したオリヴィエ・リションの作品に
も違和感を感じました。何かとても窮屈な自由のなさといいますか、
フォーマライズされた中での表現といった感想を持ちました。ある
種、ステージを想定した上での表現。僕などは、そのステージが
見えてくると途端につまらなく思えてくるのです。一般的にはそのス
テージを目指して、アーティストとして切磋琢磨してゆくのでしょう
が、僕には魅力的な世界には見えない。

大嶋：コンセプチュアル・アーティストのジョゼフ・コスースだった
と思いますが、「芸術とは芸術を定義することである」と言っていた
と思います。その意味で、お二人のおっしゃるとおりだと思います。
ただ名付けえぬものに名を与えていく作業も必要かなと。とりわ
け、教育の場では。名付けえぬものに名を与えていくことは、芸術
の歴史の「歴史性」をあらわにしていく作業だとも思います。つま
り、圓井さんが引用したエーコの言葉を敷衍すれば、何がコード化
され、何がコード化されないのか。その規則はどのように形成され
ていくのか。新たなコード、新たな価値を帯びたコードを追究する
のではなく、不断に「記号機能」をあらわにしていくこと。それが
「芸術」という名の「批評性」かなと考えています。したがって、オ
リヴィエ・リションたちの写真行為も、その歴史の中でとらえる必
要があるのかなと。彼の「アレゴリー・イメージ」の試みは、初期
写真のヘンリー・ピーチ・ロビンソンらとどう違うのか、同じものな
のかどうか。そのあたりの捉え方次第で、小林さんのおっしゃるこ
との問題も見えてくるかなと思いました。

圓井：この座談会の冒頭近くの部分で、コマーシャルカメラマンが
震災現場にこぞって駆けつけた状況を分析して、大嶋先生が一旦
以下のようにまとめられています。

「僕の分析は「普段、記号的な世界にどっぷり浸っている彼らだ
からこそ一層、言葉では言い尽くせない、生 し々い現実と向き合い
たいと思ったのではなかろうか」というものでした。つまり、「表象
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不可能なものへの希求」。このエッセーでは、こうした「表象不可
能なものへの希求」と近代写真が求めてきた「むき出しの現実」を
重ねてみるものでしたが、「リセットへの欲望」とこの「むき出しの
現実」に触れたいという欲望は同じようなものに思えます。」

結局はこの行為と小林先生の「名付けえぬものを目指している」と
いう希求、私の「記号化されていない領域を、写真そのものが示し
得る可能性を模索」したいという希求は、この大嶋先生の「表象不
可能なものへの希求」とどう同じでどう違うのか。
その前に、まずはオリヴェエ・リションの「アレゴリー・イメージ」
から話をはじめます。リションの場合は、絵画の「アレゴリー」を
想起させる作画法（モチーフの選択、モノの配置、ライティング、
構図等）と、それを写真で行うことによって想起される写真の歴史
性（19世紀から現在にいたる写真と絵画の関わり）という二重の記
号性（社会的に一般通念化した知識や経験）をもって「写真の記
号性」を顕在化させています。しかし、顕在化させているのはあ
くまでも「写真の記号性」と名付けえるもの、つまりはある写真と
いう記号作用（記号機能）そのものを抽象化、記号化したものです。
社会的に一般通念化した知識や経験による記号機能をさらに収斂
して上位概念（メタ概念）たる記号を生成しているわけですから、
ここにはすでにある捨象されたものがあり、上位概念として記号化
する際にさらに下位概念のある部分を捨象しているわけです。それ
は私の希求する「記号化されていない領域を、写真そのものが示
し得る可能性を模索」することとは全く別の態度のような気がしま
す。

大嶋：「結局はこの行為と小林先生の「名付けえぬものを目指して
いる」という希求、私の「記号化されていない領域を、写真そのも
のが示し得る可能性を模索」したいという希求は、この大嶋先生の
「表象不可能なものへの希求」とどう同じでどう違うのか。」
まさに現在、僕自身が考えている問題の核心の一つです。この問
題を考えるにあたって、僕に示唆を与えているのが、フルッサーの
「テクノ画像（写真以後の画像）」の概念です。フルッサーによれ
ば、文字以前の画像と「テクノ画像」の違いについて、確か、こん
なとらえ方をしていたと思います。いわく、「「テクノ画像」とはテク
ストから抽象化された画像である」と（僕の読解が間違っていなけ
れば）。とすれば、非常におおざっぱな言い方になりますが、写真
とはすでに記号化されたものであり、写真の特権的な機能とはす
でに写真を覆いつくしているテクストを脱‐文脈化することにある

のではないか。写真に「表象不可能なもの」を求めてしまうと、文
字以前の画像が有していた魔術的な世界に回帰することになってし
まうのではないか。僕自身、明確な答えを持っているわけではない
のですが、そんなことを考えています。
リションに関しては、実はこれまであまり見たことなく（ヴィクター・
バーキンだったかの邦訳の表紙に使われていた程度しか知らない
のですが）、どのように評価したらいいのかわからないのですが、
ただ、上記の僕の考えに従えば、写真によるアレゴリー画像という
のは、きわめて危険な一面（バルトが言うように、あるいは小林さ
んがおっしゃるように、あらかじめ想定された観念や概念、理念
等を自然化してしまう危険性があると思います）がある一方で、ア
レゴリーというのは象徴とちがって、時間的継起性（事物の関係）
を含んでいますので、決まりきった観念や理念を脱‐構築する可
能性もあるのかなと（（「テクノ画像」がこれほどまでに一般化・社
会化してしまったという歴史的背景もあります。違った言い方をす
れば、「記号化されない領域」を探るためには、記号的諸機能の
「操作」が必要ではないか） 
フッサールの現象学がそうであったように、記号に汚染されない
思考の純粋領域を前提とすることは、一つの形而上学ではないか、
という思いが僕のどこかにあるのかもしれません。

圓井：確かに大嶋先生のおっしゃる通り、またこの座談会ですで
に触れたとおり、写真はその誕生時点ですでに先行する複数のメ
ディウム（コード化によって互いに交通可能な表象媒体）が綜合さ
れたメディアであり、写真の画像を読み取る知覚作用そのものが既
存のコード化された文脈の上に立っているものでしょう。
さらにそれだけではなく、光の物理的な痕跡性もセンサーの光が
あたるとすぐに0と1の数値として標本化および量子化されたコード
へと変換された完全なるデジタル画像となることによって、これま
での写真の特性がより一層顕在化したのは確かですが、よくよく考
えると、写真術は発明以来、そもそもそれは光学レンズが使われ、
乳剤が使われているわけです。まさにこれらは科学という場におい
て自然現象が抽象化され、コード化されることで現象に再現性を
もたらす技術によって生まれたものです。そういう諸々のコード化さ
れた技術を用いて自然から抽象化された（コード化された）入力信
号を出力の際に物理的に再・自然化している、そういう意味でもす
でに記号化されたものであったわけです。
私は、写真は制作者の手わざや知識の巧拙や内容の深浅などに
依拠するコード化されて互いに交通可能な記号性によって表象行為

を行わなくとも、制作者の手わざや知識の巧拙が棚上げになるよう
に表象行為そのものが完全コード化され自動化された機械性に依
拠する写真という表象プロセスそのものがそもそも脱 -文脈的なの
ではないかと考えます。つまり、すでにアナログな、個別の、再現
不可能な、一回限りの、現象は、写真には最初からない。レンズ
を通してカメラの中に自然が取り込まれた時点からすでにコード／
記号となっている。
だから、わざわざ作家の手わざや知見によって写真をさらに記号化
することは、時に屋上屋を巡らすような行為になる可能性も十分に
あると思います。リションの行為は、この屋上屋を張り巡らすよう
な行為であって、そのことによってコードに覆われた写真そのもの
の姿をむしろ後退させやしないか。
リションの作品を「芸術写真」とするのか「現代美術としての写
真」とするのかあるいはそれ以外の範疇なのかはあまりここで立ち
入っても意味のないことだと思いますので保留にしますが、とにか
く、「広告写真」「報道写真」「芸術写真」などと写真をさらに細分
化しコード化した領域から写真を眺める行為もまた、写真そのもの
の記号性を見えにくくするのだと思います。

大嶋：「写真は制作者の手わざや知識の巧拙や内容の深浅などに
依拠するコード化されて互いに交通可能な記号性によって表象行為
を行わなくとも、制作者の手わざや知識の巧拙が棚上げになるよう
に表象行為そのものが完全コード化され自動化された機械性に依
拠する写真という表象プロセスそのものがそもそも脱 -文脈的なの
ではないかと考えます。」
おっしゃる通りですが、この場合の「脱‐文脈」における「文脈」
とは何でしょうか？僕の考えによれば、この「文脈」とは「絵画的
な表象システム」と言えるのではないでしょうか。確かに写真はそ
の意味で「絵画的な表象システム、あるいはプロセス」を「脱‐文
脈化」したし、近代写真はそれを追究してきたと思います。しかし、
写真が普及し一般化するなかで、その力は果たしていまだ有効な
のか。例えば、バルトが見出したような「無言のパロール」としての
「純粋無垢な存在」なのでしょうか。
「つまり、すでにアナログな、個別の、再現不可能な、一回限り
の、現象は、写真には最初からない。レンズを通してカメラの中に
自然が取り込まれた時点からすでにコード／記号となっている。だ
から、わざわざ作家の手わざや知見によって写真をさらに記号化す
ることは、時に屋上屋を巡らすような行為になる可能性も十分にあ
ると思います。リションの行為は、この屋上屋を張り巡らすような、

そのことによってコードに覆われた写真そのものの姿をむしろ後退
させやしないか。」
絵画的な視覚記号に代わって写真がわれわれの支配的な視覚記
号になるなかで、写真が有する記号的諸機能それ自体を解きほぐ
す必要があるのではないか。僕が言う「操作」とは、写真の記号
的諸機能を解体し、亀裂を入れ、再構築することです。
圓井さんの論理でいくと、写真はそもそも「脱‐文脈的なもの」な
のだから、あらゆる写真は「脱‐文脈的なもの」ということになっ
てしまいます。しかし、残念ながら、写真は「脱‐文脈的なもの」
だからこそ、使い方によってはねつ造された（あるいは恣意的な）
「再‐文脈化」も可能なわけです。例えば、ベンヤミンの写真によ
る「アウラの喪失」は、写真という存在が自然に自動的にアウラを
喪失させるわけではなく、むしろ使い方によっては（つまり、古い
芸術概念によって写真を使えば）、アウラをねつ造することにつな
がると説いたわけです。
リション的な写真行為に対して、僕が保留するのは、彼の作品が
どのようなものがよくわからないからです。圓井さんがおっしゃるよ
うに、確かに「後退」する危険性は孕んでいると思います。そこが、
僕がかつての「タブロー写真」との違いを問う所以です。ちなみに、
同じく「タブロー写真」と言われるジェフ・ウォールに僕は多くの興
味と関心を持っています。彼の作品は明らかに「近代写真以後」の
「タブロー写真」と思うからです。

圓井：全く大嶋先生のおっしゃる通りです。
またリションの話に戻れば、それは写真という記号性のうちのある
部分集合たる記号性「アレゴリー」と記号性「写真と絵画の相克
の歴史」とによって、写真が複数の記号性（先ほどまでは複数のメ
ディウムとも言っていましたが）を含んだ記号性（メディア）を持っ
ているものであることを「絵画や写真の歴史についての知識を持っ
ている者」には指し示しますが（ある特定の知識に依拠した共示）、
そのことと、美術や写真の歴史を学んだことのない私たちが、普
段、日常的に写真に求めていること（アルバムの中の母、過ぎ去っ
た幼き自分を眺めやること）に何か関わりがあるのでしょうか？
私が写真に「批評性」を求めるとすれば、まさにこの視点にこそあ
ると思いますが。

作品展「写真の使用法 – 新たな批評性に向けて」を
めぐって。
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小林：まさしく圓井さんと大嶋さんお二人のご発言は、ある特定の
知識に依拠した共示ではあるのですが、僕のような哲学に関して
の知識、関心のない人間にとっては、少し難しすぎます。この辺で、
もう少し現実の事象に即した話題にしませんか。

圓井：もう少し違う視点で続けさせてください。
本共同研究の一環として、東京工芸大学で開催した作品展「写真
の使用法 –新たな批評性に向けて」はいかがでしたか？それが目
論見の一つでもあったのですが、わずか6作品の出展であったに
もかかわらず、ずいぶんと多様な表現が集まった感じもしましたが。

小林：確かに多様な方向性を持った作品が集まったと思います。そ
こに新たな批評性が現出したかは甚だ疑問ですが、共同研究メン
バーがそれぞれ作家を推薦することで、ある種の緊張関係が生ま
れていたと思います。僕個人としては、寺崎氏とかんの氏の作品が
興味深かったですね。お二人とも従来の写真の文脈をベースとし
て、その文脈を意識的にずらした所で写真に関わろうとしています。
一見して普通の写真に見えるのだけれども、深層部ではかなりラジ
カルな指向性を感じさせる作品でした。ただ、現時点の写真界で
はなかなか評価の対象にならないかもしれません。しばらくは、孤
独さを貫いて欲しいですね。
水津氏のアキバ作品は、オタク文化の象徴的エリアに対するオタク
ならではの執着心のようなものを感じました。ある意味、絵はがき
的な象徴性がそこにあり、フォトジェニックを無条件に肯定するこ
とで成立する、少し前の工場萌えや団地萌え写真に通ずる感覚が
あるなと思いました。
金村氏の作品については、印画紙と薬品の持つ物質性を際立たせ
る展示でしたが、僕のアンテナはあまり反応しなかったです。

大嶋：全体的な印象としては、小林さんと同じものを感じましたが、
多様性に関して言えば、この多様性はどのような意味での多様性
なのか、新たな批評性を切り拓くような意味での「写真の使用法」
なのかどうかは疑問を持ちました。
個々の作品についてコメントすれば、水津さんのアキバ作品は意外
に面白かった。小林さんがおっしゃるように、いかにもオタク的な
視点が表現されていて、オタクはこんな風にアキバをとらえるのか
という個人的な発見がありました。ただ、小林さんもおっしゃるよ
うに、社会を批評的に捉えるものではなく、その視点に自らが酔っ
ていることに、いささか抵抗も感じました。

寺崎さんの作品は、良い意味でこれまでの写真史の流れ－ニュー
トポや小林さん、ホンマタカシ（初期）の「デッドパン・スタイル」
（クールで、超然として、鋭敏な写真スタイル）の流れにあると思
いました。僕なりに「ポスト・ランドスケープ」と呼んでいますが、
小林さんたちのランドスケープが記号化され画一化されていく姿を
切り取ったとすれば、寺崎さんの作品は清野賀子の作品のように、
その記号化されたランドスケープが自然によって静かに侵食されて
いく様を切り取っているように思えました。
稲葉さんとかんのさんの作品は、正直、よく理解できませんでした。
かんのさんの作品は、昔から知っていますが、あの当時とあまり変
わっていず、僕にはイメージがやや独りよがりで分散的に思え、何
をテーマにしているのか、分かりませんでした。
早川君のユニットは、立体・平面・写真の3人が共同制作すること
で、立体でも、平面でも、写真でもない、オプアートに似た独特
の視覚世界を表現していると思いました。直接、社会的な領域や
テーマを扱っているわけではありませんが、一般化・制度化された
「メディア（映像）的視覚」に対しての批評性を感じました。
金村さんの作品は、彼が一貫して試みている「まなざしの（視覚）
の制度批判」を、写真というイメージが形成される物質的な側面
を暴力的に顕在化させることで試みていると感じました。彼の場合
の物質性の顕在化は、よくある工芸作品化・美学化のための物質
性とは真逆にあるように思いました。
で、小林さんに質問です。小林さんが寺崎さんやかんのさんの作
品でおっしゃっている「その文脈を意識的にずらした所で写真に
関わろうとしています。一見して普通の写真に見えるのだけれども、
深層部ではかなりラジカルな指向性」の下りをもう少し説明をして
いただくとありがたいです。

小林：たとえば、水津氏の作品は無条件にアキバを肯定すること
で成立している写真だと思います。かつての工場萌えやコスプレ写
真、鉄道写真なども、無条件に被写体を肯定することで成立して
いる写真です。なぜ無条件かといえば、その方が精神的に楽だか
らです。趣味とは多くの場合、そうしたものです。
一方、寺崎氏やかんの氏の作品は、無条件に肯定する眼差しでは
なく、背後に懐疑の眼差しを宿しているように思います。更に、今
となっては誰もが使うデジタルカメラで、これ見よがしの合成や過
剰なレタッチ、心理描写に頼ることなく、シャッターを静かに押す
だけで成立する、そのギリギリの際を目指しているように思われま
す。一見、一般社会に流通している普通の写真を装ってはいます

が、僕などはそこに反転されたラジカルさを感じてしまうのです。
一方、金村氏の作品は、80年代の小山穂太郎の漂白による色調
変化やバーナーを使った焦がし手法による作品を思い起こさせ、懐
かしさこそあれ、新鮮味は感じませんでした。会場で、金村氏が
コンデジで撮ったばかりの写真を見せてくれました。まるで女子学
生が撮ったような何の変哲もない日常写真でした。そのコンデジの
中の凡庸な写真に、僕などは逆にラジカルさを感じてしまったので
した。

圓井：私も個々の作品云 と々いうよりも、作品展の全体感という点
では、小林先生や大嶋先生のご感想とほぼ同じような印象を持ち
ました。推薦者それぞれの評価軸が同じ方向で揃っているのでは
なく、むしろまるで違うベクトルを持っていて、それがそのまま出
展作品に表れている。それが原因なのか、この作品展という場に
おいて、六つの作品を通して何か一定方向に収斂した新たな批評
性が立ち現れていたか、と問われれば、今の時点では、立ち現れ
ていたともいなかったとも明確には言い表せないというのが正直な
ところです。
ところで、それぞれの作品に対する評価は、小林先生と大嶋先生
で概ね同じ視点から同じ評価がされているのですが、かんのさん
の作品については、小林先生は積極的な意味を見い出し、反対に
大嶋先生はそうではないという点が少し不思議ですね。
もちろん、各作家の背景をどのくらい知っているかで読み取れる内
容もずいぶん違うわけですが、今回の作品展の場合、お互いに初
見の作家も多く、その意味では、共同研究者自身の鑑賞者として
の視点といいますか、価値観の違いといいますか、そういうものが
推薦作家を介して如実に表れてもいたなと感じました。
小林先生は寺崎氏を推薦され、大嶋先生は早川氏らのユニットを
推薦されていました。お二人が推薦された作家はずいぶんと対照
的だったわけですが、今6作家 /ユニットを評価する際には概ね同
じ評価をし、かんの氏の作品については先ほど言いましたように、
評価が分かれるところとなっている。
もう少しかんの氏の評価についてお二方の視点を詳しく掘り下げて
みたいと思いましたが、よろしいでしょうか？
大嶋先生は「かんのさんの作品は、昔から知っていますが、あの
当時とあまり変わっていず、僕にはイメージがやや独りよがりで分
散的に思え、何をテーマにしているのか、分かりませんでした。」
と感想を述べられていますが、これは二通りの捉え方ができます。
「昔からイメージがやや独りよがりで分散的に思え、何をテーマに

しているのか分からない」ということですか？それとも「かんの氏の
スタイルは昔から変わっておらず以前より何をテーマにしているの
か分からなかったが、今回の作品はとりわけイメージがやや独りよ
がりで分散的に思えた」ということでしょうか？
小林先生は「誰もが使うデジタルカメラで、これ見よがしの合成
や過剰なレタッチ、心理描写に頼ることなく、シャッターを静かに
押すだけで成立する、そのギリギリの際を目指しているように思
われます。一見、一般社会に流通している普通の写真を装っては
いますが、僕などはそこに反転されたラジカルさを感じてしまうの
です。」とおっしゃっていますが、小林先生のおっしゃる「一般社
会に流通している普通の写真」とはどのような写真を指していらっ
しゃるのですか？
私が「一般社会に流通している普通の写真」と言えば、例えば、
自宅の庭で水遊びをする幼い子供たちのスナップ写真や、友人た
ちと旅先で撮った記念写真、あるいは結婚式や成人式の際の肖像
写真といったものを想像します。それらに共通することは、被写体
が明確だということです。それに対し、かんのさんの写真は、確
かに日常的な光景らしきものをとらえていますが、一見するとどれ
も何を撮っているのかが分からない写真です。ですから、私には
「普通の写真を装っている」というよりは、「『普通の写真』として流
通せずにゴミとして捨てられていく写真をゴミ箱から拾い出してい
る」という方が印象としては近いと思いました。

大嶋：曖昧な物言いですみません。圓井さんの言葉に従えば、前
者に近い。昔－かんのさんはデジタルカメラを使って既存（フィル
ム）の写真文法から外れた撮り方で現実の事象を切り取っていた
気がするのですが、その意味で、圓井さんがおっしゃるように、通
常の写真から言えば、失敗作としての写真ですね。2000年代は
ガーリーフォトのように、そのような写真にも、一定程度の意味が
あった気がするのですが、現在においてはそうした写真は本当に自
由な写真行為なのか、疑問があります。けっきょく、現実の対象を
真摯に見つめることなく、写真を撮ることに酔っているに過ぎない
のではないか。デジタルカメラを自由に使うことで、従来の写真文
法ではとらえられなかった何かを見出すことができたのか。それら
をテーマ化し、かんのさんらしい「物の見方」に到達することがで
きたのか。そのあたりに疑問をもった次第です。ただし、最近のか
んのさんの作品を見るのは、今回の展示のみですので、僕の見方
が間違っている可能性もあります。もう一度、きちんと見る必要が
あるかもしれませんが……。
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小林：かんの氏の作品についてですが、僕は彼女のウェブサイトを
頻繁に見ていますので、最近作などを含めての感想となります。彼
女の作品は、ガーリー系の作品とは少し異なった位置にあると思い
ますし、通常の写真に比較して失敗作みたいなものと感じたことは
一度もありません。その辺の感じ方の違いが、評価の違いとなっ
て現れているのかなと思います。
一般社会に流通している写真とは、たとえばSNS上に溢れている
ような写真を念頭に置いて発言をしています。ただ、それらの写
真を否定的に見ているわけではなく、かつてのフィルム時代の記念
写真、家族写真のあり方とは大きく異なった所で、皆さん、写真
を楽しんでいるように思われます。デジタル時代になって、一般レ
ベルで写真の有り様が大きく変化し、かんの氏なども、その渦に
揉まれながら写真を模索しているように思います。圓井さんがおっ
しゃるように、確かにゴミとして捨てられていく写真がネット上には
溢れています。しかしながら、そのゴミ箱の中に身を投じる覚悟も
またこの時代には必要かと思います。今回、我々も参加したフォト
コラボレーションという場も、見方を変えればゴミ箱の中の表現行
為と言えるかと思います。
早川氏らのユニットに関しては、僕は言葉を持ち合わせていません。
個人的な関心の外にある作品というのが正直なところです。

大嶋：僕なりに小林さんのおっしゃることをまとめると、最も重要
でないものを最も凡庸に撮ること（写真で表現すること）が最もラ
ディカルな写真である。最も凡庸に撮ることに含意されていること
は、あらゆる撮影技術を排し、表現という意図や意志さえも放棄
し、初めてカメラを手にとった人のように撮ること、あるいはそうし
た姿勢で対象を見ること。おそらく、こうした行為は至難の業であ
り、不可能性でもあります。もちろん、小林さんもそれを承知の上
で、いかにこれに近づくか、あるいはそれにより近い写真こそが評
価されるべきものである、ということだと思います。寺崎さん、か
んのさんの写真は、少なくとも他の作家の作品よりも、上記のもの
に近い－それがネット上で氾濫している写真と似ていながらも、そ
こには微妙な差異がある。
僕ならば、かんのさんの写真を従来の写真文法から言えば「失敗
作」と呼び、かつて（写真文法がそれなりの価値を有していた時
代）ならば、そこに意味があったが、現在ではどうなのかと問うた
わけです。とすると、小林さんがおっしゃる「ガーリーとは異なる
位置」「失敗作ではない」「文脈を意識的にずらした写真」「背後

に潜んだ懐疑の眼差し」等々を、僕は見いだすことができないとい
うわけです。この僕が見いだせない「微妙な差異」とは何か。この
「微妙な差異」とは、「表現意志」の有無なのでしょうか。つまり、
小林さんにとっての理想的な写真とは、表現意志のまったくの欠
如にあるということでしょうか。いわば、カメラをもった原初的なま
なざし。不可能な夢。（ただ、上記の僕の解釈が的を得ているとし
て、かんのさんの作品に、僕はそれを見出すことはできません。む
しろ、イメージづくりの意志を感じてしまいます。寺崎さんの作品
には「デットパン」という意味で、それに近いものを感じますが）
かつて、小林さんはこんなことを言った記憶があります。「最も凡
庸な道具（あるいはカメラ？）で異常なことをなすこと」。非常に
共感した覚えがありますが、僕はやはり今も、最もつまらないもの、
重要でないもの、凡庸なもので、「異常なことをなす」ことに関心・
興味があります。

SNS 上の写真をめぐって。

圓井：ありがとうございました。
私の発言の受け止められ方が少し元の意味と食い違っていると思い
ましたので、話が混線しないようポイントを二点に分けて補足しま
す。
まず、一つ目のポイント。さきほど私が「『普通の写真』として流
通せずにゴミとして捨て」ていると発言した際の「ゴミとして捨て」
る主体は鑑賞者側ではなく、写真の撮影者であり発信者その人自
身です。直前に私は「（普通の写真に）共通することは、被写体が
明確だということです。それに対し、かんのさんの写真は、確かに
日常的な光景らしきものをとらえていますが、一見するとどれも何
を撮っているのかが分からない写真です。」としました。
ですから、社会一般で人が写真を使う時（※写真家が写真を使う
時ではなく、一般家庭で個人的に写真を使う時）は、「被写体を
明確にするものではないですか？」という前提に立って、そういう
一般的な判断基準（※写真家が実践する判断基準ではなく、一般
家庭のごく一般的なお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃ
んが実践する判断基準といえば良いでしょうか？）で言えば、かん
のさんの写真は、昔だったら同時プリントをしてアルバムや写真ス
タンドに入れるか、そのままDPE屋でもらった紙袋に入れたまま
にするかの二者択一の判断をする際に、紙袋に入れたままお蔵入
りにする写真であり、今で言えばDPE屋に持って行ってプリントを
してもらうか、そのままデータのままお蔵入りにするかの二者択一

の判断をする際に、データのままお蔵入りにする写真でしょう、と
いうことです。
そういう写真をあえてお蔵入りにせずに、もう一度拾い出している
ような印象なので、それを「『普通の写真』として流通せずにゴミ
として捨てられていく写真をゴミ箱から拾い出している」と表現しま
した。「ゴミ」という言葉が誤解を生んだようでしたら「『普通の写
真』として流通せずにそのままお蔵入りになっていく写真を押入れ
から拾い出している」と表現しなおしてもかまいません。
二つ目のポイントは、以上のような趣旨に従えば、私は「ゴミとして
捨てられていく写真がネット上に溢れている」というようにも思いま
せん。むしろ反対に私が先ほど発言した意味でのゴミ写真はSNS

上には一枚もないと言いたいと思います。
なぜなら、それらSNS上で発信される写真は、プライヴェートな
写真が撮影者や写真の保管者の意思に反して漏洩しているわけで
はなく、むしろSNSを介して、自分の友人だけでなく、赤の他人
に対しても、自分の日常はこんなことになっていますよ、と、自ら
の生き方や考え方が第三者に承認されること（「いいね！」されるこ
と）を目標に、発信者側で十分に吟味され取捨選択をされた写真
だと思うからです。
と私の発言の趣旨を補足しました上で、もう一度小林先生にお伺
いしてよろしいですか？小林先生のおっしゃる「一般社会に流通し
ている普通の写真」とはどのような写真を指し示していらっしゃる
のですか？
先ほどは「一般社会に流通している写真とは、SNS上に溢れてい
るような写真を念頭に置いて発言をしています。」とのご発言があり
ましたが、それは小林先生の想定されている「一般社会に流通し
ている普通の写真」はSNS上の写真に限定されている（この範疇
にある写真を仮に「写真A」としましょう）ということでよろしいの
でしょうか？
と言いますのは、私が「一般社会に流通している普通の写真」と
いって連想するのは、最初からお話ししています通り、自分や自
分の家族、一緒に旅行をした友人同士だけで眺め合うような写真
（この範疇にある写真を仮に「写真B」としましょう）がむしろ中心
で、その外側にSNSなどのより広範囲に流通する写真が範疇とし
て含まれる印象なのですが。今区分けをしました「写真A」と「写
真B」は流通範囲での区分けと言っていいかもしれませんが、いか
がでしょうか？
小林先生は「写真A」だけを想定されているのでしょうか、「写真
A」と「写真B」を同時に想定されているのでしょうか？

小林：SNS上の写真に限定されている・・・ということではありま
せんが、少なくとも僕の中ではネット上の写真、SNS上の写真、あ
るいはデジタルサイネージ上の写真がイコール一般社会に流通して
いる写真という認識です。これは、1997年からデジタルとネット上
で写真を思考してきた僕特有の思い込みかも知れませんが・・・。
僕の場合、昔のように家庭アルバムに写真プリントを貼って眺め
ることは皆無です。モニターで確認して、仕舞い込んで忘れて行
くことの繰り返しですね。そのようなものに写真は変わってしまっ
た・・・ということでしょうか。「僕らは忘れるために写真を撮る」
そんな日々の繰り返しです。
あらゆる撮影技術を排し、表現という意図や意志さえも放棄
し・・・といった硬直した考えではなく、もちろん卓越した撮影技
術は大事ですし、表現という意図、意志を放棄しているわけでも
ありません。捨てようにも最後まで纏わりついてくるのが技術であ
り、意図であり、意志であると思います。

大嶋： とすると、小林さんがおっしゃる「まるで女子学生が撮った
ような何の変哲もない日常写真でした。そのコンデジの中の凡庸な
写真に、僕などは逆にラジカルさを感じてしまったのでした。」とい
う発言と、「シャッターを静かに押すだけで成立する、そのギリギ
リの際を目指しているように思われます。」という寺崎さん＆かんの
さんに関する評がどのように結びつくのか、よく分からないのです
が・・・。しつこいようですが、もう少し、かんのさんの作品を評
価する具体的な説明をしていただくとありがたいのですが、という
のも、何か、重要なことを僕自身、見逃しているかもしれないと思
うからでもあります。

圓井：ありがとうございます。
では小林先生が「ネット上の写真、SNS上の写真、あるいはデジ
タルサイネージ上の写真がイコール一般社会に流通している写真」
であるとして、それを「装う」とはどういうことなのでしょうか？
私はそういう「写真A」は、自分や自分の家族、一緒に旅行をし
た友人同士だけで眺め合うような「写真B」とは、撮影者あるいは
写真の保管者にとっては決定的に違う価値基準による判断を行っ
ているのではないかと思っています。端的に言えば、「写真B」は
ある特定できる人の間だけで見られること（＝流通すること）によっ
て（撮影者やその写真の保管者にとっての）価値が成立している
のであり、不特定多数の人に見られることは、むしろ忌むべきこと、
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あってはならないことという場合すらありうる。
それに対して「写真A」は、むしろ不特定多数の人に見られること
（＝流通すること）によって（撮影者やその写真の保管者にとって
の）価値が成り立つ写真であるわけです。いわば自分の生き方や考
え方を不特定多数の人に発信するのにふさわしい写真か否かとい
う価値基準で取捨選択している。とするなら、それはもはや「不
特定多数の鑑賞者を相手」に「意図的に写真を表現として用いてい
る」わけです。
そこで、もう一度かんの氏の写真に戻りたいと思いますが、かん
の氏の写真はそういった「写真A」のもつ一貫した記号性を見るこ
とができません。SNSなどを通じて一般社会に流通している写真
は、必ず撮影者の意図が明確になるように、被写体の捉え方はも
ちろん、キャプションやハッシュタグなどで様々な工夫がされてい
ます。それに対してかんのさんの写真は、工芸大での展示もそうで
したが、それが意図的なのかどうかは一旦保留にして、とにかくそ
のような工夫はされていないような印象を受けました。
小林先生は、かんの氏の態度を「一般社会に流通している普通の
写真を装って」いると評されていますが、どのような点が「装って
いる」と評されるポイントなのでしょうか？
私には「装っている」というよりも、まるで違う表現スタイルのよう
な印象なのですが。
もう少し続けます。小林先生はかんの氏の態度を以下のように表現
されています。

「従来の写真の文脈をベースとして、その文脈を意識的にずらし
た所で写真に関わろうとしています。」
　「かんの氏の作品は、無条件に肯定する眼差しではなく、背後
に懐疑の眼差しを宿しているように思います。」
「一見、一般社会に流通している普通の写真を装ってはいますが、
僕などはそこに反転されたラジカルさを感じてしまうのです。」

小林先生がここで前提にされている「従来の写真の文脈」という
のは、写真家の撮った作品を対象にした評価の系譜（たとえば、
アッジェ→ストランド→クライン→フリードランダー→…）ということ
でしょうか？「懐疑の眼差し」というのは、その評価に対する懐疑
の眼差しということでしょうか？

以上が間違いなければ、小林先生はかんの氏の態度について、
「写真家の撮った作品を対象にした評価の系譜への懐疑的な眼差

しを表象するために、『写真A 』を装っている。」と評価されたとい
うことかと思います。
なぜ「写真A」を装うことで、写真家の撮った作品を対象にした
評価の系譜への懐疑的な眼差しを表象できるのでしょうか？
この辺りが大嶋先生の疑問との接点になってくるようにも思います
が、いかがでしょう。

小林：言い訳ではありませんが、言葉と言葉の間隙には感覚的、
抽象的なボイドのようなものが必ずつきまとうわけでして、その辺
のニュアンスを正確にお伝えするのはとても難しいことですね。そ
のような才能を僕は持ち合わせていないようです。であるからこそ、
写真という表現に惹かれ続けているのだと思いますが。あまり細か
な整合性に拘っても議論が硬直化するばかりで、本筋を見落とし
てしまうことになりかねないと思います。
当然のごとく、かんの氏と寺崎氏では被写体へのアプローチ、他
においての違いはあるわけでして、何が違い、何が同じかといった
考察は、もう少し時間をかけてお二人のこれまでの作品を含めて
分析してゆく必要があるかと思います。「懐疑の眼差し」とは、こ
れまでの写真の文脈に対する批評性を含めた上での (もちろん一
般社会に対する懐疑心も含まれているとおもいます) と意味の発言
になります。
「装う」という言い方は適切ではなかったと反省しています。装うと
いうより、自らもその中に身を置きながら・・・といったニュアンス
でしょうか。ネット上の写真については、ある目的を持った情報の
受け渡しを越えて、「アッ」とか「ウッ」といった感嘆詞のような存
在になっていると僕は感じています。そこにコミュニケーションすら
存在しないような、そんな何ものかになりつつあると。ただ、この
ような状況を決して否定的に見ているわけではないのですが・・・。
圓井さんのおっしゃる、写真Aと写真Bの区分けについては、僕
の中では存在しないです。イコールで繋がっている、もしくは境界
が曖昧、そんな感じですね。もはや、SNSが家庭アルバムの機能
を担っていると思います。たとえばゼミ旅行などでも、学生たちが
撮った記念写真をそれぞれがSNSアルバムにアップロードし、皆
で閲覧といった形が普通になっています。もちろん、不特定多数
が見ようと思えば可能なわけですが、その区分けは曖昧になって
いると思います。

圓井：「写真Aと写真Bの区分けについては、僕の中では存在しな
いです。イコールで繋がっている、もしくは境界が曖昧、そんな感

じ」という小林先生のお言葉は、大変興味深いですね。シンポジ
ウム第２部を受けての座談会を別で行っていますが、そこに参加し
ているメンバーも似たような印象を語っていました。
「たとえばゼミ旅行などでも、学生たちが撮った記念写真をそれ
ぞれがSNSアルバムにアップロードし閲覧といった形が普通になっ
ています。もちろん、不特定多数が見ようと思えばみれるわけです
が、その区分けは曖昧になっていると思います。」というところは少
し留保が必要かと思いました。
ゼミ旅行の記念写真をSNSアルバムにアップロードして「ゼミの仲
間同士」に限定して閲覧しあうのは、互いの思い出を共有しあうこ
とによって親睦を深めることにあると思います。しかし、ゼミ生のう
ちの誰かが他のゼミ生たちに無断で不特定多数が閲覧できるよう
に限定を解除したらどうでしょう。このような場合には、そのゼミ
生は他のゼミ生たちから大きな反発を受けることになると思うので
すが、ムサビのゼミ生はそうではないのでしょうか？
つまり、私はやはり一般的には「ゼミの仲間同士」という区分けと
「不特定多数」という区分けには大きな隔たりがあると思うのです
が、いかがでしょうか。
「SNSが家庭アルバムの機能をはたしているような気がします。」
というのは確かにそうでしょうね。今ではカメラのアプリケーション
をパソコンにインストールすれば、SNSに簡単にアップロードできる
ようになっています。デジタルカメラを買えば、いろいろな面倒な
手順を踏まなくても気軽にSNSとつなぐことができる。でも、今の
ところ、普通は家庭のアルバムが「不特定多数」に見られる状態は
喜ばしい状態ではなく、「リーク写真」であって、「写真Aと写真B

の区分けはイコールではつながっていない」はずです。
もしイコールであるなら、家族のアルバムやゼミ旅行の記念写真な
どの閲覧制限など誰も気にしないでしょうから。
とはいえ、写真を扱った感覚として、「写真Aと写真Bの区分けに
ついては、僕の中では存在しないです。イコールで繋がっている、
もしくは境界が曖昧、そんな感じですね。」というのは、時代性の
ある感覚であり、今後ますます一般社会でも共有されていく可能
性がありますね。

小林：15～ 16年前であれば、ネット上に写真をアップすることに
著作権絡みの問題等もあって警戒心もあったのですが、今となっ
てはそこに在るのが当たり前的なものとなり、つまりは景色のような
存在に写真がなってしまったと思います。一方、コンピュータを介
したデジタルネットワーク社会では、どこかのワルがそのデータを

見ようと思えば不可能ではないわけで、何処かで誰かに見られてい
る・・・といった監視の危険性は常につきまとっているのでしょうし、
権力者は、国家は、常に民衆を監視し続けるであろうし、そうし
たシステムの中で我 人々間は生きて行くことを強いられる。まあー、
そんな世の中になってしまったということですね。開かれているよう
でいて閉じている、繋がっているようでいて遮断されている、そう
したシステム、制度の中で写真は、アートはどこへ向かうのかを自
ら問い続けているつもりなのですが、とりわけSNS上の写真、お
たく系の写真 (仮にこう呼んでみました)、美術としての写真、他に
も様々な写真の使用法が混在している現在の状況は、過酷なサバ
イバルゲームのようで気の休まる暇もありません。ここに来て、写
真は従来の写真とは違う何ものかになろうとしていると思うのです
が、感覚的すぎて巧く言葉に出来ません。大嶋さん、よろしくお
願いします。

写真の失敗作と成功作。

大嶋：僕の読解や解釈に誤りがあるかもしれませんが、ネット上の
写真問題と僕が小林さんにこだわって質問したことを、僕なりに絡
ませて意見を述べたいと思います。
まず、僕はネット上の写真は「ゴミ」のような写真とも、「失敗作」と
も考えていません。むしろ、従来の写真文法から言えば、きわめ
て質の高い写真がネット上には流れていると思っています。例えば、
SNS上にアップされる料理の写真などは、みなさんきわめて上手
いものです。その意味で、かんのさんの作品は、圓井さんがおっ
しゃるように、ネット上の写真とは異質のものだと思います。あく
までも従来の写真文法から言えば「失敗作」と言えるものだという
ことです。そして、そうした写真はプロヴォークを例に出すまでも
なく、すでに試みられてきたことです。あるいは写真家たちがアマ
チュア写真の手法を取り入れたりしてきたことも、同じ流れにあっ
たと思います。で、僕の疑問は、現在、それは有効か、有効だと
したら、どのような意味で有効か、そのあたりが僕の質問の趣旨
でした。小林さんがかんのさんの作品は、そのような意味での「失
敗作」ではないととらえているとしたら、かんのさんの写真にどん
な積極的な意味を見出しているのかを知りたかったわけです。
で、圓井さんが区分した「写真A」と「写真B」は、その境界は曖
昧になってきている。むしろ、「写真B」が持っていた、写真の親
密性や秘匿性が失われつつある。例えば、バッチェンがバナキュ
ラー写真を評価していくのは、「写真A]の氾濫に対する抵抗と言
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えるかもしれません。かつて荒木が「デジタルに闇は写せない」と
言ったように、写真は闇の部分を失い、きわめて明るい世界のも
のとなったと言えるかもしれません。おそらく、小林さんの立場は、
「写真A」が氾濫する明るい世界に批判・批評的に介入するにして
も、荒木や杉本のように、従来の写真観で太刀打ちしても有効で
はない、というものではないかと思います。このあたりは僕も共感
するところです。
そこから、小林さんの考えは、従来の写真に対して批判的な立場
をとりつつ、現在の「写真A」の世界にも批評的に介入をすべきで
はないか、という戦略ではないかと推測します。つまり、二重の
批評性、二つの敵。だから、「装いつつ」という表現を使ったのだ
と思います。で、ここからが小林さんと意見が分かれるところです
が、「写真A」の世界に抵抗、あるいは批評的に対峙するために、
「写真A」を装うことが有効かということです。おそらく、小林さん
は従来の写真に抗うためには、「写真A」的なものが有効であると、
どこかで考えていらっしゃるのではないでしょうか。
僕は「写真A」の世界に批評的に介入していくためには、方法意
識が必要だと思っています。単なるズレた感覚やノイズ感覚のみで
は、すぐさま「写真A」に吸収されてしまう（かつての中平卓馬が
語ったように、「アレ・ブレ・ボケ」がすぐさまコマーシャルの世界
に取り入れられたように）のではないか。また、「写真A」の世界
に対抗していくためには、過去の写真の正当な遺産相続も必要だ
と思っています。つまり、古い、新鮮さの欠如にかかわらず、現在
でも有効であれば、使うべきだと。その意味で、金村さんの作品
には、批評性を感じます。
で、僕が知る限り、現代アートとしての写真（すべてではないにし
ても）は、写真というイメージが社会の中でどのように機能してい
るのか、どのような効果を与えているのか、記号的な諸機能とは何
かを分析しながら、さまざまな使用法（「写真A」とはまったく異
なる使い方で。例えば、ディスコミュニケーションツールとして）を
試みているように思えます。
したがって、僕の考えは、きわめておおざっぱに言えば、「写真
A」の世界の写真の使用法に対して、いかに破壊的（強調）に介入
していくかにあると思っています。

小林：話を戻しますと、お二人の言われる失敗作、成功作の定義
が僕にはよく理解出来ておりません。成功作とは、どのような状態
を指すのか、作家が予め思い描いた通りの作品が出来たときに成
功とみなすのか、その辺のところをもう少し伝えていただくと助かり

ます。
現代アートとしての写真、美術としての写真、こうした区分けも何
か微妙なところで我々に食い違いを生じさせているようにも思いま
す。僕個人としては、アート、美術を前提としてしまうと、何かそこ
に違和感を感じてしまうといいますか、もどかしさを感じてしまうと
いうのが正直なところです。
稲葉あみ氏の作品については、自己をひとつの部屋と例えるなら、
プリントベニヤやプリントされた床板のような偽りの装飾性のような
ものをそこに感じ、若い人たちにとっては写真がアクセサリーのよう
な役割をはたしているのかなと感じました。

大嶋：僕の「失敗作」の定義は、何度も言っているように、構図
が明確であるとか、ピンが合っているとか、画像が明瞭であると
か・・・、いわゆるアマチュア写真家がかつて理想としたような写
真文法から外れた写真のことです。

圓井：「成功作とは、どのような状態を指すのか、作家が予め思い
描いた通りの作品が出来たときに成功とみなすのか」
その通りです。第三者たる赤の他人、鑑賞者側の判断は関係あり
ません。「作者」という範疇は、写真教育を受けたとか美術教育を
受けたとか、展覧会を目指しているとか、写真に批評性を求めて
いるとか、そういう限定は一切ありません。要するに、老若男女す
らも問わない、SNSに写真をアップロードする人全員です。

小林：「現代アートとしての写真、美術としての写真、こうした区分
けも何か微妙なところで我々に食い違いを生じさせているようにも
思います。」については、重要な部分だと思いますので、もう少し
議論したいところです。
僕の「失敗作」の定義は、何度も言っているように、構図が明確で
あるとか、ピンが合っているとか、画像が明瞭であるとか・・・、
いわゆるアマチュア写真家がかつて理想としたような写真文法から
外れた写真のことです。ということは、構図が明確でない、ピント
が合っていない、不鮮明といった写真が失敗作であるということで
よろしいのですか。

大嶋：僕の「失敗作」の定義はその通りです。したがって、写真史
においては、ウィリアム・クラインあたり（？）ぐらいから、「失敗
作」も重要な写真表現の一つになってしまった、あるいは規範化し
てしまっているとも言えます。その意味で、僕の考え方からすると、

「失敗作」か、「成功作」はあまり重要な要件ではないということで
もあります。不明瞭な写真でも、構図が不明確な写真でも・・・、
批評性を持ち得るし、持ちえないこともある、ということです。 で
すから、かんのさんの作品は、僕からすると、「失敗作」をもって、
これまでの写真の文脈からずらそうという作品に思え、もはやそれ
は有効ではないと思えたわけです。
きわめて乱暴な言い方をすれば、僕にとって、写真登場以前の美
術（絵画）にならった写真が「美術としての写真」で、写真登場以
降の反・美術的な写真が「現代アートとしての写真」です。つまり、
写真登場以降の視覚イメージのあり方を考慮した芸術作品とも言え
ます。

小林：大嶋さんがおっしゃるように、失敗作のような写真も重要な
写真表現の一つとなった現在においては、失敗、成功はあまり関
係のないことのように僕は考えておりました。学生を指導する際も、
失敗、成功の基準で作品を評価したりはしません。
「美術としての写真」と「現代アートとしての写真」に関しては、そ
のどちらにも属さず、あくまでも写真の問題として関わろうとする
態度、それが僕自身の写真家としての立ち位置であると考えてい
ます。おそらく、寺崎氏なども同じような考えを持っているのでは
と推察します。だからといって、「美術としての写真」や「現代アー
トとしての写真」を否定するわけではありません。80年代辺りから、
美術、アートとしての写真は数多く目にしてきましたし、そこに新た
な写真の可能性を感じることも確かですが。

大嶋：小林さんへの応答です。画像づくりの「失敗・成功」がもは
や評価の基準でないとすれば、評価基準の要件とは何か、という
問題になると思われます。僕にとっては、それが明確なテーマや
問いの有無、方法意識の有無、社会的文脈やメディア、あるいは
視覚制度の関わりなどになると考えています（かんのさんの作品に
ついて言えば、僕にはそうした要件が見出せず、ガーリーフォトの
ように、単に「失敗作」をもって、一般に流通する写真に対抗する
作品のように思えたのです。しかし、それはあくまでも僕の見方で
あって、ひょっとしたら何か別なものがあるのかもしれないと思った
からこそ、小林さんにしつこく質問したわけです）。
この問題は、実は、小林さんが「あくまでも写真の問題として関
わろうとする態度」にも関係してくると思います。まず、私見によ
れば、「現代アートとしての写真」の多くは、写真というものをもう
一度、一から反省的に考えようということから出発しています。そ

こには、近代写真が写真という固有のメディウムを追究するなかで、
写真のある特定の機能（ありのままの現実の追及）だけを特権化し
てしまったのではないかという懐疑があるからです。その結果とし
て、近代写真は写真の外部（テクスト、コンテクスト、社会性、メ
ディア性等々）を排除し、ある意味、モダニズム絵画と同じ論理に
従ってしまった。
例えば、広告写真でもない、報道写真でもない、一般に流通する
写真でもない……。これでもない、あれでもない、というモダニ
ズム特有の「否定の論理」に従うことで、写真の自律性・純粋性を
求めたと言えるのではないか。その意味では、近代写真は、結果
として視覚を中心とした「美術としての写真」を求めていたことにな
ります。従って、小林さんが「あくまでも写真の問題」とおっしゃる
「写真とは何か」という問題になるかと思われます。小林さんがおっ
しゃる「あくまで」の中に、どこか「写真の純粋性・自律性」を求
める姿勢があるのではないか。この辺りがおそらく、以前から議論
してきた、写真の複数性の問題も絡んでくる気がします。
小林さんもおっしゃるように、もはや画像の「失敗・成功」が問題
ではないとすれば、当該画像（写真）がどのような文脈で使われて
いるのか、といった写真の外部との問題が重要になってくるのでは
ないでしょうか。例えば、当該写真が不鮮明な画像あろうと、不
鮮明な画像によって、ある文脈において（この文脈というのが、一
つのテーマだったり、何らかの問いであったり、視覚制度であった
り……ということです）、見えなかったもの、感じることができな
かったものが可感化され、それがわれわれの固定化してしまった考
え方を変える契機となれば、その不鮮明な写真は、僕にとって評
価すべき作品となるという考えです。
もう一つ、例えば過去の写真の技法（あるいは他のメディウムの技
法）を文脈を変えて使用すれば、現在においても有効性があると、
僕は考えています。それは逆な意味で、ベンヤミンが論じたように、
新しい技法（技術メディア）を従来の芸術概念をもって使用すれば、
危険性が伴うということでもあります。

SNS 上の写真を支える価値観とは何か。

圓井：「現代の人間のプロレタリア化の進行と広汎な大衆層の形式
は、おなじひとつの事象のふたつの面である。あたらしく生まれ
たプロレタリア大衆は、現在の所有関係の変革をせまっているが、
ファシズムは、所有関係はそのままにして、プロレタリア大衆を組
織しようとする。ファシズムにとっては、大衆にこの意味での表現
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の機会を与えることは、大いに歓迎すべきことなのだ（それは大衆
の権利を認めることと同一では絶対にない）。所有関係の変革を
要求している大衆にたいして、ファシズムは、現在の所有関係を
温存させたまま発言させようとする。当然、行きつくところは、政
治の耽美主義である。大衆を征服して、かれらを指導者崇拝のな
かでふみにじることと、マスコミ機構を征服して、礼拝的価値をつ
くりだすためにそれを利用することは、表裏一体をなしている。」
（ベンヤミン「複製技術の時代における芸術作品」高木久雄・高原宏平訳、ベ
ンヤミン『複製技術時代の芸術』佐々木基一編集解説　所収、晶文社、1999
年、46頁～ 47頁）

大嶋先生のご指摘の通りかと思います。
したがいまして、「美術」や「現代アート」としての写真にとどまらず
SNS上の写真を支える価値観、それを支えるイデオロギーがどのよ
うなものであるかについても十分に吟味すること、つまりは批評性
をもってそれらを評価するまなざしもまた、社会一般において（潜
在的にかもしれませんが）要請されていることだと思います。
SNSという場を舞台に、不特定多数の鑑賞者に対して、作者自身
がある肯定的な評価を得ることを目的に発信される「写真A」。繰
り返し述べてきたことですが、不特定多数にある評価を得るため
には、互いに共有される＜はずと、作者が想定している＞コードに
依拠して、撮影法や撮影後の処理、写真の選択がなされている
ことでしょう。セクーラらが指摘するところの通り、写真とは一つ
の分野というよりも、文脈ごとに成立しているものであるとするな
ら、バルトに倣えば、この作者の意図に従ってSNSと言う場に発
信される写真を裏打ちする＜作者が仮定、想定している＞コードを
探れば、写真を用いたそれぞれの文脈を支える一般化したコードと、
コードを支えるイデオロギーそのものに突き当たるのではないでしょ
うか。

小林：もう一つ、例えば過去の写真の技法（あるいは他のメディウ
ムの技法）を文脈を変えて使用すれば、現在においても有効性が
あると、僕は考えています。それは逆な意味で、ベンヤミンが論
じたように、新しい技法（技術メディア）を従来の芸術概念をもっ
て使用すれば、危険性が伴うということでもあります。とおっしゃ
る大嶋さんのご意見も充分に理解出来ます。しかしながら、現代
アートという場、それを支えるシステムに対して疑念を抱かざるを
得ない自分がいることもまた確かなことで、なかなか厄介な問題で
す。

大嶋：「現代アートの場、それを支えるシステム」が具体的に何を指
しているのか、分からないのですが、現代アートには、美術制度
をはじめ、さまざまな社会制度そのものを批評テーマにしている作
品が数多くあります。また、おそらく、「現代アートを支えるシステ
ム」の最大の場こそが美術大学ではないでしょうか。とすると、美
術大学における教育の場こそ、あるいはその内側にいる我 こ々そが
「現代アートを支えているシステム」の一部とも言えるかもしれませ
ん
「SNS上の写真を支える価値観の何が既成の概念であり、それを
支えるイデオロギーがどのようなものであるか」
この問題こそが、この座談会の前半部分で論議してきたことでは
ないでしょうか。
そのイデオロギーの一つ－クラティルス主義。写真（イメージ）と自
然的現実、対象指示の働きと現実の混同。写真というメディウム
の透明な窓としての使用。その結果として、写真を介した世界の
経験を、あたかも写真が介在しなかったように経験してしまう。物
象化された世界経験。つまり、小林さんの名言「僕らは忘れるた
めに写真を撮る」には、両価性があることになります。写真によ
る経験の簒奪によって、現実的経験を忘却することになる。しか
し、その一方で、人間的な意味のバイアス（過去の制約）を排し
た、忘却による経験が浮上する。おそらくSNS上の写真の多くは、
前者的な機能が圧倒している。なぜなら、後者の働きを促すため
には、自分で撮った写真から、人間的な意味のバイアスに抵抗す
る何かを見出さなければならないから。

圓井：なるほど。自らの「今ここ」にある現実的経験から抽出する
写真（イメージ）を、ある社会的に共有されている（と作者が想定
する）美的観念に還元することによって、「それは＝かつて＝美しく
＝あった」経験へと自他共に記憶を浄化する（メモリー・ロンダリン
グ）ということですね（笑）。ますますベンヤミンを召喚する必要の
ある時代かもしれません。（笑）と記しましたが、実際はかなり深
刻な事態になりつつあるな、と思います。
個々の現実的経験をSNS上に現出している（と作者が想定する）
美的観念の仮想空間（であり空虚、Voidである）に昇華させるこ
とで、作者自身のアイデンティティー（自己同一性）を仮想空間上
の大きな物語に接続しようとしているのかもしれませんね。作者自
身のアイデンティティーが、本来的に作者自身のここ今に感受する
まさに現実的経験の反復、持続の中に生起するものであるとする
なら、このアイデンティティーをより強固なものとするには二つの道

がある。
その二つの道を同時に指し示す（両価的）フレーズとしての「僕ら
は忘れるために写真を撮る」ということなのでしょう。

大嶋：写真についてカフカは「人が写真を撮るのは、諸事物を意
味の外に追い払うためなのです」（『カフカとの対話』グスタフ・ヤ
ノーホ）。他方で、古くは作家のトーマス・ベルンハルトの小説『消
去』やソンタグを始めとして、ミニマリズムの彫刻家カール・アンド
レなども「写真による経験の簒奪の危険性」について触れていま
す。以前から小林さんは写真の「忘却」について語っていましたが、
この「忘却」という問題は、圓井さんも指摘するように、現代の映
像状況をとらえる上で、きわめて重要なキーワードの一つだと思い
ます。ここで、小林さんの「忘却」に関するご意見もお聞きしたい
です。小林さんはどのような文脈で、「忘却」について考えていらっ
しゃるのか。

小林：「現代アートを支えるシステム」の最大の場こそが美術大学
ではないでしょうか。」とおっしゃる大嶋さんのご意見、もっともだ
と思います。であるからこそ、疑いの目で美大という場を見つめ直
して行く必要があるとも思っています。時としてアカデミズムの牢
獄のように感じられるこの場所で、写真を教えることの難しさを痛
感する毎日です。
「忘却」については、肯定的意味合いとして「忘却」を捉えてみた
らどうだろう・・・というのが大筋です。たとえば、浦島太郎が開
けた玉手箱は忘却装置として機能し、全てを忘れ去ることで浦島
は現世の孤独から解放されたとする太宰治の小説のように。しか
し、これは過去や現在からの安易な逃避にもつながりかねないわ
けで、大嶋さんのおっしゃる人間的な意味のバイアスに抵抗する
何かが必要となってくるわけです。ただ、SNS、携帯写真などの
写真状況は、まさに「僕らは忘れるために写真を撮る」的なものに
なっていると思います。ただ、そこでそのような状況を否定的に捉
えるのは簡単な事なのですが、逆に反転させて肯定的に捉えてみ
たらどうか・・・というのが僕の論です。もちろん何らかのリスク
は伴うでしょう。しかしながら、僕らに残された最後の道はこれし
かないようにも思います。没入あるのみ・・・これは僕の写真家と
しての覚悟でもあります。

大嶋：「浦島太郎が開けた玉手箱は忘却装置として機能し、全て
を忘れ去ることで浦島は現世の孤独から解放されたとする太宰治

の小説のように。」
理屈をこねまわすようですが、浦島太郎はすべてを忘れて現世か
ら解放されるかもしれませんが、現代の浦島太郎にとっては、写
真の外部化された記憶がすべてを忘れたはずの浦島太郎に重くの
しかかって（制約して）くるとは考えられませんか？
僕は現在の映像（写真）状況を否定的に捉えることがそれほど簡
単だとは思っていません。僕自身が上記に記したようなイデオロ
ギーから免れているとも思っていません。であるがゆえに、映像に
ついて、写真について、現代アートについて考えているというわけ
です。僕の認識では、少なくとも、美術のあり方そのものに疑いの
目を向けているものこそが「現代アート」だと思っています。いわゆ
る写真以上に。

小林：大嶋さんがおっしゃる「写真の外部化された記憶がすべて
を忘れたはずの浦島太郎に重くのしかかって（制約して）くる」は自
明のこととしてありますが、その全てを引き受けた上で表現という
ものに立ち向かう各々の姿勢が問われているのだと思います。太
宰の浦島太郎の物語には大いなる慈悲があるわけですが、我々に
は慈悲も情けもなく、過酷な現実があるばかりです。現代アートも
また直ぐに制度の中に回収され、消費されてしまう中で、全てを
疑う姿勢、自らの立っているアカデミズムさえも疑う、そうした永
劫に繰り返される問いかけが即ち表現ということなのかなと僕は考
えています。写真家はその答えを写真で返していくしかないのです
が・・・。
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座談会｜第 2 部

写真の使用法 Vol.2  一般化したサブカル的文化という場における写真

参加者 : 坂口トモユキ、水津拓海、圓井義典、丸田直美

プライヴェートの場で、なぜ写真を使うのか？

圓井：まずは、本座談会を始めるにあたり、私から皆さまに共通
の質問をすることで口火を切りたいと思います。皆さまは「個人的
な経験」として、なぜ「写真を使う」のでしょうか？この座談会で
は、美術という分野を相対化したいと思っていますので、さしあ
たりは公的な作品たるもの（要するにゆくゆくは美術作品として評
価されることを目的とした写真表現）を作る際になぜ写真を使う
のか、という観点ではありません。むしろ、個人的な嗜好として、
なぜ目の前の出来事を写真に収めようとするのか、という観点で
お話ししていただければと思います。

水津：私の場合だと、使い始めのころと、現在とでは理由が異な
ります。使い始めの頃だと、積極的に「写真を使う」ようになった
決定的要因は、デジタル化による様々な撮影コスト・学習労力の
大幅な低減です。これは単なる低減と言うよりは、コスト破壊と
いう言葉のほうが適切かもしれません。2000年以前にもデジタル
カメラで撮影した写真を使っていましたが、今とは比較にならな
いほど性能の低いデジタルカメラだったので、電池持ちやPC接
続などにも苦労していた記憶があります。

'96/9/11　セガ、3万円を切るデジタルカメラ「DIGIO」を発表 : PC watch
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/960911/digio.htm

2001年には、シャープから発売された「写メール対応の携帯電
話 (11万画素 )を購入し頻繁に使っていました。このカメラの画質
はメモ書き代わり程度で、せいぜい「webサイトやYahoo!オーク
ション出品などの「口絵」」扱いです。それなりの高画質の写真が
必要な時は、フィルムカメラで撮影して、プリントした写真をデジ
タル化して貰っていた記憶があります。この頃だと、「写真を使う」
のではなく「写メールを使う」という意識ですね。
デジタル写真を手法として意識し始めたのは、2004年頃です。こ
の時期、当時のweb公開用などで遜色なく使える画質の「200万
～ 400万画素」程度のコンパクトデジタルカメラが、写真愛好家
ではない一般の人でも容易に買えるようになりました。2004年に
私が購入したコンパクトデジタルカメラは、カシオのEX-S20。購
入価格は4万円程度と私にとっては安くはなかった金額でした。
で、数日後のイベント撮影でいきなり230枚 /日撮影して、それ
から日々の撮影枚数が激増し、そして写真にはまっていきます。

フィルムカメラで同じ枚数を撮影・DPE現像プリント＆CDRで
デジタル化しようとすると、当時軽く2万円はかかります。購入後
数日～数週間で導入コストの元がとれてしまうほどには、当時の
コンパクトデジタルカメラが写真を「価格破壊」する商品だったこ
とがわかります。（2000年代前半にデジタルカメラを初めて購入し
た人は、おそらくほぼ全員が、このような感覚を持つはずです。）
もうひとつ、「写真を使っていた」理由を考えると、インターネット
上でblog・mixiなどのSNSアカウントを持っていたこともあるだ
ろうと思います。撮影した写真を公開しなにかしらの反応を得る
場所の有無は、とても大きかったと感じますし、それなりの質・
量の写真を掲載することはblogやSNSの差別化に効果がありま
した。当時、ブロードバンド通信の浸透により、デジタル写真の
webでの大量公開が身近で安価な表現手法になってきたことも大
きいです。
一方で、なぜ2004年当時の自分が動画制作にいかなかったの
かを考えると、当時の動画撮影の敷居の高さがあります。十年
一昔といいますが、動画を作りweb上に公開するまでの作業は、
2004年当時の私にとってはかなりの労力が必要なことでした。当
時のデジタルビデオカメラはまだテープメディアが主流で、撮影
データの取り込みは iEEEからでした。録画・編集が写真に比べ
るとかなり大変で、編集を行うには、それなりに奢ったPC性能
が必要です。一般人が動画公開をweb上でごくごく容易に行える
サービスも少なかった頃で、QuickTime形式を使ったホームペー
ジでの動画公開にはHTML・FTPの最低限の知識が必要でし
た。また、そうした動画を観る側にもQuickTimeプラグインの導
入などある程度の知識が必要でした。
YouTubeがブロガーの間で話題になるのが2006年頃です。これ
が携帯電話や小型デジタルカメラなどの（VGAサイズ程度の）動
画撮影機能とうまく連携して、webでの動画使用は急速に敷居が
低くなった印象があります。（久々に自分の動画をチェックしたら、
当時撮影した2006年当時のカメラテストの動画がありました。）
https://www.youtube.com/watch?v=O23EKXlp0Mg

2005年当時の自分に、「なぜ、写真を使うのか」ということを質
問したら、おそらく「今、抜群に使いやすく、楽しいのが写真だ
からだ」と答えるでしょう。そして「「なぜ、写真を使わない」とい
う質問はないのか…まあ、使わないという選択肢は、利便性を
考えると到底考えられないでしょう」と質問者に問い返すかもしれ

ません。
一方で、2016年現在だと、なぜ「写真を使うのか」についての考
えは当時と異なります。2000年代前半頃に比べると技術革新が
進み状況も大きく変わっていて、動画撮影などの他の手法に対し
て「写真を選んで使う」ことの様々な優位性は随分と薄くなってき
ています。しかし、そうなったあとでも、なぜか、自分は写真を
自分のなかでの最優先の手法として使い続けています。
ここで、なぜ自分が写真を最優先の手法として使い続けているの
かを色 と々考えたのですが、（ある程度、お金のために撮影して
いるからというという身も蓋もない理由は脇に置いておいて…）撮
影の容易さ、SNS拡散力の強さや、編集やレタッチによる流れや
見栄えの加工がそれなりに容易に効くことなどなど…色々考えて
みたのですが…どうもいまいち、今の時代に積極的に「写真を使
う」こととしての決め手に欠ける気がします。10年以上前の当時、
写真を使う理由だと思っていた様々な要素は、技術の進歩で写真
以外の手法でもかなり容易にできるようになっています。が、し
かしそれでも、今の私は、いまだに他のメディアではなく「写真を
使っている」のです、なぜか。 

圓井：「写真を使う理由だと思っていた様々な要素」とお考えにな
るものをもう少し具体的に教えていただけますか？

水津：一つ目は、迅速にそれなりの視覚情報量を多くの人へ伝え
られるということです。10年程度前は個人レベルでwebで容易
に可能なのは写真のみだったのが、今はスマホ一台とネット環境
があれば動画で容易にできるようになりました。二つ目は、即時
性・ライブ感のある一対多ビジュアル情報発信ができるということ
です。10年程度前、このような特性を持った個人向けサービスは
web上ではほぼ写真の独壇場だったのが、今ではUstream（ユー
ストリーム）やニコニコ生放送やツイキャスなどの動画配信サービ
スを使えば「ライブ感」ではなく「まさにリアルタイムのライブ」で
対応できるようになりました。三つ目は、「ひとりメディア」でweb

で様々な情報発信ができるということです。かつてのwebは文字
だけだったのが、文字+写真の組み合わせになり、そして今では
スマホが一台あれば様々なwebサービスを使用して動画・音声・
写真などを組み合わせて使うことが可能になっています。
四つ目が、高いクオリティの写真を撮ってweb上に出すことは、
高クオリティの動画ほどの苦労はせずに行えることです。当時、
それなりの品質の写真をwebに出して公開することと比べると、

高いクオリティの動画の撮影・編集・公開して、そして視聴まで
繋げるには、かなりの手間暇や時間・コストがかかりました。今
は技術の進歩でいろいろ解決されたり、あるいはvineのような短
時間（10秒程度）の動画に特化したサービスも出てきました。あ
とは、観る側も、「素人撮影の動画のクオリティに色 と々慣れてき
た」（笑）。
取り急ぎ思いついた範囲だとこれくらいです。かつては限られた条
件のなかで「写真を使うこと」が数少ない解決法のひとつだった
のが、様々な製品・サービスの急速な進歩の恩恵でそれ以外の
選択肢を使うことも可能になりました。それ故に、様々な選択肢
の中から「写真を選んで使う」理由がより明確になっていると思い
ます。今挙げた要素だと、多くの写真撮影があらかた動画などに
置き換えられそうですが、実際のところは、やはり写真撮影の簡
便さや、拡散の容易さは動画に比べるとまだずっと先をいってい
ます。加えて、撮影後の後処理補正の容易さはまだまだ写真の
独壇場で、動画でプリクラ的な加工が誰でも的確にできるように
なるにはまだしばらくかかりそうです。

圓井：ありがとうございました。

丸田：私の場合は、なぜ「写真を使うのか」と問われれば、理
由は大きく分けて二つあるかもしれません。一つは、家族や友人、
知人、特別な時間などを記録するために写真を撮ります。これは
過去の記録としての写真です。これらのプライヴェートな写真はパ
ブリックな場で公開することはありません。もう一つの個人的な
写真の使い方は、写真を撮ることによって、見ることを意識化し、
認識を再構築するための手段としてです。これまでを振り返って
考えてみると、日常的にたくさんの写真を撮り始めたのは、1990

年代の前半頃だったと思います。その頃は、フィルムのコンパクト
カメラや一眼レフカメラで日々撮影し、数日おきにフィルムを現像
に出していました。Bsemiの学生の頃でもありますが、鈴木理策
さんや飯沢耕太郎さんなど写真に関するゼミへ参加し、またフィ
ルムカメラや暗室作業も学び、自宅に暗室をつくって自分で現像
していました。あの頃は、写真の目的や写真作品を制作すること
などは考えておらず、ただ日々写真を撮りましたが、どうしてあん
なに写真を撮ったのか今考えてみると、カメラや写真への興味だ
けでなく、20代だったこともあり、見ることを意識化して自分の
認識を再確認したり何かを探したり、また社会や世界と自分との
距離を計るための大事な手段であったように思います。また、一
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つ目が過去の記録写真であるならば、二つ目は私にとって現在や
今後（未来）を想像するための写真なのかもしれません。この写
真の多くは個人的なものですが、作品へつながったり、パブリッ
クな場で公開することもあります。
そして、現在、写真やカメラがデジタル化し、写真を使用する環
境は変化しても、この二つの写真を撮る行為は大きく変わらない
のかもしれません。まずは質問の回答として、「公的な作品たるも
の」以前の写真の使い方について考えてみました。

坂口：まず始めに私自身の立ち位置について書きますと、私はい
わゆる現代美術界隈に帰属する身ではありません。これは美術に
限らずですが、自分が必要とされてそこでの才能をある程度開花
できる場であるのならどこへでも喜んで赴きますが、私はコマー
シャルギャラリーや美術専門誌などの場に呼ばれておりませんし、
美大を出ておらず、かといって独学の美術作家としてサバイブす
る適性も能力もありません。とはいえまったく美術に無縁ではなく、
私の写真作品に興味をもってくれる現代美術ファン、過去に作品
を購入してくれた美術コレクターは少ないながらも実在しています
し、Twitter（ツイッター）ではそういった人たちと緩やかな交流が
あるといった現状です。
こういった身なので、写真作品の制作において、「美術作品を制
作している」という意識はありませんが、「美術作品」を広義にと
らえて、自主ギャラリーやカメラメーカーギャラリーなどのギャラ
リースペースで個展をしたり、自費出版を含めて写真集を出版し
たり、カメラ雑誌や一般誌に作品掲載されたりすることを前提と
した写真制作もまた、圓井さんの言う「公的な作品たるもの（要す
るにゆくゆくは美術作品として評価されることを目的とした写真表
現）」に含まれる前提とします。
そうなると、私の場合、スマホでのTwitter（ツイッター）利用（路
上でみかけた面白いもの、面白い光景をツイートするために撮る）
や個人コピーメモ（バス停の時刻表を撮る、学生の名前を覚える
ために授業出席簿を撮るなど）目的での撮影以外はすべて写真
作品制作かそれに準ずる試行としての撮影または写真専門学校
と美大で実習授業の非常勤講師をやっているのでその授業準備
や学生への課題の一環としての撮影行為のみになります。現在ほ
ぼ毎日のようにカメラを持ち歩き、移動中などに時々シャッターを
切っていますが、それは写真展や写真集こそ目指してはいないも
のの、必ずその日のうちにTumblr（タンブラー）にアップして不特

定多数に公開するという作品制作行為に準じたものです。
これは学生に与える課題を自らやってみることで「非常勤講師の
業務に真摯に取り組む」という職業訓練のような意識で始めたも
のです。それ以外には、もし子供がいればたくさん撮るのでしょ
うが、私は日常のプライヴェート写真を撮りませんし、観光地に
行っても気まぐれで記念写真を１，２枚撮る程度です。もしイン
ターネットの無い世界であれば、私は作品制作以外でカメラを持
ち歩くこともないと思います。そもそも、インターネットがない世界
であれば写真作品の制作もしていないかもしれませんが。

圓井：ということは、坂口さんの場合は「スマホでのTwitter（ツ
イッター）利用（路上でみかけた面白いもの、面白い光景をツイー
トするために撮る）や個人コピーメモ（バス停の時刻表を撮る、学
生の名前を覚えるために授業出席簿を撮るなど）目的での撮影」
以外は、プライヴェートでは撮影をしないということなのでしょう
か？たとえば、ご家族と旅行に行かれたり、久しぶりの友人と再
開した時などには写真を撮らないということでしょうか？
ちなみに、私もTwitter（ツイッター）やFacebook（フェイスブッ
ク）、Tumblr（タンブラー）などを利用していますが、そういっ
たSNS上に個人的な写真を上げた経験はほぼ皆無です。むしろ、
私にとっての個人的な写真の使い方といえば、結局は妻や娘たち
あるいは友人たちと、たとえば近くの公園にピクニックに行くだと
か、授業参観に出席するだとか、温泉に旅行に行くだとか、そう
いうある特定の人たちと共に経験した出来事や場を記録として残
し、後になってお互いの視点から語り合うことで、その出来事や
場から受けた印象をより充実させたい、理解を深めたい、という
目的のために使っていると感じます。実際はそんな堅苦しい目的
意識をもって普段シャッターを押しているわけではもちろんありま
せんが、よくよく振り返ってその気持を言葉で説明しようとすると、
そういうことだと思います。

坂口：はい、非常に個人的な話になってしまい、一般化して広げ
られない話なのですが、その通りです。作品用の撮影旅行にで
かけると、妻に言われて記念写真と撮影テストの中間のような写
真を２，３枚撮ったりしますが、世間一般で皆が当たり前のように
撮っている本来の目的での記念写真、プライヴェート写真は撮っ
たことがないので、撮り慣れていない、撮ろうと思っても不自然に
気恥ずかしくてできません。

圓井：ご家族や友人が被写体になる場合でも、撮影者としての自
覚といいますか、上手に「不自然」でない（ように見える）瞬間に
シャッターを押さなければいけない（＝「撮り慣れて」いなければ
いけない）というような価値観が前提になるのでしょうか？あるい
は「気恥ずかしい」というご発言から察するに、撮影者としての自
覚というよりも、撮影現場でご家族や友人といった被撮影者にど
う見られているかという他者の目を気にした感情が先に立つという
ことでしょうか？
私がスナップ写真を撮る時は、自分が一応は写真の専門家であ
るという自覚ですとか、現場での仕切りが上手かどうかですとか、
そのことによって撮ったものを（今は被写体になってもらっている）
相手に見せた時に失望させやしないかですとか、そういうことが
シャッターを押すことに影響することはほとんどありません。むし
ろ、「とにかくこの瞬間は撮っておかないと二度と訪れることがな
い瞬間だから、（上手に撮れていようがいまいが）とにかくシャッ
ターを押しておこう。」という自分の欲望の方が勝っているもので
すけれど。もちろん、撮影しようとした際に相手が「君は写真家
でしょう」などとからかってきたり、何か（いくぶんかは専門家とし
ての知識や経験などが反映していることは当然あるでしょうが）撮
影者としての倫理観が働いたりして気恥ずかしくなったり、あるい
は気まずくなったりして撮影を諦めることもあります。しかしなが
ら、それでもやはりシャッターを押したいという自分の欲望がなく
なることはないし、プライヴェートな撮影をしない、ということに
はなりません。坂口さんがそうではないということだとすると、そ
の違いが少し興味深いと思いました。

坂口：私はお仕事としてのカメラマンもやっていますので、頭のス
イッチを切り替えれば撮影の心配はありません。そもそも私の家
族は素人なので審美感覚で写真を見ませんし、どこで何が（誰
が）写っているかそれだけで十分といった感じです。問題は、撮
影行為に至る所作といいますか、これまで興味なくやってこな
かったこと（しかし、よくやっている人がごく自然に自発的に楽し
んでやっていること）を突然始めることのぎこちなさ、気恥ずかし
さです。これは人に見られていなくてもありますね。運動音痴で
走るのが苦手な人が、特に必然性もないのに突然の思い付きで
ジョギングを始めてみる気恥ずかしさに近いかと思います。別に走
行フォームや走行距離、タイムについて誰からも期待されていま
せんし、深夜にこっそり一人でジョギングし始めるとしても、新品
のジョギングシューズを履いて玄関を出る動作からすでにぎこちな

くて気恥ずかしい、といった感じではないでしょうかね。
数日前に四国から年老いた両親が上京してきたので、築地の場外
市場にお寿司を食べに行きました。私はやはり記念撮影的なこと
はしませんでしたが、いたるところで自撮り棒を突き出しているの
はなかなかの光景で、ここでのやり取りを思い出して、私も記念
写真を撮ったほうがいいかな、と思ったのですが、やはり少々面
倒くさく、特に何も言いださないままでした。両親も歳なので、今
後何度一緒に外食できるのかもわかりませんが、記念にぜひ撮っ
ておきたいというモチベーションが湧いてこないままでした。
個人的なことはさておき、築地場外では実に多くの人たちがスマ
ホで自撮りをしていました。昔であれば、カメラを通りや店先に向
けたたり、ときどき背景が開けた場所を選んで誰かにシャッター
を押してもらっての記念写真だったりしたのでしょうが、いまは全
てが自撮りのようです。店先を撮るためにお店を背景にして自撮り
し、名物の玉子焼きをおいしそうに食べ歩いている自分たちを説
明的に自撮りし、活気づいた人混みを背景にこんな賑わっている
ところに私たちはいますという自撮りをして、とにかくいちいち全
カットに自分たちの顔を映り込ませた上で旅の写真を撮っていま
す。その人たちは撮った写真をどうするのでしょうか？
外国人観光客が店先で無邪気に自撮りしているのを露骨に気嫌い
している店も一軒目にした一方で、愛想のいい店員は ｢Facebook

（フェイスブック）に上げてね｣と言ったりしていました。実際に、
何％がだれでも閲覧できるSNSにアップするのか、何％が家族や
友人間だけのLINE（ライン）のようなクローズのメッセージで写
真を送るだけなのか、何％がスマホのメモリに保存してスマホで
じかに見る・見せるだけなのか、気になりますね。多くの自撮りは、
自分で見るためではなく、「誰かに見せる」ことをモチベーションに
した行為に思います。
ニコニコ動画の生配信ではないですが、写真一枚をリアルタイム
でLINE（ライン）で友人や家族に送る行為も、ちょっとした生配
信行為と言えるのではないでしょうか。いつしか思い出を振り返る
ための大切な記録よりも、今現在を伝え、配信する行為にウェー
トがシフトしているように思います。この心情は自撮りをしない私
にもよくわかります。私も日常的に何か面白いものを見かけると、
しばしばスマホで写真を撮ってツイートしています。

圓井：なるほど、坂口さんの気恥ずかしさの意味が良くわかりま
した。気恥ずかしくなるくらいに記念写真を撮る頻度が少ないと

6564



座談会  ｜  第 2部　「一般化したサブカル的文化という場における写真」 座談会  ｜  第 2部　「一般化したサブカル的文化という場における写真」

いうことも興味深いです。水津さんの書き込みでも「価格破壊」、
「webサイトやヤフオクなどの『口絵』扱い」というキーワードなど
から察するに、赤の他人に写真を見せることを前提にしたお話
だったのかと思います。そうとらえると、水津さんも坂口さんと同
様に、ご本人の思い出のためとか、ごく一部の身近な人との思い
出の共有のために、という目的では写真を撮らない、ということ
なのでしょうか？

水津：私の場合だと、一般の方がスマホで頻繁に撮影するほど
割合は高くないと思います。まぁ、それでも普段から結構な枚数
を撮影して、そのままお蔵入りしている写真が多いので、数年後
に見返すとそのお蔵入り写真のうちのごく一部が、結果的に「自
分の思い出を残す」ということになっていた写真もあります。
ごく一部の身近な人との思い出の共有を目的にした写真は、昔は
少し撮影していたことがありますが、今はさほど多くありません。
主な行動がひとりで、実家に戻った時も家族写真（人物写真）な
どはあまり撮らないですね。そういう目的で最後にがっつり撮影
したのは祖母の葬式で、遺骸を撮影した時の写真かな…。

筆者（水津）blog
http://d.hatena.ne.jp/workshop/20100116/p1

自撮り写真などのプライヴェート感ある写真は稀にですが「一般
公開前提」で撮影しています。私と「身近でない人」も私自身の
写真を観る可能性があるだろうという意識は結構あります。この
辺りは人物写真で身近すぎる人を撮影… 例えば恋人や気の置け
ない友人などを被写体に撮影し、そして作品化、公開するのには、
私自身の写真撮影では未だにちょっと苦手意識があります。（そう
いう類いの作品を観るのは、苦手ではないし、モノによっては結
構好きなのですが…なんというか私自身が行うのはなかなか難し
いですね。）ラブプラスのカノジョ（姉ヶ崎寧々さん）をいろいろと
撮影した写真を公開し続けています。

筆者（水津）flickr
https://www.flickr.com/photos/workshop/sets/72157622704154136
https://www.flickr.com/photos/workshop/sets/72157632216680585

この写真は2009年から撮り続けてはいますが、そこから先に繋
がるかといわれるとまだ見えないところです。
私の行動を振り返ると、私自身のなかでは、普段から写真を撮
影・写真を使用する場合には、この写真がなにかしらの場面・形
で世（よ）に出す/出る、使われる可能性があるということが、他
の人たちよりは結構高い割合で意識されているのかなと感じまし

た。これには、私が写真を撮るよりも観る方が好きな人で、かつ、
写真展や写真集や写真 SNSなどで他の人が「世に出している写
真」をものすごく沢山観ていることも影響のひとつとしてあるかも
しれません。市井の人が日常で観る写真よりも、普段から観る写
真がかなり極端にパブリック寄りに偏っているというか…。

圓井：水津さんのプライヴェートでの写真への関わり方も少し具体
的にわかってきました。ありがとうございます。「市井の人が日常
で観る写真よりも、普段から観る写真がかなり極端にパブリック
寄りに偏っている」というのも大変興味深いですね。一般的には
むしろインターネットを使うといっても、プライヴェートで撮った写
真がネットワーク上のストレージにアップロードされて、それをごく
限られた家族や友人、知人といった限定された人々だけが観ると
いうことになると思うのですが。そうやって限られた人 ど々うしの
間で写真を共有することで互いの親密度を確認するような感じで
しょうか。
水津さんと坂口さんお二人に続けて質問です。お二人は、プライ
ヴェートの場では静止画としての写真はあまり積極的に撮らない、
ということで共通していると了解しました。では、プライヴェート
の場では写真の代わりに動画は撮るということでしょうか？それと
も動画も撮らないのでしょうか？

水津：今は、動画撮影はよほどの例外的なことでないと行ってい
ません。これは所持している機材の都合ではなく、「写真を撮る
人」としての意識的な活動です。もうひとつ、プライヴェートの場
では静止画としての写真はあまり積極的に撮らないのですが、私
の場合おそらく「プライヴェートの場」の範囲も、少しばかし他の
人とずれがあるかもしれません。一般的に言う「プライヴェートな
旅行」で観光地・景勝地や飲食店などを巡っても、そこで体験し
た色々なことをblogやSNSに投稿・公開してそこからアフィリエイ
トリンクを貼っているような感じですね。

坂口：動画は制作以外で撮ったことがありません。いずれにして
も、小さい子供がいたり、ペットを飼っていれば少しは撮ると思い
ます。

圓井：坂口さんも水津さんも、個人的な経験を記録した写真で
あっても、撮影の動機が、それを撮影者である坂口さんや水津
さんご自身の内で完結せず、むしろ撮影したものをSNSや展覧

会や授業などで公開し不特定多数の他者と共有することが前提
になっているというところが大変興味深いですね。
水津さんはきわめて個人的な経験でもあるお祖母様のお葬式の
様子やお祖母様の死顔までもを公開して、しかも、お葬式に備え
てどんな準備をしておけば良いかと言ったご自身の経験から得た
写真の保存整理方法に関するアドバイスまでされています。

圓井：丸田さんはお二人のプライヴェートでの写真の関わり方をう
かがっていかがですか？

丸田：坂口さんや水津さんと共感できる部分も多くあります。私は
プライヴェートな写真を撮影しますが、その頻度や割合は少ない
方だと思います。

圓井：丸田さんご自身はSNSにプライヴェートな写真をどのくらい
の頻度でアップしますか？

丸田：家族や友人など人物の写真をSNSやWebサイトで公開す
ることは、ほとんどありません。Twitter（ツイッター）やWebサイ
トで公開する写真は、プライヴェートな場の写真も含まれますが、
それはプライヴェートというより制作活動の一部を公開するような
認識に近いと思います。プライヴェートな写真とそうでない（パブ
リックな）写真の違いは、明らかではないのかもしれません。

水津：私が写真を今でも使っている理由のひとつに、動画と比較
した場合は「音を録らない（入れない）で済む」「冊子（本）にま
とめやすい」というのはあるかもしれません。いずれも、撮影時
や閲覧時などに時間軸のしばりをある程度外すことができる要素
です。
「音を録らない（入れない）で済む」点は、デジタルカメラに録音
機能がほぼ標準で付いていて、パソコンやスマホで写真を観る、
つまり写真を観る際には音声再生環境があたりまえのように付随
する時代でも、ほとんどの人が写真と音をあわせて録ることはな
ぜかあまりありませんし、写真撮影時の環境音をあとでそのまま
合わせても意外とバッチリ合うことが少ないです。記憶を喚起さ
せる力という点では音はかなり強いので、この点合わせ方が難し
いです。
「冊子（本）にまとめやすい」という点は、自分の場合だとコミッ
クマーケットなどの同人誌即売会での写真集頒布にも関わってき

ます。撮る時・選ぶ時に、同人誌で使えそうな写真をつい意識し
ている時もあります。コミケで動画作品を頒布するのは、かなり
敷居が高いです…売れ行きも弱そうで…

圓井：水津さんのお話をうかがっても、坂口さんのお話をうか
がっても、どちらにも共通しているのは、不特定多数に公開する
ことのないプライヴェートな写真は、ほとんど撮影の動機にすらな
らない、ということかと思います。むしろ、坂口さんがおっしゃる
ように「いつしか思い出を振り返るための大切な記録よりも、今
現在を伝え、配信する行為にウェートがシフトし」、それが撮影の
動機になっている。
そういう意味でも、丸田さんのおっしゃるように「プライヴェート
な写真とそうでない（パブリックな）写真の違いは、明らかではな
い」と言うよりも、水津さんや坂口さんは、もはやもし赤の他人に
見られたら顔が赤くなるようなプライヴェートな写真を撮ることはほ
ぼ皆無で、（メモ代わりに撮影する以外は）ほぼ常にパブリックな
写真しか撮らない、という状況なのでしょうね。

何が「新しい写真」なのか？

圓井：さて、工芸大での作品展について少し触れたいと思います。
作品展では本共同研究のメンバーが各自「批評性を持っている作
家」を推薦しました。いざフタを開けてみると、わずか6作家／ユ
ニットであるにもかかわらず、ずいぶんと多様な表現が集まったよ
うにも感じましたが、いかがお感じになられたでしょうか。

水津：作品バリエーションは、とても幅広くかつ的確に揃っていた
と感じます。個々の参加作家の皆さんの諸要素・問題意識が面白
いほどバリエーション豊富で、展示参加者のひとりとして、今振り
返っても予想以上に「ピースが上手くはまっていた展示」だと思い
ました。
稲葉あみさんの写真は、もともとの案だと「ネオン管で光らせて、
その光で観賞する」予定だったそうです。当初案で展示できてい
れば、写真を観る時の「（環境）光そのもの」のありようを意識す
るところまで引っ張れてくることができたのではないかと思います。
展示の際に稲葉あみさんの話をうかがった時、当初案の内容がと
てもとてもいいと感じたので。そこだけが、少し残念なところです
ね。
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圓井：水津さんは、出品作家の「諸要素・問題意識が面白いほど
バリエーション豊富で」、「ピースが上手くはまっていた展示」と表
現されましたが、それは作家本人と推薦者相互の、写真をどのよ
うにとらえるかという立場や視点の違いによって、写真のもつ多様
な批評性が示されていた、ということなのかと思います。
R・クラウスは1999年の論考「メディウムの再発明」において、
ポストメディウム／インターメディウムの時代になり、むしろかつて
の技術的区分けに依拠し、衰退しつつある、写真を始めとする
「メディウム」が「回顧的に」見出されるようになったと指摘しまし
た。当時以上に少なくとも「写真というメディウム」は、デジタル
機器とインターネット環境に取り込まれていく状況の中で企画され
た今回の作品展ですが、実際に蓋を開けてみると、クラウスの指
摘を証明するようなカタチで、単に回顧的に一様な写真なる概念
が多様なあり方で示された、というような印象にはならなかったと
思います。推薦者間で協議して恣意的にそういう作家を選んだわ
けでなかったにもかかわらずです。むしろ、A・セクーラがその代
表のように言われていますが、写真とはイコン・インデックス性と
いう特異な記号性だけが共通項になった、実際は多様な文脈ご
とに表象されるものの全く異なった概念の総体のようなものという
指摘こそを証しする、そのような作品展であったのではないでしょ
うか。

丸田：展覧会全体の印象は水津さんや圓井さんのおっしゃる通り
だと思います。工芸大の作品展についての感想は、作品が揃った
展示をはじめて観た時に、こんなに作品が多様な写真展はなか
なかないと思いました。また、多様な写真作品への興味と同時に、
現在の写真の認識やその使用法を問われる場でもあったように思
います。観る人、訪れた鑑賞者にとっては、少し難しいというか
特殊な写真の作品展だったかもしれません。多様性は作品だけ
でなく、出展者を推薦するという推薦者と作家の特殊な関係性に
よっても増幅されていたようにも感じます。
推薦者としての感想は、作品展の企画当初は「新たな写真の使い
方が垣間見える作品」や「写真の新しい使い方」の作家を推薦す
るということで始まり、後にタイトルは「写真の使用法－新たな批
評性に向けて」に決定したのですが、その「写真の新しい使い方」
や新しい写真という解釈にとても悩みました。作品展では、推
薦者や出展者、来場者の皆さんに「写真の新しい使い方」または
「写真の新たな批評性」について、それぞれの認識や解釈を伺っ
てみたかったです。作品展のテーマや内容について対話する機会

もあると良かったのかもしれません。

圓井：この座談会という場においては、丸田さんのご感想にあり
ますように、推薦者と作家、あるいは来場者それぞれに写真の解
釈や認識をうかがうことは叶いません。とは言え、せっかくの機
会ですので、あくまでもサンプリング的なものになりますが、もう
少し各作品の出展の経緯を伺うことで、写真の表現としての現状
を考察してみたいと思います。
丸田さん、かんのさんの活動のどのような点を評価されたので
しょうか？かんのさんの一番特異な点はどのような点なのでしょう
か？

丸田：前述した通り、作家を推薦する上で「写真の新しい使い
方」や新しい写真という解釈に悩みました。写真の使い方は10年
前、20年前とは大きく異なります。多くの人が常にスマートフォン
やデジタルカメラを持ち、日常的に写真を撮影し、簡単に写真を
公開や共有することが当たり前になりました。もしかすると、写真
家よりその他の人の方が写真を多く多様に使用しているかもしれま
せん。また、ここ数年のデジタル一眼レフカメラやレンズ、スマー
トフォン、パソコンやディスプレイなどの解像度の向上は驚くばか
りです。個人的には、撮影者の見た光景や空気をここまで鮮明に
写し出すことができるのであれば、写真は作者のまなざしや視点
そのものとなるのではないか、作品を鑑賞する上で写真としての
物質感、特殊な撮影技法やエフェクトなどはもはや必要がないの
ではないかと思うくらいです。
このような変化する現状の中で、写真作品や作家にとって新しい
写真の使い方とは何か考えると、使用法というアウトプットの点だ
けで作家を選ぶことに難しさを感じました。作品というとアウト
プットすることに目を向けられがちですが、作品制作においては
どのように認識するかというインプットの方が重要だと思っていま
す。写真だけではありませんが、作品において最も不可欠なこと
は何かと考えると、作家のまなざしというか、物事や世界をどのよ
うに認識しているのかという、個人の認識の仕方やカタチである
ように思います。また、今後の作家や芸術家は作品を制作するこ
とだけでなく、個人の認識がさらに問われるようにも感じていま
す。個人的な解釈なのでズレがあるかもしれませんが、これが私
の「新しい」写真の使用法の考え方です。
この物事の認識は、作品の批評性にもつながります。今回、推薦
したかんのさんは、作家として最も大事な要素を持ち合わせてい

ると感じています。日々の彼女のまなざしや物事の考え方は興味
深く、そして今後もかんのさんの見る世界や社会、日常を観てみ
たいと思います。このような点がかんのさんの特異な点です。

圓井：ありがとうございます。私も金村修さんを推薦しましたの
で、丸田さんにお尋ねしたのと同じ質問に対し私自身が答えたい
と思います。まず、金村さんの活動のどのような点を評価したかと
いえば、バルトが「イメージの修辞学」等で指摘する通り、写真を
「表現」として第三者と相互に意思の伝達可能なものとする際には、
必ず作者と鑑賞者間での知識や経験の共有化を前提としなくて
はならない。もちろん、この知識と経験の共有化には、多分にさ
まざまな思惑の混じった政治的要素が介入する余地があるわけで
す。金村さんはその「見ること」そのものに内包される政治性を常
に意識して、それを写真という領域に限定しつつ、むしろ限定す
ることで「見ること」一般を常に象徴的に批評的に扱ってきている
点です。
また、金村さんの一番特異な点といえば、表面的な特異性は、
多くの写真を扱う作家が被写体やスタイルなどを大幅に変えて
いくのに対して、金村さんのスタイルは、被写体が街、手法が
スナップショット＋モノクロ写真で一貫しているという点が挙げら
れます。しかし、それはあくまでも表面上の一貫性にすぎません。
いわばR・バルトのいう「モード」に対するアンチテーゼです。金
村さんの最も特異な点は、そのような「モード」に対する批評性を
装うだけではなく、「見ること」にかかわる正邪、醜美といった鑑
賞者各自の価値判断の出来そのものを反省させる一貫した態度だ
と考えます。
坂口さんは水津さんの活動のどのような点を評価されたのでしょう
か？もちろん、会場で掲出した推薦文にも推薦理由は書かれてい
るのですが、坂口さんにとって水津さんの一番特異な点はどのよ
うな点なのでしょうか？

坂口：まず、水津さんを選んだ理由ですが、一つは水津さんの日
頃の写真活動が、これまでの様々なグループ展、美術展の企画、
雑誌、webメディアなどで紹介されてきた写真家たちの活動と大
きく異なっており、かつ、未だ適切な形で作品発表をしたり紹介
されたことがなかったということ。加えて、それが水津さんの写真
作品への無理解・無関心からくるものではなく、ある程度ネット
カルチャーや一時期のweb写真といわれる運動体のようなものを
理解した上であれば、水津さんの写真群は表層的なものではなく、

十分な奥行きを持った写真作品の新たな一形態として見ることが
できることです。
水津さん自身は誰よりも、驚くほどマメに現代美術展や写真展を
巡回しており、広告写真からアングラ作品まで幅広いジャンルの
写真家や写真作品について知見を持っています。実際に、工芸大
のグループ展で展示された各写真作品、その全てに対して最も強
い関心と理解を示したのが他ならぬ水津さんだったように見受け
られました。撮影においても、「年に300日以上は秋葉原にいて
撮影し続ける」という行為はスタンダードな写真家のアプローチの
一つでもあるだけでなく、単なる趣味としての一線を明らかに越
えた「秋葉原を撮り続けることで生きている」といった領域にいる
とも言えます。また、水津さんが工芸大で実際に行った写真展示
壁面は若手美術家が取り組むインスタレーションのように非常に
繊細で、神経質ともいえる緊張感をはらんでいました。
なぜこれまで水津さんの写真行為が紹介されなかったのか。それ
はそもそも誰かにキャッチアップされるような発表形態の制作をし
ていないからです。水津さんは自ら写真展をしたり作品として発
表することに関心がなく、webサイトで写真作品としてまとめるこ
ともしていません。狭義の意味での「とある写真家による、とあ
る写真作品」という体を成していないのは、そもそもそこを目指
していないからです。それぞれの写真は主にブログ記事として使
われ、イベント取材記事であったり、カメラ機材の作例だったり、
レタッチテスト記事であったり、そのための写真として使われてい
るものです。それを狭義の「写真家の写真作品」として見る行為
はある種のファウンドフォトのようなもので、見る側が別視点から
組み直す必要があります。とはいえ、例えブログ記事写真として
見たとしても、ある種の異質さ、強いフェティッシュを十分に感じ、
不思議と目を引き付けるものとなっています。
こういった背景をふまえ、工芸大での展示は、水津さんの特異な
写真活動に着目し、それをどこにも属さない種類の写真家の写真
作品として再編・紹介できる絶好の機会となりました。

丸田：工芸大の作品展では、水津さんの作品をとても興味深く拝
見しました。坂口さんの言われる通り、水津さんの写真を鑑賞で
きる絶好の機会だったと思います。坂口さんが水津さんを推薦す
る理由もとても良くわかりますし、坂口さんの推薦とキュレーショ
ンがあって水津さんの作品が完成していることにも興味を引かれ
ます。写真作品や写真家を目指していない水津さんの写真は、ど
うして人の興味を引き、今おもしろいと思わせるのでしょうか？こ
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の辺りがとても気になります。
作品展で水津さんの写真を観た時に、私の勝手な想像ですが、
例えば水津さんの写真の魅力がわかるキュレーターがいて、日本
以外の美術館などで展覧会を開催したら、水津さんの写真は国際
的なアーティスト（写真家）の作品として成立する、というか世界
には魅力を感じる人が沢山いると思いました。水津さんの作品は、
浮世絵のように日本より他国での評価が高いかもしれませんね。

水津：坂口トモユキさんのお話はとてもわかりやすく的確な分析
です。ありがとうございました。ちょっと追記補足をしておきます。
「例えブログ記事写真として見たとしても、ある種の異質さ、強
いフェティッシュを十分に感じ、不思議と目を引き付けるものと
なっています。」という坂口さんのご指摘、これは結構重要なとこ
ろです。私が写真を世に出す時には、自分の好みとしてある種の
異質さはしっかり出すようにしています。（やり方としては、自分で
観たときに「異質さ」が出てない写真は、つまらないのであらかた
没にするという、極めてシンプルな方法です。）で、その異質さを
ある程度保ったまま、写真をどう世に出していくのかの工夫のひと
つとして、ブログ記事内で「使われている」写真という体をとる…
という手法をとっている部分も、それなりにあります。ただし、そ
れが全てというわけではありません。そういう要素も部分的にある
という程度です。
ここ数年…というかそろそろ10年以上、色々と考えて意識的に
行動していることがひとつあります。それは、写真そのものを観
たがっている人たちは世の中に驚くほど少ないが、写真に何かし
らの理由やきっかけやものごとがあって世に出されている場合だ
と観る人が結構いて、そしてその動機付け次第によって、驚くほ
ど様々な人たちに多種多様な方法で広まって観られるようになる
ということに自覚的になることです。例えば、カメラ系webサイ
ト・個人blogなどの新製品体験レビューの「作例写真」だったり、
instagram（インスタグラム）での話題のスポットのタグ付けなど
が多数された写真の多くは、そういう写真の典型例のひとつです。
もっとも、写真そのものに訴求力がほとんど無い場合は、そうい
う動機付けがあってもまず広まりはしません。
わたしが秋葉原の写真を撮って世に出したり巷で話題の新レンズ
を使って同人誌を作ったりする時に、秋葉原や新レンズのような
わかりやすい要素を含めることで衆目を集める効果は皆目狙って
ないと言ってしまうと、大嘘になります。…むしろ、このような効
果があることも意識して、そこはしっかり利用しつつ、同時に「あ

る種の異質さ、強いフェティッシュ」などがわたし独自の好みとし
て含まれている写真を、そこに結構強引にねじ込んでいるところ
はあるだろうと感じています。
（同時に、坂口さんがわたしの写真に感じる「異質さ」の原因の
ひとつには、わたしの撮影技術の未熟さもあるだろうと思います。
ヒット数を稼ぐblog用などに最適化・純化した写真としては、知
識ノウハウ・機材・撮影技術などの様々な要素が不足している故
に、さまざまな写真などの多くでは定石として消す・省く・あるい
は足して盛るべき要素を消せてない・盛れてないところもあります。
つまり、わたしが写真を選ぶときに、自身の写真の「異質さ」を
意識して活かしているところと、わたしが天然でやらかしている故、
「異質さ」が残ってしまっているところが両方混ざっているだろうと
思います。）
何かしらのわかりやすい要素・記号を混ぜて、作者の好み・専門
知識が強く出た表現行為を行うことは、オタクカルチャーの分野、
特に非商業の分野ではしばしば見られます。自分の記憶から辿っ
ていくと、例えば「やる夫（注 :2ちゃんねる発祥の有名キャラク
ター）で学ぶ〇〇」や、「東方キャラクター（注 :著名な、非商業の
ゲームソフト）が紹介する○○＜驚くほど多様な専門分野が入る」、
「艦娘（ゲーム「艦隊これくしょん」のキャラクター）と行く○○（＜
『聖地巡礼（シンポジウムでも出てきた、ゲーム内に登場する地域
への旅行）スポットの案内』）など　.。
「秋葉原」というオタクに絶大な知名度がある街そのものも、そ
のような活動の例外ではなく、特に飲食分野を中心にやたらと数
多くの関連同人誌（注 :商業流通しない、自主流通の冊子）が出
ています。オタク向けのwebメディアのニュースなどでは「秋葉
原」というキーワードが絡むと数字が稼げるという実績があるので、
様々な話題の記事の冒頭で結構強引に秋葉原に関連づけた記事
が増えているという現象も起こっています。
被写体として撮りつづける地域をどこにするのかを検討していた
10年程度前に、数多くの写真家がしのぎを削って路上撮影して
いる新宿や、かつて地元だった千葉県船橋市などではなく、秋
葉原の街を主要な撮影場所のひとつとして撮り続けることにした
際には、秋葉原の街が被写体として持つとても強い魅力自体のほ
かにも、私が好むテイストの、私が撮影して世に出している写真
のインターネット上・またオフライン環境での拡散を狙い、上記の
ような要素・流れを活用するという思惑が（それが全てではない
にせよ）ある程度あったことは記しておきます。
「自ら写真展をしたり作品として発表することに関心がなく、web

サイトで写真作品としてまとめることもしていません」という坂口さ
んのご指摘についても補足します。まず、今回坂口さんがこのプ
ロジェクトに私を推薦していただき、展示の機会を提供していた
だいたことに深く感謝します。実際に展示を体験しての、率直な
感想ですが…写真展に参加するのには、やはり多大な労力・コ
ストを伴うというのがよくわかりました。（そして、展示が終わった
1年後に振り返ると、さすがにこれほど消耗するものだとは考えて
いなかった当初の自分に「すごく消耗するぞ・あと、少し多めに
お金貯めとけ」と伝えたいです。）世の中の写真展を行ってる写真
家の皆さん、すごいなぁ…と改めて確認させられた次第です。
webサイトで作品としてまとめる…いわゆるポートフォリオ的な
webサイトで写真を作品としてまとめることは行っていません。適
当にそれらしい小綺麗なものを作っておけばいいのかもしれませ
んが…。なにか、そういうポートフォリオ的な場所・造りが似合
うものとは、自分の写真は少し違うのかなぁと感じています。
紙媒体では今はほぼなくなってしまったグラフ誌のような…大き
めに掲載された見栄えのする写真に、小さな文字で数行ほどの
解説文が付随している写真と文章のあり方が結構好きで、自身
のblogではかつて表現としてあった、そういう要素は強く意識し
ています。その一方で、写真が主な人からは、私の写真に付随す
る短い文章・文字が「とても邪魔だ」としばしば指摘されます。

圓井：大変興味深いお話ですね。これまでのお話から水津さん
なりの写真表現についての批評的構図を見ることができます。第
一に、坂口さんが仰るように、狭義の「写真家の写真作品」とい
うものを、ある種社会的に一般化した写真を用いた活動スタイル
であるととらえていること。第二に、展覧会やポートフォリオ的な
webサイトとして写真作品をまとめるということは、第一の「写真
家の写真作品」のスタイルの一部であり、それに対し、ブログと
いう体裁やそこで一般化している写真の使われ方が批評性を持ち
えるととらえているということ。第三に、狭義の「写真家」のスタ
イルを相対　　化するうえでは、ブログという体裁において、さら
に「グラフ誌」的な写真と文章のあり方に可能性を見ているという
こと。この三つのポイントで水津さんは作品を制作されているとい
うことが良くわかりました。

写真表現とSNSとの関わり／ SNSとデータベース

圓井：シンポジウム第2部でパネラーの皆さん（岡本健、坂口トモ

ユキ、調文明）のいずれの報告にも共通していた部分として、写
真を撮影する動機が、撮影者自身の個人的な記録のためという
よりも、むしろ、最初からSNSを通じて他人と写真を共有するこ
とにあるという点が大変印象的でした。そして、かつてであれば
ホームページやブログといった場に自分の撮った写真をアップして
いたのでしょうが、SNSが普及して、ますますリアルタイムにイン
ターネット上に写真をアップする状況になっている。Twitter（ツイッ
ター）はSNSの中でもとりわけこのリアルタイム性が強いのが特徴
かと思います。
ここであらためて写真表現とSNSとの関係について掘り下げて考
えてみたいと思いますが、坂口さん、いかがですか？

坂口：ホームページ、ブログはアーカイブ、データベースを構築す
る、そのデータを増やしていく行為ともいえますが、SNSのリアル
タイム性はそうではありませんね。印刷物でいうと、書籍と雑誌
の違いでしょうか。そのリアルタイム性が新たなゲーム感覚を生ん
でいますね。Twitter（ツイッター）や instagram（インスタグラム）
に旅先であったり、通勤途上であったりその場の写真を投稿し、
時折リプライやいいねのリアクションがあったりするのは、自然と
仮想的な位置ゲームをプレイしているようなものかもしれません。
イングレスやポケモンＧＯのようなアプリとして明確なゲームでは
ありませんが、非常に緩やかな暗黙の「遊び方」があって、その
ルールに従ったプレイをし、スコアを稼いでいるような。そもそも
そういったゲーム性を意図的に意識した位置SNS「Foursquare」

https://ja.foursquare.com/ がありましたが。

圓井：水津さんはあえて写真の発表スタイルとして主にブログを用
いていらっしゃるわけですが、以上の坂口さんのお考えに対して
はいかがお考えですか？秋葉原の写真（作品）は「データベース」
としての写真（作品）なのでしょうか？

水津：以下、「私の体験に限った場合」だという但し書きが必要で
すが…。blogの書き手・ユーザーの側からの意識だと、坂口さん
のこの感覚はわかります。blogは書籍的で、SNS（のリアルタイム性）
には雑誌的な感じがあるというのも、わたしの世代だと納得です。
私がblogに写真を掲載する時には、付随する文章などが検索エ
ンジンなどに適切に参照されるよう、検索対応は結構重視してい
ます。ただ、そのことを圓井さんの質問のように「『データベース』
としての写真」とまで言い切ってしまうほどではありません。

7170



座談会  ｜  第 2部　「一般化したサブカル的文化という場における写真」 座談会  ｜  第 2部　「一般化したサブカル的文化という場における写真」

wikpediaの「データベース」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%
BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9

blogを書き写真を載せる際には、データベースの定義にもある
「しっかりしたルール、分類に基づく体系的なデータベースの構
築」とまでは意識していないので、まだデータベースとして積極
活用できるものになりきっていません。故に、過去の撮影写真な
どを曖昧な記憶から検索する時はblog内検索（googleなど）に
依拠することが多いです。なので、blog掲載写真は「雑な検索タ
グ（自然言語）が付随する、ある程度雑多で整理されきれていな
い jpegアーカイブ」を意識しているとまではいきますが、そこから
「データベースとして使える（検索などによって的確に必要なデー
タを引き出せる）」まで行くにはgoogleなど外部の強力な検索エン
ジンの力を借りているという状態です。
で、ここから先が、坂口さんの考えと少し違うところです。「アー
カイブ、データベースを構築してそのデータを増やしていく行為」
を2017年現在の技術でより強く引き出しやすいのは、むしろ
SNSに投稿された写真のほうかもしれないと、私は考えています。
私が面白いなと感じたのは、坂口さんが前述のように捉えていた
ことです。写真をwebなどに送り出す側の意識と、いま現在の段
階でwebに蓄積されたデータを運用・活用する側（写真を「使用
する」場合）の大きなずれがありそうです。例えば、私が、blog

掲載の写真をアップロードするための倉庫かつ、写真を単体で
提示する所として使っているf lickr（フリッカー：写真を主とした
SNS）では、明確かつわかりやすいタグ付け（データベース化）を
積極的に行っています。写真へのタグ付けは自動・手動問わず行
われ、多くのユーザーが積極的にタグ付けを行っています。

参考例 :筆者（水津）の写真から akihabara タグで検索。
https://www.flickr.com/search/?user_id=22912166%40N00&view_
all=1&text=akihabara&sort=date-posted-desc
写真の一例
https://www.flickr.com/photos/workshop/19891775324/

この傾向は、他の写真など画像を扱うSNSでもしばしば見ら
れ、例えば instagram（インスタグラム）に代表される、写真な
ど画像メディアを媒介にリアルタイムなコミュニケーションを行う
媒体ではしばしば検索や情報共有の為にハッシュタグ付加 （例 

#akihabara #sweet #japan 等） が積極的に用いられます。これは
おそらく、元々は文字情報に比べて検索コストがかかる画像デー
タで、短時間で検索（＆被検索）を俊敏に行う為にユーザーが自
発的に行っていることです。これらの行為はまさしくデータベース
構築の際に行っている分類分けそのものです。

また、SNSで日々投稿される写真の多くが、同時に投稿される
投稿者の日常の情報と関連づけられやすく、アカウントの周辺
情報と適切に関連づけることで付随情報を推測することも可能で
す。blogに比べると個人間の繋がり・やりとりをより重視するSNS

では、関連する複数ユーザーの情報をうまく擦りあわせることで、
写真と付随情報の重要さや精度をより明確に推し量ることもできま
す。（このことは、SNSで個人情報を含む写真を掲載した場合に
ストーカー行為に利用されやすい理由のひとつでもあります。）
もっとも、SNSに使われる写真と付随情報の多くはスマホなどで
短時間に撮影され、そして、大半が一瞬だけ拡散されて、短時
間で忘れ去られていきます。おそらく撮影した本人も忘れているよ
うな写真が沢山あることでしょう。このような写真は「厳選された、
アーカイブ・データベース」のための写真とは言い難いかもしれま
せん。しかしながら、これらの写真は様々な関連情報とセットで
解析・蓄積されていき、それらの写真と付随データが束になり、
その大量のデータを解析していくことでみえてくるものごとがあり
ます。例えば、精度の高いアーカイブやデータベースを補強（下
支え）する為に用いられたり、あるいはアーカイブやデータベース
の古い情報を最新のものに更新するのに役立ったり、時にデータ
ベースの不備を指摘・更新することもあるかもしれません。
ただし、これは、2017年現在のblog・SNSの使われ方とそれに
付随する技術を前提としています。例えば10年前だと、SNSとし
てmixi（ミクシィ）やFacebook（フェイスブック）はありましたが
Twitter（ツイッター）はできたばかりで公式には画像がうまく投稿
出来ず、instagram（インスタグラム）などはまだ存在もしていませ
んでした。Tumblr（タンブラー）はこの3月でちょうど10周年を
迎えます。webを使った製品やサービスの移り変わり・技術革新
はかなり早く、iPhoneが発表されからまだほんの10年です。web

サービスの変化、自動データベース化の技術の進化や大きな変化、
そして新製品の発売などで、ふたたび blog的なwebサービスが
形を変えて興隆してくる流れもあるかもしれませんし、数年後には
写真を使った未知のサービスが登場して情勢をがらりと変化させ
ているかもしれません。
最後に、冒頭に書いた「blogは書籍的で、SNS（のリアルタイム
性）には雑誌的な感じがあるというのも、わたしの世代だと納得
です。」という部分を少し補足しておきます。わたしがblogを始め
た頃は、自身が撮影した写真を文字と共に多くの人に見せるため
のサービスとして、数多くの人がリアルタイム（といってもせいぜ
い当日）に更新できるblogを始めていました。これは、当時これ

以上使い勝手が良いwebサービスが世の中になかったからです。
が、若い世代の人が今から同じようなことを行うとするなら、blog

を今から使うというのはそもそも優先度が低く、まずは instagram

（インスタグラム）やTumblr（タンブラー）やあるいは他の様々な
写真・画像を扱えるSNSサービスを真っ先に使うのではないかな
と思います。

水津：圓井さんへ、補足的なお返事です。「狭義の「写真家の
写真作品」」的な活動に関して。以前、とある写真仲間の友人か
ら「写真展をおこない、写真集を出版したら、その人は世間で
は「写真家」とみなされる（みなされてしまう）」という類いの話を
伺ったことがあります。
ほんの十数年前程度までは、そのいずれも敷居が高い「それなり
の覚悟と、資金力・労力がいる」活動でした。特に写真集を世に
出すことに関しては著名出版社からであれ自費出版であれ多大な
コストが必要でした。しかしながら、その当時は、自分の名前を
しっかりと明示し、自身の写真作品の特性を強く打ちだしつつ公
に広く写真を出すためには他の選択肢が数少なかった故に、結果
「ある程度の労力・コストを覚悟して、写真展をおこない、写真
集を出版する」という選択肢をとらざるをえなかった。そしてそう
いう時代がとても長く続いていたが故に「狭義の「写真家の写真
作品」はそういうものだ」という意識が、未だに世の中には根強い
のではないかなと感じます。（しかしながら、このような捉え方だ
と、例えば「ダゲレオタイプ」を用いて1点ものの銀板写真作品を
作っている新井卓さんのような写真作家は外れてしまいます。）
私個人としては、展示会場にあった数多くの同人誌（自作の写真
冊子）をみてもわかるように、写真を撮ってまとめて、少部数で
すが自分で冊子を作って即売会で頒布することはしばしば行って
います。写真を冊子にまとめることそれ自体を意識的に回避して
いるわけではありません。ただ、私の撮影した写真から特に考え
ずに選んで、写真集という形で書店の店頭に並べるとなると、製
造・流通コストも（私にとっては）少なからぬ金額が必要でしょう。
そして、写真の被写体として写り込んでいる色々なコンテンツのラ
イツ（権利）の問題が絡んできます。「写真の使用法」での展示は
大学での非営利の展示でしたが、専門の弁護士さんへの事前相
談を踏まえた上で「この写真は利用許諾が必要だろう」と私が判
断し、権利を持つ会社への問い合わせをメールなどで行った写真
の半数以上は「問い合わせ返答なし・あるいは使用許諾が降りず
展示使用を断られ」展示ができませんでした。

秋葉原を重点に数年撮り続け、そして今回の展示でのライツ周り
の交渉ではかなり苦労したことを今から振り返ると、もしも私が
写真展やギャラリーでの作品発表（販売）や写真集の出版などを
最重要視する「狭義の「写真家の写真作品」」活動にとても重きを
おく、ある種「計算高い」写真家だったなら、おそらく秋葉原を
被写体に撮ることをここまで長期間続けることはなかっただろうと
思います。
また、もしも秋葉原を撮るとしても、そもそも撮り方・主な被写体
選びなどはガラッと違えて様々な問題事を容易に、もしくは巧妙
に回避できるような手法を探して、それっぽい被写体や撮影手法
をうまく選んでいたかもしれません。しかしそういう「計算高い」
感じがなんとなく見え透いてくるような写真をわたしが撮れたとし
ても、おそらくは、撮った後で写真を選ぶ際のわたしにとっては
「ある種の異質さが、なぜかない」写真になっていた可能性は多々
あるだろうと予想します。
以下、ただの雑談余談なのか、あるいは坂口さんが記した「ある
種の異質さ」の要因なのかわかりませんが、少しエッセイ気味に
書いてみます。
数多く…というか、世界のあらかたの写真撮影者の場合、写真
を撮影する（あるいは撮影しない）際の被写体の選び方や表現の
仕方などは、被写体に付随する様々な情報・状況などに対してと
ても影響されやすいだろうと私は考えています。被写体に付随す
る様々な社会的情報・状況を上手く利用すると、それっぽい場所
に「おすすめの撮影スポット」をさも当たり前のように作りあげるこ
とができたり、明確な規制はないのになぜか写真撮影そのものを
止めるような雰囲気・状況を作り出したり、あるいは有名人やイベ
ント、カフェのパンケーキ等を「なにか撮らされている」感じがあ
るのだけれども、ついつい撮影する・それもクリシェ的に撮影し
てしまう（そしてクリシェ的以上の写真は撮らない）行動を誘発で
きます。特に写真にメッセージや絵文字を付随して即座にシェア・
拡散することが容易で、さらに短時間に反応が返ってくるSNSだ
と、その特性上、このような撮影行動は促されやすいだろうなと
感じます。
もちろん、わたしが写真を撮影する際も、上記のような様々な
社会的情報状況の影響は受けています。（特に、秋葉原の街は、
様々な社会的情報・状況をもった物事やその広告などが大量にあ
ふれかえっています。いわばカメラを構えて歩いていると、そこら
かしこが「なにかしら撮らされやすい」場です。）が、特に、撮っ
た写真をしっかり選ぶ際には、そこを「メタ的」に捉え直していく
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ようには意識しています。

水津：最後です。めんどくさいプロセスを踏みましたが、ようやく
ひとつの下地ができてきたので…。まず、圓井さんの「秋葉原の
写真（作品）は「データベース」としての写真（作品）なのでしょう
か？」というご質問に関しては、そのような意識はある程度あるも
のの、観る人の着眼点や、写真が観られる場や状況によって、い
ろいろとそのあり方が変化するのだろうと思います。
自分が想定しているだろうケースいくつかを記載します。まずは、
私の写真をblog上などではなく、写真単体で観た場合について
です。写り込んでいるオタク的な物事・キャラクターや秋葉原の
街に詳しい人たちが観た場合は、まずはデータベース化されやす
いアイコン・情報が写真のなかに驚くほど詰まっていることに目が
行くのではと思います。私の写真は、もともと他の場所に比べる
と情報量・密度が過剰でそしてオタク寄りに偏っている秋葉原の
街を被写体としています。オタクな人たちが持っている当該情報
に対する知識の質や量、そして幅の広さと網羅性を考えると、彼
らが最初にわたしの写真を観ていくときには、まず馴染みのある
キャラクターや声優タレント商品名や人名などがあたかも「大量の
タグ付けされたデータ」のように目に入ることで、彼らの既知の情
報を再認知していくだろうと思います。（これらの「アイコン」が注
視を促す力はかなり強く、故に写真のなかでは他の事物より比較
的優先的に認知されます。）
一方で、秋葉原には詳しくなかったり、オタク的な物事に興味が
あまりない人が観た時には、「妙に色々賑やかな文字やマンガ的
なものが溢れている光景の写真」として観られることでしょう。上
記のオタク的な物事に詳しい人が持っている情報（予備知識）が
ない人が私の写真を観た場合、オタクの人にとってはアイコンとし
て容易にデータベース化されやすいだろう様々な諸情報はさほど
認知されず、それらのアイコンはいわば「（少し派手だけれど）あり
ふれた、都市風景の一部」のように扱われ、写真からは構図や色
配分などを主に、そして街の人の表情や他の街にもあるものごと
や状態（例えば「自販機」「夜景」）などを観てそのあとでまだ写
真を観続けるのであれば、それ以外の様々なディテール情報を読
み込んでいきます。
次に、これらの私の写真をblogに様々な文章と共に掲載すると
きには、これらの写真を観るひとに付随する文字情報とセットで
「ある種のフィルター」がかけられます。例えば「○○というレンズ
を買って秋葉原で撮影してみた」というblogのタイトルだった場

合、投稿を見に来るレンズ好き（あるいはカメラマニア）からの写
真の観られ方は、他の写真よりも画質を見ていく方向におのずと
偏ります。例えば画の全体のトーンや、レンズのヌケの具合、ディ
テールの出方などに目が行き、当該レンズでこのような写真が撮
れることがわかり、写真そのものについての感想・批評よりも「よ
し、レンズを買おう」という意識が先にくるかもしれません。
あるいは f lickr（フリッカー）やTwitter（ツイッター）、Tumblr

（タンブラー）などで「 akihabara 」とタグ付けされている写真
をタグから検索して観た場合だと、同時に並置される様々な「 

akihabara  」写真を参照しながら、私の写真に favを付けたり、
見飛ばしたり、あるいは人によってはパッと観で他の「 akihabara  

」タグ写真とは違う、ある種の異質さを感じ取るかも知れません。
（タグづけ検索などによる見かたの場合、blogの記事内に置かれ
た写真のような記名性はいったん外されることが多く、また、し
ばしば様々な人々が撮影した類似写真と並置され比較・検証され
る対象として扱われます）
上記の写真体験のうち、自分の印象だと、秋葉原を撮った写真
が比較的「データベース化しやすい・データベース化することが
効果を発揮しやすい」のはblogで掲載する場合やSNSにタグ付
きで掲載している場合、そしてその次にオタクやカメラマニアの人
たちの視点で観る場合です。わたしがblogなどに写真を公開す
る場合には、まずblogや写真をそういう人たちが観て、いろいろ
話題にしたり時に活用したくなるような写真であるようには意識し
ています。そういう観点では、圓井さんからの質問にあるように
「データベース」としての写真の要素がとても強く、私のblogなど
で「使われている」状態での写真として観る場合には、特にその
要素が多分に出ていると察します。
しかしながら、その一方で、秋葉原やオタク関連情報にはさほ
ど詳しくない人がわたしの写真を観た場合の多くの第一印象や、
様々な写真を熟知している人が私の写真を観たときの「ある種の
異質さ、強いフェティッシュを十分に感じ、不思議と目を引き付け
る」場合、あるいは私の写真の好みを知っている人が写真を観て
「カメラ芸人のリズムシフトさんが好きそうな、いつものなにかアレ
な写真」という場合には、「「データベース」としての写真」という
点だけでは適切な説明が付かない、おそらく普遍的なデータベー
スの持つ体系的な構成・収まりからは色々ずれている、ノイズ要
素が様々に観られるのでしょう。
そして、私が写真を撮り選んでいるときの取捨選択を分ける大き
な要素のひとつは、「「データベース」としての写真」それだけでは、

なにか妙な違和感が残り説明が付かない、一定の普遍性がある
体系的な構成からは妙にずれている部分です。そしてその部分こ
そが、特に私が「写真らしい」と感じる重要な要素のひとつです。
日々写真を撮りためて、そして数を集めて溜めて公開しているとい
う点では、blogの更新・写真の公開はアーカイブ的（蓄積的）で
はあります。が、私が撮って公開している写真の特性を考えみる
と、アーカイブをもとに作られるデータベースの一要素として使わ
れる性質をある程度出つつも、別の観方からすると「「データベー
ス」としての写真」からは外れているノイズを蓄積しているともいえ
ます。
今回、坂口さんが私を展示作家のひとりとして選び、そして私が
渡した大量の写真データのなかから坂口さんが数百枚の写真を選
び、そしてその選ばれた写真を、写真そのものとして展示する写
真展会場という特異な場所に移し替えて（坂口さんが「非常に繊
細で、神経質ともいえる緊張感…」と指摘する程度には配置を考
慮して）展示したことで、私の写真が持っていた「「データベース」
としての写真」というだけではない、ある種の異質さ（ノイズ）を
含んでいる点は、例えば私のblog上や、PCやスマホの画面など
同じ写真を観るときよりもより一層強調されたのではないかと思い
ます。

丸田：水津さん、写真や制作について、丁寧に言語化していただ
いてありがとうございます。お話を伺って、水津さんは写真や制
作において明らかな批評性を持ち、ご自身の制作や活動を持続
する最適な手段を選択されていることが伝わります。作品展の写
真からも伝わりましたが、あらためて再確認できました。もし「狭
義の「写真家の写真作品」」を目的としていたら、水津さんの現在
の写真や制作方法は大きく変化しているように思います。おそらく
日常や生活も現在と異なるかもしれませんね。
個人的に水津さんの写真を今おもしろいと感じるのは、このあた
りにあるのだと思います。狭義の意味での「写真家」や「写真作
品」のスタイルにとらわれず、ご自身のしたいことを実現して伝え
るために、その時代の最適な手段を選択する、これは当然でシ
ンプルなようですが、このような写真の使い方はまだまだ少ない
ように見受けられます。私の狭義の解釈では、やはり水津さんは
アーティストだと思います（笑）世間や写真界の認識や評価とは異
なるかもしれませんが。

写真表現のもつ「データベース」性と「ナラティブ」性

圓井：水津さんの制作の留意点をうかがって溜飲が下がりました。
レフ・マノビッチは『ニューメディアの言語』の中で、データの性
格を「データベース」と「ナラティブ」という区分けを用いて二分し
ています。もちろん、この二分法は一方が前景化したりもう一方が
前景化したりというように、時と場合によって切り替わる仮設のも
のであることをマノビッチ自身が念を押しています。写真表現で言
えば、日本の戦後の辛い生活状況を「ナラティブ」に示すことを
目的として組まれた報道写真が、時代を経て、あるいは海外在
住の鑑賞者だった場合などには、そのナラティブな内容とは全く
別の文脈、例えば当時の日本人の容姿や習俗の特徴といった文
化人類学的な文脈に有効な「データベース」としての機能が前景
化する場合もあるという状況でしょう。
水津さんのお話の場合で言えば、秋葉原という場に詳しいオタク
の視点とそうでない人の視点、タグ付けによって水津さんの作品
にたどり着いた人の視点の違いなどがここに当てはまるのではない
でしょうか？しかし、水津さんはそういった複数の視点がありうる
ことを想定していながらも、その視点のどれか一つ（複数の文脈
のどれか一つ）を優先する（序列、優先順位をつける）のではな
く、並列にとらえることによって、どの文脈にもピタリとフィットし
ない妙な異質感を生み出そうとしていらっしゃるのでしょうね。だ
からこそ、水津さんのインスタレーションが「非常に繊細で、神
経質ともいえる緊張感…」を持っていたと坂口さんが評するのも
納得です。鑑賞者によってどの文脈にも回収されないように、水
津さんによって慎重に選別された写真群であり、それこそが水津
さんの作品の特異な点なのでしょうから。

水津：圓井さんの説明、「データベース」と「ナラティブ」という
区分けの例示はわかりやすいですね。私の大学での文系の専攻
は美術系ではなく、もともと民俗学や考現学などの素養がありま
す。（大阪大学で文学部日本学専修に所属し、カルチュラル・スタ
ディーズやジェンダー・セクシャリティスタディーズ等を学びました。）

大阪大学文学部日本学専修HP
ht tps: //www.let .osaka-u.ac. jp/ ja /academics/undergraduate-
course/f-nihongaku

ここでは、数多くの資料写真・作品を「データベース的」に色 と々
読み込むことを習得しました。例えば、わたしが岡本太郎や宮本
常一の写真などを観る時はしばしば「データベース」的な機能にも
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強く目がいきがちですし、この辺りは、美術系の大学・専門学校
などで写真を学ぶ方や多くのアマチュア写真家と少しずれている
ところだと思います。
わたしが写真を出す場合、様々な鑑賞者が、その人の写真の最
初の捉え方・鑑賞後の第一印象で終わるのではなく、そこからさ
らに、写真を観る時の印象や視る場所が行ったり来たりすること
を少なからず期待はしています。（ただし、これは期待なので、そ
の期待が叶えられるかは相手次第、状況次第、ある程度運次
第です。）この、行ったり来たりを行う為には、まずある程度じっ
くり写真を読み込むための時間が必要です。（instagram（インス
タグラム）やFacebook（フェイスブック）などのSNSでは、この
「じっくり写真を読み込むための時間」が極端に少ないです。）今
回の「写真の使用法」展示会場は、ある程度じっくりと時間をか
けて写真を読み込むための場所としてはweb上よりもかなり効果
的だったのではと思います。
それと、ここで付記しておきたいことに、今回の写真展参加を決
定した大きな理由（そして展示参加に際して出した条件のひとつ）
が、「坂口さんが、私の写真からセレクトして、そのセレクトされ
た写真だけを使用する」ということがあります。坂口さんがセレク
トすると写真のセレクトがどうなるのかを、まず、私自身がとても
観てみたかったのです。

坂口：私が「非常に繊細で、神経質ともいえる緊張感…」と評
したのは、水津さんご自身で二、三十点ほどのプリントでしたで
しょうか、緻密な展示作業をされた4面あるうちの一面のことで
す。残りの三面は、私がディレクションしたといえばそうなのです
が、ほぼ壁面幅の大判プリントを貼るのと、大型モニターを設置
するだけの作業でしたので。
水津さんからのレスがすでにありましたが、圓井さんの「ナラティ
ブ」と「データベース」に関するお話は面白く興味深いですね。す
べての写真はその二面性をもち、かつ見る人の立ち位置、時期
によってどちらが前景化するのか変化するものということですよ
ね。また、水津さんご本人が意図的にデータベースだけに徹して
いないこと、記事写真としてのみ撮影しているわけではないこと
も、写真から伝わります。いまはアキバという特定の場所にまつわ
る写真群についての話題ですので、その類推から渡辺克己の夜
の新宿のポートレート、増山たづ子のダム建設で無くなった徳山
村の写真が頭に浮かびました。撮影時点では、作者はどちらかと
いうとデータベースのほうが強いモチベーションだった（歴史に残

したい映像という意味で）のかなと思いますが（根拠ない私の勝
手な想像でしかありません）、2017年の現在において鑑賞する人
は「ナラティブ」に見つめるのではないでしょうか。
そこに今現在との違いはもちろん強烈に写ってはいますが、鑑賞
者はその差異の記録性に着目せず、むしろ前提としての差異は
パススルーして今現在と変わらない現在進行形の物語のようなも
のを見ている気がします。これは元来外国人向けのお土産絵葉
書である横浜写真の面白さもそうかもしれません。世間一般の人
がどのようにフェリーチェ・ベアトや下岡蓮杖の写真に関心を持
つのか分かりませんが、すくなくとも、カメラマンであったり、写
真家であったりすることを生業にしている身からすると、私にとっ
ての横浜写真の魅力は「データベース」の中にある「ナラティブ」
であって写真家やモデルの息遣い、ナマナマしさ、ちょっと笑っ
てしまうようなセッティングのコミカルなところです。そして、しっ
かりと作者の唯一無二の作家性を前面に押し出していること。
60-70年代のアフリカ、マリの写真館写真家マリック・シディベ、
セイドゥ・ケイタもそうなのですが。
ちょっと話題がそれますが、いま話題のアニメ映画「この世界の
片隅に」はまさに「データベース」と「ナラティブ」にまつわる映
画だと思います。この映画は、聖地巡礼要素もたっぷりあるので、
ちょっと触れてもいいかなと思いました。ごく普通に戦時中の日常
物語としてとても感動してしまう映画なのですが、人の心を引き
付けるものに仕上がっている大きな要因は「データベース」性にあ
ります。具体例を挙げると、主人公が幼いころに広島の市街地に
お使いに出るのですが、そこで彼女が歩く道順（今は平和記念公
園となっている元・中島本町）はすべて昔の地図で示すことがで
きて、背景の商店はすべて実在したものであること、その店先に
立っているモブキャラといわれる通行人のような人まで現実に存在
した人たちで、その親戚がTwitter（ツイッター）で言及するという
興味深いことがありました。また、日常の中で度重なる空襲警報
は、すべて何月何日の警報で、その時の天気はどうだったかが再
現されているそうです。

Makuake｜片渕須直監督による『この世界の片隅に』（原作：こうの史代）の
アニメ映画化を応援
https://www.makuake.com/project/konosekai/

丸田：現在のWebサイト、ブログ（掲示板）、SNSなどのインター
ネットを利用したメディアで考えてみると、写真の「データベー
ス」としての要素は増加し、加速しているように感じます。World 

Wide Webのメディアは、公開と同時にアーカイブ（データベース）

となる特異性があり、リアルタイムに公開した写真は同時にアーカ
イブとなりデータベース化されていきます。リアルタイムという特性
により、写真は「ナラティブ」より「データベース」の性質が強くな
るのかもしれません。
また、言い方を変えると、以前の写真の使用法と相対的に見ると、
World Wide Webでは個人的な写真のデータベースが公開され
ている（公開することが可能になってきた）とも言えそうです。こ
れまでの暗室や自宅のパソコンがクラウド化されて、個人の写真
データを公開しながら作品制作や編集、展開などを行うことも増
えてきました。World Wide Webでの写真の使用法においては、
リアルタイム性によって「データベース」の性質が強くなり、「デー
タベース」と「ナラティブ」の切り替わる速度や順序、制作プロセ
スは大きく変化していると言えるのかもしれません。

SNS の写真表現への影響と今後の展望

圓井：写真を見るという行為の重層性を大切にするためには
「じっくり写真を読み込むための時間」が必要という水津さんのご
意見には、私も大変共感します。同じ画像のはずが、何度見ても
新しい発見がある、というところが写真表現の魅力の一つだと私
も思っていますから。
ところで、今後はどうなるのかわかりませんが、少なくとも2010

年代においては、同じく水津さんがご指摘される通り、この「じっ
くり写真を読み込むための時間」が極端に少ない instagram（イン
スタグラム）やFacebook（フェイスブック）などのSNSが、一種の
社会現象のように老若男女を問わず大変流行っています。先ほど
坂口さんはSNSのリアルタイム性が生み出すゲーム感覚をホーム
ページやブログとSNSとの違いとしてご指摘されていますが、こ
こで皆さまに問いたいです。
このSNSのもつリアルタイム性（相対的にじっくりと写真を読み込
むための時間が減少すること）は今後の写真表現にどのように影
響するのでしょうか？何か展望のようなものをお持ちの方はいらっ
しゃいますか？

水津：今後の展望ではないのですが、まず、現状のひとつとして
行きついている、あるいはひとつの行き詰まりを感じさせる状態を
指摘した飯沢耕太郎さんのレビューを紹介します。

東京カメラ部2016写真展：artscapeレビュー｜美術館・アート情報 artscape 
http://artscape.jp/report/review/10125421_1735.html

「…それぞれ撮り方に工夫があるし、技術的なクオリティも当然
高い。「いいね !」がつく写真の条件は見事に揃っている。とはい
え、それらの写真はどれも「どこかで見たことがある」想定内の範
囲に留まっている。逆にいえば「どこかで見たことがある」写真で
なければ、「10枚」に選ばれるわけはない。均質性と平均性と穏
当さこそが、これらのSNS写真を貫く原理であることが、あらた
めてよくわかった。」

この展示は私も観てきて、大枠の印象は飯沢さんと同じです。
Facebook（フェイスブック）の中にある日本最大級の写真撮影者
コミュニティというSNS写真激戦区で選ばれた上位10名の写真
が、様々な写真を見慣れた評論家からするとすべて「「どこかで見
たことがある」想定内の範囲に留まっている」という感想は、私が
これらの写真を渋谷ヒカリエの会場で観た時にも同様の印象でし
た。
ここでさらに追記すると、飯沢耕太郎さんがこのレビューで指摘
されている個々の要素はとても注意深く徹底されていて、そして
その他の要素を感じさせない、それはもう見事なほどにノイズレス
だったことを強く覚えています。展示を観た当時、ここまで諸要
素だけを満たすことを徹底できるのは写真としてすごいなぁと感服
した記憶があります。Facebook（フェイスブック）でいいね !が付
く写真の成り立ち方としては納得はするし、そのような写真の作り
方が明確にわかったのは収穫でしたが、ただそれらの写真が好み
の写真かと問われると…私にとっては「すごくつまらない写真」で
した。

水津：そのほかにいくつか思いついたことを書いておきます。まず
ひとつ考えたのは、写真を「読み込む」ための時間が減少する現
状に適応した補助情報付きの写真の増加です。例えばハッシュタ
グや共感を得やすいテキストなど、写真に付随する補助情報、そ
して（プリクラ的に）写真そのものに書き込む描き文字や絵文字や
スタンプなどの、写真撮影時データにはない、文字・アイコンな
どの補助情報の役割も増えてくるだろうと考えます。
いま、Facebook（フェイスブック）や instagram（インスタグラム）
などの主だったSNS上に写真が投稿される場合、写真に付随す
る文字（あるいは絵文字）情報などが皆無の写真がとても珍しく
なっています。（例外的に、Tumblr（タンブラー）ではそのような
文字無しの写真がしばしば数多く転載されています。）また、閲覧
数がとても多い写真では、しばしば作者の付けた文字情報とは別
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に、閲覧者の様々な感想コメントなどが付随していて、写真を観
るとそれらも目にとまります。拡散回数や「いいね !」回数のカウ
ントなどの表示も、閲覧者にとって重要な情報です。この辺りを、
（おそらく皮肉を込めて）扱った作家のひとりとして、リチャード・
プリンスの作品を紹介します。

RICHARD PRINCE New Portraits : Blum & Poe
http://www.blumandpoe.com/exhibitions/richard-prince?lang=ja?
lang=ja#images

ペインティング作品の元となったSNS写真は、リチャード・プリン
ス氏曰く「利用規約に適切に従った使用法」でキャンバス上に移
され、彼がキャンバスに絵筆で描いた彼自身の創作性の高いコメ
ント・絵文字に付随する形で「援用」されるという体をとります。

違法？合法？他人のインスタ写真を無断使用した作品が約1千万円で落札 
アート界に物議 | Fashionsnap.com
http://www.fashionsnap.com/news/2015-05-28/richard-prince-
instagram/

この作品を、リチャード・プリンス氏曰くの考え方で解釈するとす
れば、キャンバスに転写された、様々な人がSNS上に投稿された
写真はこの創作物の中は従であり、リチャード・プリンス氏が創
作し、キャンバスに絵筆で描いたコメントや絵文字が創作物とし
て主である。それ故に、これは「リチャード・プリンスの作品」と
して成立するということです。これが果たして適切な解釈で、実
際に instagram（インスタグラム）の利用規約上「適切な使われ方」
なのかは定かではありません、今回の作品でも、写真を使われた
側からは少なくないクレームが出ていますし…。
リチャード・プリンスの場合はむしろクレームを受ける、訴えられ
ることで、どんどん名を上げている現代美術アーティストなので、
ここは「また、いい仕事をした」と評価するのが適切かもしれませ
ん。

写真とLaw 第2回 訴えられた写真家 | betweenthebooks
http://betweenthebooks.com/wordpress/2012/09/01/arts-law-2-
richard-prince/
http://betweenthebooks.com/wordpress/2012/09/04/arts-law-2-
richard-prince-2/

次に考えたのは、数多くの写真を使うようになることで「組み合
わせの妙」を出すことが容易になることです。「相対的にじっくりと
（一枚の）写真を読み込むための時間が減少する」というのは、そ
の鑑賞者が日常的に写真を目にする時間そのものが減ることを
意味するわけではありません。むしろ、数多くの写真を短時間
で、しかも写真を観る場所をさほど選ばず、気軽に目にするよう
になっています。

なっています…というよりもむしろ、ここ数年でようやくそのよ
うな行動が可能な周辺環境になってきたというべきかもしれませ
ん。通信速度の向上により、ネット上から大量の写真を一度にダ
ウンロードすることが可能になり、同時に通信端末の側も高機能
化・高精細化・画面サイズの拡大により大量の写真を容易に閲覧
できるようになりました。写真を含むSNSサイトをスマートフォン
や iPadなどで閲覧すると、綺麗にサイズを整えられた大量のサム
ネイルがモバイル端末の1つの画面上に十数枚～数十枚ほどずら
りと並び、それが随時更新されていくという光景が日常になりまし
た。
少し昔の話をします。今から振り返ると驚くべきことなのですが、
およそ15年～ 10年前のインターネット環境（特にモバイル環境）
では、上記のようにサムネイルをふんだんに使って、様々な他人
の写真を観ることはとても困難でした。ローカル（自分のパソコ
ン）で自分の写真のサムネイルを大量に観ることはあっても、ネッ
ト越しに他人の写真のサムネイルを大量に観たり、あるいは複数
の撮影者が混ざった写真のサムネイルを観る環境はとても限られ
ていて、ブロードバンド環境がある場所に置かれた、高性能のパ
ソコン上でしかできませんでした。
私がいわゆる「web写真界隈」の写真を大量に観ていた10年前
の頃は、ようやく固定回線で使い放題のブロードバンド環境が日
常化してきた頃でした。今だとスマホでSNSに気軽にアップロー
ドしたりダウンロードするサイズの写真の更新に、当時は回線が
重い時間帯だと、長くて数分程度かかっていた記憶があります。
また、多くの写真系サイトが「ガラケー」での閲覧にはそもそも対
応していなくて、ネット上で写真を観る時間は主に帰宅した後、自
宅のPCにかじりついて観るというのが日常でした。表示が遅い
webサイトだと、ダウンロード途中の jpeg画像ファイルが上から下
へじわじわ表示されるというのはおそらくこの頃の時代を経験した
方だけしかわからない実感だと思います。
これが2017年現在だと、例えば電車の中での移動中や旅先のカ
フェなどで、instagram（インスタグラム）の写真を大量に観たり、
あるいは時にその場で写真を撮影・スマホで加工して随時更新し
たりすることができます。それも、10年前には考えられなかった
ほどの短時間、しかも大量に簡便にです。大量の写真を短時間
で簡便に加工でき、しかも日常的に扱えるようになると、そのこと
を前提とした写真表現の敷居が低くなり、裾野が広がります。そ
して、大量の写真をセレクト、編集し、組んでいく表現が誰でも
できる（求められる）ようになります。

先日コンビニで購入した『CanCam』の instagram（インスタグラ
ム）特集では、写真単体の仕上がり向上だけではなく、サムネイ
ル画面内に「横3x縦4～」表示のタイル状に表示されている数多
くの写真のトーンを揃えるようにとの記載と、複数の写真をずらり
並べて観た時の見栄え・バランスも観る人に重視されるので、時
には「箸休め」的な写真も挟んでバランスを整えるようにとの記載
がありました。この部分の記述には、とても驚かされた記憶があ
ります。
数多くの写真を並べていくことを考えて、写真を撮影・加工・そ
して編集して提示することは、かつては、写真集を作ったり写真
展を行ったりする限られた写真家や、写真を扱う編集者やデザイ
ナーだけが必要としていたものでした。書店などにあるさまざまな
カメラ・写真の技法書の多くは、1枚の優れた写真を撮り・魅せる
ことを大前提かつ最大の命題としていて、そこに「組写真」の項
目があったとしてもせいぜい3～ 4枚程度の組み方までしか対応
していません。
10枚以上（時に数十枚を超える）写真を、明暗などの調節やフィ
ルターやさらりと見た目を整えて統一感を保ちつつ提示するノウハ
ウは、義務教育などで教わる機会はさほど多くはないでしょうし、
写真を扱う専門家以外はなかなか学ぶ・教わる機会がないものだ
ろうと思います。しかし、写真を扱うSNS上では、多くの優れた
ユーザーの皆さんが、日々ごく日常的にそのような撮影・編集活
動を行い、そしてその成果をリアルタイムでまた多くのユーザーが
観て評価しています。
こういう場所・形態で提示されている写真の多くは、個々の写真
としてはじっくりと写真を読み込むための時間がさほどとられない
写真かもしれません。が、これらの写真を、数多くの写真がひと
つところにまとまった状態で提示される場にあることを大前提と
している写真として考え、そしてそのひとところへのまとまり方が、
属人性やハッシュタグやフォロワーの偏りなどで多層性を帯びて
いることを考慮すると、もしかすると、様々に考察を深めていくと、
より面白い展開があるかもしれません。

丸田：私はSNSなどのアプリケーションは単なる便利で簡単な
手段や道具なのであって、現在の流行に過ぎないと思っていま
す。もうすでにTwitter（ツイッター）やFacebook（フェイスブッ
ク）などは距離を置く人も増えていますね。今、SNSの利用や写
真が流行しているのは、スマートフォンやタブレットとアプリの進
化と普及によって、誰もが容易に個人で情報が発信できるように

なり、簡単に他者と共有できるようなったことが大きな理由ではな
いでしょうか。誰でも容易に情報発信や共有することができるよう
になれば、これまでのように情報を得て選択するだけでなく、自
分で情報を発信することを試みたくなるのは当然です。誰でも容
易に情報の発信や共有をできるようにしたのがスマートフォントや
SNSなどのアプリケーションであり、流行の要因だと思います。
しかし、そこで何をするのか、どのようにSNSやアプリを利用す
るのかは別の話です。現在、SNSの写真の使用法は、情報を伝
えるための便利なツールやイメージの要素が強く、共有すること
が第一の目的である場合が多いですが、このSNSなどの写真と
批評性を提示した写真（作品）では、その目的や使用法は大きく
異なります。批評性を提示する写真の使用法は、SNSの共有と
は真逆にあるのかもしれません。
今後のWorld Wide Webでの写真の使用法は、写真を公開や共
有するアプリやデバイスなどの進化は続き、新たな使い方が開発
されていきますが、共有を目的とする使用法と批評性を提示する
作品の使用法では、さらに差別化が進むのではないでしょうか。
批評性を持つ作家は、どの時代のどのような方法であっても自分
の目的を実現するために最適な方法を探して表現していくのだと
思います。SNSなどの共有を目的とした写真は、今後は動画や加
工された画像などがそれに代わり、静止画である写真は本来の役
割を再確認し、機材の進化と共に写真ならではの特性をさらに研
ぎ澄ませていくように感じます。
写真は、瞬時の静止画（作品）という類を見ない表現方法ですが、
手段や道具が増え利便性が向上することによって、さらにその特
性は誤魔化すことはできず写真の難しさや奥深さは明らかになっ
ています。また、その特性は、撮影者や鑑賞者が写真の認識や
評価を問われることも同時に意味します。このような写真の特性
は、時代や使用法の媒体が変化しても唯一無二の魅力と普遍性
は持ち続けていて、きっとそれは今後も変わらないと私は考えて
います。

圓井：話は尽きないのですが、そろそろ座談会を閉じなければい
けません。写真の今後を考える上での参照点、それをここで強
引にキーワード化するならば、第一に「表象行為の重層性の前景
化」とでも呼べるものが挙げられそうです。それはシンポジウム第
2部の重要な要素でもありました。つまり、「聖地巡礼」という行
為は単なるお気に入りのアニメやゲームの舞台となった場所の現
地確認ではなく、お気に入りのアニメやゲームという「オリジナル」
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の自己吸収による内面化であり、そこで撮影される写真は、内面
化されたオリジナルの再・表象化の行為であり、ある種アニメや
ゲームという「オリジナル」を内面化させ重層的に形作られた巡
礼者自身という「別のオリジナル」を獲得するための儀式でもある
のではないでしょうか。この「別のオリジナル」性を完成させるた
めには、元の「オリジナル」との出会いの場に必要であった第三
者の眼差しへと還元しなくてはならないし、そのためにはSNSへ
のアップが必要である。「痛車」や「アイドル写真」も同様のこと
を適用できそうです。この「表象行為の重層性の前景化」という
キーワードは、坂口さんのデータベース性が前景化されたアニメ映
画「この世界の片隅に」のお話や水津さんのリチャード・プリンス
のお話などにも端的に表れていると思います。
ある作者が単数あるいは多数の「データベース」を基に「ナラティ
ブ」な表象行為をおこなった結果としてある作品が生まれる。こ
れまでであれば、作品を評価する際に、それがいかに「オリジ
ナル」な「ナラティブ」性を持っているかということに比重があ
り、相対的にはその基となった「データベース」やその作品自体
の「データベース」性は表現行為の価値としてはあまり顧みられな
かったと言えるのかもしれません。それがここにきて、表象行為そ
のものにおいても、むしろある作品とその基になった「データベー
ス」との関係性がより一層意識されるようになってきているのかも
しれません。
第二の参照点としては、「一枚の写真の残存性が極端に短くなっ
ている」ということが挙げられそうです。これまでは一枚の写真
が人目に触れる期間（＝残存期間）が比較的長く、それゆえに一
枚一枚を丁寧に選別し、何年もかけて人知れず撮影と編集をくり
返して「ナラティブ」に一つの表象を生み出そうと努力することが
「写真作家」であるためのある種の価値であったのかもしれません。
ところが、インターネットとSNSがより一層一般化していく中では、
たとえSNSに写真をアップしたところで、結局は誰の目にも触れ
られないままに画面の外側に消えていってしまう画像の方がもは
や一般的なのかもしれません。したがって、ハッシュタグやテキス
ト、いいねの数を増やす工夫などは、いかにして写真の残存期間
を増やすかという工夫という側面もあるように思います。
それとは別のあり方として、もはや一枚一枚の写真の残存期間を
長くする工夫をするのではなく、作者自身の存在そのものの残存
期間を長くする工夫（もちろん現実世界ではなくてネット世界に
おいての話ですが）として、ある特定の分野に特化して集中的に
写真やコメントをアップすることや、水津さんが紹介してくださっ

た『CanCam』の写真特集のように、タイル状に表示される写真
群をいかに飽きさせずに見せることができるかというような、写真
そのものの工夫というよりも他者との接点としての場づくりや、イン
ターフェイスそのものの特性を利用した工夫などがより一層一般化
してきているのかも知れません。
従来の作家が持っていた表象行為における時間感覚（何年もかけ
て人知れず努力して一つの表象を生み出すという感覚）と、この
ネット社会におけるごく一般的な表象行為の時間感覚とのギャッ
プはますます大きくなる一方です。こういった新たな局面を「写
真」はすでに迎えている。その中で表現者一人一人に何ができる
のか、あるいは第三者に何をもたらすことができるのか。問いは
問いを生み出しますが、答えは簡単には見つかりそうにありませ
ん。
続きはまた場をあらためて。
ありがとうございました。

Web Collaboration

報告：小林のりお

発端は、15～ 16年前に見知らぬ者同士がネット上で意気投合し
て始めた期間限定のフォト・コラボレーション (高橋明洋、佐藤
淳一、丸田直美、小林のりお) 。ウェブ黎明期の希有な出来事
を、今再び再現してみたらどうなるのか！？ そんな素朴な思いか
ら本企画は始まりました。
題して、Pre Web Collaboration – ULTRA PICNIC – 。
サイトのURL は、http://ultra-p.com/wc/ としました。プレも含
めて、4回の開催となりました。

まずは、Pre Web Collaborationとして、2015年 4月29日 00:00

から2015年5月6日23:59まで、ゲストに若手写真家のオカダ・
キサラさんをお迎えして、本共同研究メンバーの峰昌宏、丸田直
美、小林のりおの4名によって行われました。

次ぎに、第一回 Web Collaborationとして、2015年6月26日（金）
21:00 から 2015年6月28日（日） 20:59までの 3日間、ゲストに
若手写真家の寺崎珠真さんをお迎えして、本共同研究メンバーの
高橋明洋、 圓井義典、丸田直美の4名によって行われました。
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座談会 Web Collaboration を終えて｜第1部

参加者 : 高橋明洋、佐藤淳一、丸田直美、小林のりお

年末のウェブ・コラボが終了して数日が経ちましたが、まずは口火
を切る形でメンバーそれぞれの感想をお願いします。

佐藤：今回、ゲストで参加させていただきました佐藤です。この
4人のメンバーで「CCD」と称してWebコラボレーションをやっ
たのは2000年、2001年、2002年の3回でした。ざっと15年前
ですから、普通の時間感覚で考えても「1.5昔」前のことで、変化
の早いIT分野として考えたらもう100年も前みたいな昔でしょう。
で、やっぱりその間の変化についてはもう、いろいろと考えさせら
れました。ひとつはリアルタイム性の問題。当時は撮った写真を
すぐにネットに上げる、ということがものすごく大変で、それをあ
えてやってみることで何が起きるか？というような実験が面白かっ
た。リアルタイム性がデジタル写真の可能性追求の命題のひとつ
としてあったわけですが、今となっては誰もが普通にやっている
ことです。みんなスマホで撮ってすぐにSNSで見せてしまいます。
考えてみたら、15年前ってまだネットに常時接続ではなかったよ
うな気もしますが。

小林：ですね。モデムで電話料金を気にしながらの接続でしたっ
け。速度も激遅で、小さなサイズの写真データを更にJPGで半分
以下に圧縮してアップしてましたね。ウェブサイトも手作りの時代
で、個人で工夫しなければならなかったので、それはそれなりに
面白かった。コラボのトップページはフレーム四分割。HTMLの
フレームという機能も、今じゃ時代に取り残された空き家みたな
存在ですけど。佐藤さんがおっしゃるように、当時はリアルタイ
ム性がとても新鮮だった。今と比較すれば不自由ではあったもの
の、現像処理や印刷といった手間暇を飛び越えて、個人の自宅か
ら世界に向けて発信出来るというウェブとデジタルカメラが、とて
も魅力的に見えてました。今じゃ、繋がってて当たり前、リアルタ
イムで当たり前の時代となってますが、当然のごとくその反動とし
て、過剰に繋がっていることに対する息苦しさや弊害も出てきて
いるとは思うのですが、この問題は後に置いといて、とりあえず
は15年ぶりのウェブコラボ、僕は僕なりに一所懸命楽しみました。

佐藤：小林さんは楽しむのが上手ですから、逸脱してもカッコい
いですよね。憧れてしまいます。わたしは中途半端に真面目、と
いう一番使いものにならない性格をしているのでよくない。そう
いうわけなので、今回は「リアルタイム禁止」を貫きました。い
や、実はリアルタイム対応・現場でアップの準備はしてあったんで

す。ちょっと前のコンデジにEye-fiカード突っ込んだりして（笑）。
でもやらなかった。リアルタイムやってる時間がなかった。では
いったい48時間、ずっと家にこもって何をやっていたかというと、
2005年から10年分の撮影データを全部、見直してやろうと思っ
て。枚数カウントしたら13万以上あったわけですが、それをほぼ
すべて見直して、その中から今の目で見て気になったものを選ん
で、RAWは今の環境で現像し直して上げていった。あ、原則と
して未公開のやつだけ。バカですねえ（笑）。コラボでわざわざそ
んなことやらんでもいいじゃないですか。でも逆に言うとコラボみ
たいに何か制限のある時間の中じゃないと、10年分を2日で見通
すなんてことしないでしょう。ものすごく疲れて眼も体がボロボロ
になりました。でもひとつ確信が生まれた。自分ではこの10年で
めちゃくちゃに変化しまくってた気がしたのですが、実はほとんど
変化してなかった。悪い意味じゃなくて。芯はブレてないぞ、み
たいな。というわけで、ひとりで勝手にごそごそやっててすいませ
んでした。

小林：佐藤さんは佐藤さんで理性的というか、日付の数字を含め
てカッコ良かったです。というか、四人とも15年前とそんなに変
わってないんだなと思いながら見てました。10年前に遡って全撮
影データを見直すなんて、なかなか出来ないことです。デジタル
の場合は特に撮りっぱなしの放置状態が多くて、個展や写真集
制作の目論見がない限りはハードディスクの何処かに置き去りに
したままですね。僕もリアルタイムとは別に、半年前に撮影した
データを見直してアップしたりしてましたが、RAWから軽くレタッ
チして上げるだけでも、点数が多いので凄く疲れました。終了の
2～ 3時間前にアップした故郷・秋田のシリーズなんですけど、見
返したことで今後の新たなテーマが浮上してきたりしましたね。そ
うした意味で今回のコラボは、それぞれの現在の立ち位置を確認
するための行為だったのかなと思ったりしています。点数のことで
言えば、個展などギャラリーの展示では20～ 30点ほどが普通で
すが、ウェブ上ではある意味制限がない。その辺がウェブで写真
を見せる、見ることの魅力でもあるのかな。

丸田：2015年共同研究プロジェクトのWebコラボは、今回で3回
目（Pre、Vol.1、Vol.3）の参加でしたので、ラスト・ウルトラ・ピ
クニックとして写真は一切撮り溜めず、現在のリアルタイムの撮影
と公開を第一の目的としました。Webコラボの開催前に写真や着
地点を準備しないということは、制作者にとって大変恐いことで

第二回 Web Collaborationは、2015年9月18日（金）21:00から
9月21日（祝月）20:59までの3日間、ゲストに若手写真家4名を
お迎えして (かんのさゆり、高橋ティナ、沼田つよし、三宅章代 ) 

行われました。

最後の第三回 Web Collaborationは、2015年12月30日（水）
00:00から12月31日（木）23:59まで、15年前を偲んで、武蔵野
美術大学デザイン情報学科教授の佐藤淳一さんをゲストにお迎え
し、本共同研究メンバーの高橋明洋、丸田直美、小林のりおの
4名によって行われました。

全ての Web Collaboration が終了後、ウェブ上にて参加者
全員による座談会を開催しました。詳細は、「座談会 Web 

Collaboration を終えて」をご覧下さい。
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すが、48時間という短期間で最後のWebコラボだったので、敢
えてその試みを貫きました。

また、今回のWebコラボVol.3は、共同研究プロジェクトの最後
の企画でもありました。2015年は共同研究プロジェクトへ参加さ
せていだくことにより、写真やアートについてあらためて多く考え
る機会をいただきましたが、今の写真について強く感じることは、
写真は職業になってしまったということです。これは写真だけで
なくアートも同様で、写真やアートが終わったと言われる理由なの
かもしれません。写真やアートの活動が結果的に職業や収入につ
ながることは当然のことであり不可欠だと思うのですが、写真作
品を制作する目的がはじめから職業や経済で、批評性やステート
メント、表現などの不在はもはやアートとは異なるように感じます。
これらに反して、期間限定で消滅するWebコラボは真逆です。
最後のWebコラボでは徹底的に無意味なことをしようと思い、1

泊3日の強行で日本を出ました。

小林：丸田さんの浮遊状態で撮られたような着地点の見えない旅
写真と他のメンバーによる日常的な写真が並列してブラウザ上に
提示されるのが面白かったですね。お互いに何の接点もないので
すが、何処かで呼応し合っているような妙な感覚、接続と切断、
その辺がウェブ・コラボの興味深いところかなと思います。僕の
場合も、コラボは出来るだけリアルタイムに出たとこ勝負で行こう
と決めてまして、始まるまで敢えて何も考えないようにしてました。
ほとんどが、その場の思いつきですね。プレ・コラボで始めたお
風呂の自撮りシリーズも、たまたま女房のカメラが防水だったもん
で、じゃーお風呂で撮ってみようか・・・ということになった。大
昔、造形大で写真を教えてた頃、受講生がお風呂で自撮りをやっ
てたんですね。もっと泡を絡めた方が良いとか、バスクリン使っ
てみればとか、かなりいいかげんな指導してましたけど・・・(笑 )

　その子に対するオマージュでもあるのですね。深瀬昌久さんの
「ブクブク」に対するオマージュだろうと詮索する人もいたようです
が、僕としては深瀬さんの作品はまったく関係なくて、というか僕
は深瀬ファンでもないし、恥ずかしながら今日まで「ブクブク」の
存在を知らなかったんですね。まあー、その程度のもんなんで
す。ただ、今日のセルフィー、自撮りブームに対する批評性は絡
めてますけど。初老の自分がセルフィーをやってみて初めて分か
ることもあるわけで、コラボならではの貴重な体験でした。セル
フィーというのは、撮る側と撮られる側が一緒になってしまうわけ

で、ある意味、撮る・撮られるの緊張関係が崩れ、崩壊するよう
な感じがしました。当然、第三者的なもう一人の自分が出現して
くるのですが、それもまた合わせ鏡の乱反射的世界に取り込まれ
てすぐに回収されてしまう・・・そんな果てしのなさを感じました
ね。この撮る側・撮られる側の緊張関係が緩んだ状態というの
は、セルフィー意外にもいたるところで見られるような気がします。
たとえば、コスプレの世界などでも、撮り手は存在しているのだ
けれど、限りなくセルフィーに近いというか、緊張関係が緩んで
一体化しているような気がします。この辺に関しては、後で皆さん
と議論してみたいですね。ちょっと話が横道にそれました。

高橋：偶然ですが、僕も丸田さんの様に「無意味」なことをやろう
と思いました。初心に帰ってコンデジです。丸田さんとは全く違う
ものを撮っていたのですが、「非情のナンセンス」を心がけてやっ
たつもりです。お風呂写真は小林さんに導かれてやってしまいまし
たが、やはり小林さんと同じ様に自撮り対する批評性は意識の中
にありました。ナンセンス中のナンセンスでしたね。それとリアル
タイム、今ここにとどまらずどんどん進む感覚がやっぱり楽しい。

小林 : セルフィーに関しての補足です。コラボが始まる直前まで
僕は山梨、長野で撮影をしていたのですが、僕が撮影している
背後から一緒に行った女房がコンデジで僕の姿を撮影するってこ
とをやってまして、現場で撮った作品と一緒にコラボで流してみま
した。これもある種のセルフィーだと思うのですが、撮ってるつも
りが撮られているといった、いわば他者に撮られることによって一
人称的な行為が二人称、三人称といった演劇的空間へ変容して
いくような感じを持ちました。この撮ってるつもりが撮られている
といった現象は、今日の監視社会の中ではもはや一般化している
わけですが、僕の中では撮ることよりもむしろ撮られることとは如
何なることなのかといった新たな問いが沸き起こってきました。撮
る側から写真を考えるのではなくて、撮られる側から写真という
ものを考えてみたらどうなるのか。目の前の目玉焼きは、景色は、
富士山は、桜は、写真をどう思っているのか、どのような作用が
あるのか・・・。たとえば少し前、若手スナップシューターのオカ
ダキサラさんが、Googleマップのストリートビューカメラに写って
ましたとツイートしてましたが、あのスナップの名手でさえ知らな
い間に被写体として登場してしまう、まさに演劇的状況の中に写
真はあるんだなと思うわけです。で、その演劇性を加速させたの
がインターネットであり、デジタルカメラであることは確かだと思う

のです。演劇といえば、昨年の年末に行われた大嶋浩さんの「髭
を生やしたモナリザ」では、劇中でほとんど何事も起こらない、
起こさないといった非常にフラットな印象の舞台でしたが、非日
常的体験を期待して出かけてゆく我々観客と演じる側の役者の立
場が逆転してしまうような奇妙な感じを受けました。

佐藤：まずコラボは無意味を目指す、という問題です。無意味な
ことをやるにしても、結局はすぐに「無意味という意味」をメタレ
ベルで付与されてしまうので、意味を浮上させるためにがんばる
のとあまり大きな違いはないような気もしますね。しかしもちろん
「無意味を目指して突っ走る」みたいな、行為そのものの魅力はあ
ります。丸田さんがどこ行っちゃうのかわからないという、スリリ
ングな展開はこれはやっぱりリアルタイムな行為アートならではの
魅力でしょうし。高橋さんにしても、もう冷蔵庫の底をついとるだ
ろう！その先にまだ出てくるものは一体、何なのか！？というのも
これまたひとつのスリルとして、撮影行為の原動力となっていた。
リアルタイムで鑑賞者という他者を時間的に拘束することの理由
みたいなものがそこにはあります。でも自分としてはこれはやらん
だろうなあ、と思ってました。無意味であることをしっかり受け止
めてもらうためには、事前にコンテクストが伝わってなければいけ
ないと思ってしまって。それを担保する作家性、という構造のとこ
ろに大きな懐疑があるもんだから、もうそこで止まります。要する
に、無意味をやってかっこいい人とそうでもない人がいるわけで
す。わたしはやっぱり後者なんですよね。コンテクストに依拠せず
に無意味のやれる人ってのはやっぱり、すごいと思います。
次にセルフィー問題ですが、これもわたしは今うまくコミットでき
そうにないんです。写真を撮る自分、というものをどこか問題にし
たくない、というところがあります。もちろんそんなこと言ったっ
ておまえは実際、主体として写真を撮ってるだろう、いくら隠し
たところでそれすらイメージ化できるのだぞ、と言われたその通り
なのですが、なぜかそのこと自体を問題にしたくなくて逃げてい
る。まだカメラというものが望遠鏡や顕微鏡としてあった、古き良
き牧歌的な時代にしがみついているのかもしれません。でも、こ
ういうことを言っている人って一旦タガが外れると反対方向へ大き
く飛ぶことがあるんですよね。何年か後にはとんでもないセルフ
コスプレ写真とかやりまくっているかもしれない自分、というのも
実はちょっと感じます。そうなったらすごいことになりますよきっと
（笑）。自分のこうありたいと思う姿を完璧に残せないのだったら、
ありのままは残したくない、みたいな。１か０か的な判断だと、

今はゼロになってます。

小林：佐藤さんがおっしゃるように、無意味を目指しても結局はす
ぐに「無意味という意味」をメタレベルで付与され、虚無の中に
回収されてしまうことは確かです。その点を考えると僕の場合は、
条件付きでの無意味性が強いような気がしています。というのは、
ウェブ・コラボであっても、僕はどうしても写真の背景を考えてし
まうのですね。これまで辿ってきた写真の歴史的事柄を背景にし
て、そこに無意味をぶつけて行くことになる。どうしてかというと、
僕はフィルム時代から継続して写真家として写真表現に携わって
きているからです。必然的に過去の自分、過去の作品、過去の
歴史との距離を計測しながらコラボと関わることになります。この
距離感というのは、参加メンバーの立場で大きく異なっているよう
に思います。その違いが、作品のテイストの違いとなって出てくる
ところがコラボの面白いところですね。

セルフィーに関しては、その昔のセルフポートレートが自撮りとな
り、セルフィーとなって一般化した現象の背景には、ネット、携
帯、SNS、デジカメといったデジタル・システムの普及があること
は確かですが、大学の学生レベルで考えても、毎年、セルフポー
トレート作品が必ずといっていいほど出てきます。学生に動機を
聞いてみると、人と関わるのが苦手だからとか、自分以外のこと
に関心が持てないとか、気兼ねなく撮れるからとか、かぎりなく
没社会的なんですね。この他者の不在的状況に僕などは危機感
を持つのですが、佐藤さんが教えておられるデザイン情報学科で
は、この辺に関してはどうなんですか ?

佐藤：デザイン情報学科の場合、モチーフから想定クライアント
まですべてが自分、という自己完結型のアウトプットは認めないで
すね。写真に限らず自分自身をネタにする作品もないわけではな
いのですが、それであっても、あくまで他者に及ぼす効果を想定
し、セルフプロデュースというような形で客体化する。つまり一度
は自分を突き放す段階を必ず経てもらいます。それで狙った効果
がどれだけ達成されたかどうか、何らかの形で検証することまで
考え、結果は次のプロジェクトにフィードバックする、みたいな情
報生成のサーキットを重視しますね。デザイン科という場であえて
写真をやるってのはそういうことであろう、と。だからなのか、学
生たちの出してくる作品が没社会的で困る、という状況にはなっ
ていないみたいで。いやいや、実は表面に浮上して見えていない

8584



座談会  We b  C o l l a b o r a t i o n  を終えて  ｜  第 1部 座談会  We b  C o l l a b o r a t i o n  を終えて  ｜  第 1部

だけかもしれないなあ。

小林 : セルフィーやその周辺に関して、高橋さんが教えておられ
る写真専門学校ではいかがですか ?

高橋：ファイン系の学生ほとんどが女子で、当初は写真に社会と
の関係性が見え隠れしている学生も対社会や人との関わりに苦し
くなるなってくると、「日常を日常としてそのまま肯定」することの
できるガーリィーフォト的なものに逃げ込む傾向があります。「駆け
込み寺としてのガーリィーフォト」僕はそう思ってます。小林さんが
よく言う「過去に評価のあった写真をなぞる」行為ですね。
写真に付されるテキストも日記的でポエティックなテキストです。
「日常を日常としてそのまま肯定」する写真をどんどん突き詰めて
ゆくと、どんどん自己表現／自己完結に陥って行きます。僕として
は、ガーリィーフォト的なテイストの写真でも、何かしらそれを超
えた何かを持つ作品、そういうものを目指して欲しいと思うので
すが、なかなかそうは行きません。

小林：90年代初頭のガーリーフォトが未だに生き残っているわけ
ですね。おそらく、そうしたガーリー系の写真とセットになって
いるのは「フィルム」ですよね。写真を始めて間もない若い人たち
が、短絡的にフィルムという過去の遺産に頼ってしまう傾向は、
ムサビでも顕著です。「お守りとしてのフィルム」と「駆け込み寺と
してのガーリィーフォト」なんですね。問題は高橋さんがおっしゃ
るように、その先なんですけれども、なかなかね。

佐藤さんの「一度は自分を突き放す段階を必ず経てもらいます」
は、納得です。しかしながら、若い人たちにとって状況的には、
自分を突き放して見ることがなかなか出来にくい世の中になって
いるのかなと察します。外に開いているようでいて実は閉じてい
る合わせ鏡のような世界の中で、今の若い人たちはもがいている
ような気がします。携帯を覗きながら歩く若い人たちを見ている
と、携帯が手鏡のように思えてきます。携帯に見えるもの、映る
もの・・・それは正体不明の自分自身なんじゃないのかな。

丸田：少し戻りますが、私の「無意味なことをしよう」とは、現在
の写真として評価されないことをしようという意味合いで使用した
ので、無意味ではなく意味がありました。ひねくれ者です（笑）
小林さんの言われる「条件付きでの無意味性」というのはとても

良く理解できます。それぞれの中にはコンテクスト（感覚的かもし
れませんが）があり、それぞれの距離感と世界がありますね。今
回の私のWebコラボは、写真に関わる背景に対して無意味をぶつ
けるという作業だったのかもしれません。

セルフィーについては、小林さんの「撮る側から写真を考えるの
ではなくて、撮られる側から写真というものを考えてみたらどうな
るのか。」というのは考えたことがありませんでした。これは自撮
りしてみないと解らないかもしれませんね。ただ、私は自分に興
味がないですし、あえて自分を見たいと思わないので、というか
逆に、自分が消えるために制作活動をしているところがあるので、
セルフィーとは真逆です。でも、こんな私も20代の頃を振り返る
と、制作活動で自分と向き合うこともありました。そこで試行錯
誤して気が付くのは、自分には何もない（自分からは何も出てこな
い）ということです。空っぽになってはじめてはじまりますね。若
い方のセルフィー作品は、誰にでもある通過点なのかもしれませ
ん。

でも、セルフィーとは、作品制作とは別世界の誰でも利用できる
もっと平和的な日常のイメージです。まさにピクニックのイメージ
ですね。

小林：平和すぎるウルトラピクニックな世界ですね。海の向こうで
戦争が始まるっちゅうのに。

丸田：次にWebコラボ座談会の後半第2部として、2015年に4

回開催した他のWebコラボ参加者の方にも公開座談会へ参加し
ていただく予定です。その前に、本座談会の首題でもあるWebサ
イト（World Wide Web）やインターネットという場における写真の
使用法について、小林さん、高橋さん、佐藤さんは、現在どのよ
うに認識されているでしょうか。写真作品を制作する上で、Web

サイトにおいて作品を公開することや他の場との違いなどについ
て、今あらためて思うことがありましたら是非教えてください。

小林：僕の場合は、1997年にウェブで写真を発表し始めたので
すが、使用法としては最初からアーカイブ的に過去の作品をプレ
ゼンする場としてウェブを使用するのではなく、「今・ここ」といっ
た即時性を活かした、いわば表現の場としてウェブを活用して行
こうと考えていました。即時性となると当然、デジタルカメラが必

要になってくるわけで、当時の低画素のデジカメを使って不自由
ながらも毎日のように撮ってはアップロードを繰り返していました。
その過程において「Digital Kitchen」シリーズが生まれてきたの
です。

ウェブは、ギャラリー展示と違って誰が見ているのか分からない
し、もしかしたら誰も見ないかも知れないといった心許ない気持
ちにもなるのですが、観客は二の次であって、自分で自分の作
品を確かめる、いわば確認行為、実験の場として捉えていまし
た。大海原に手紙を詰めたボトルを流すような行為ですね。誰も
拾わないかも知れないし、誰かが拾って返事をくれるかも知れな
い・・・。当時はまだ SNS は無かった時代ですから、スリリン
グな面白さがありました。実際、ロシアのディレクターから突然
メールをもらって、後にモスクワで Digital Kitchen の個展を開
催しています。佐藤さんや高橋さんともウェブで知り合ったし、新
しい出会いの場でもあったのですね。そうした出来事も今となっ
ては、遠い昔のことのように思えてしまいますが・・・。

佐藤：小林さんにならって遠い昔話をさせてもらうと、わたしが
はじめてデジタルカメラを買ったのがまさにその1997年のことで、
QV-10というおもちゃみたいなやつでしたが、当時貧乏だったの
でそれを中古で買ってごそごそいじってました。すでにその2年前
からウェブサイトは公開してましたが、QV-10を買うまではデジタ
ルカメラがなかったので、スキャナでモノクロ銀塩プリントを読み
込んで上げてましたね。あ、そうだ、Nikonのフィルムスキャナ
を無理して買ったからお金がなかったんだった。それで1998年か
らQV-10で「日付」を毎日撮るプロジェクトをはじめたりするので
すが、これは飽きっぽいわたしとしては珍しく10年以上続いて、
2009年までやってました。小林さんのようにウェブは実験の場で
あると割り切って戦略的にサイトを始めたわけでもなく、実験もす
るわ、過去のフィルム時代の作品も出すわで、かなりテキトーに、
いろいろ試していました、わたしの場合。

「Webサイトにおいて作品を公開すること」で何か思うことがある
としたら、2016年の今になってみると、もう完全にウェブで出す
方がメインになっているなあ、といういことでしょうか。紙にプリ
ントしてギャラリーで展示するというのが何かとっても特殊な行為
に思えてしまいます。もちろんそれをやりたくないとかやる意味は
ない、とか言うつもりないないのだけど、何と言うか、たとえば初

詣でもお通夜でも何でもいいんですが、そういう儀式みたいな行
為のように思えてしまうんです。ウェブで日々写真出したって何の
業績にもなりませんが、ギャラリーでやればそれは実績としてカウ
ントされる、という構造はいったい何なのか。それを考えるとギャ
ラリー展示をする意義がしぼんでいきます。でも写真家を名乗る
以上は儀式をサボり続けるわけにもいかない。だからまたそろそ
ろギャラリー展示やらんといかんなあ、とか思ってしまって。かつ
て00年代の前半ぐらいでしょうか、ウェブで公開しながら作って、
まとまったらプリントしてギャラリーで展示、というサイクルができ
たように思うのですが、今ではそれも過去の手法のように感じま
す。

小林：昔話じゃなくて今の話をします。昔と違ってウェブ、イン
ターネットと少し距離を置くようになったかな。SNS は、繋がり
が面倒くさいので、タイムラインが流れてこないFacebookページ
の方を掲示板代わりに使ってます。ツイッターも面倒くさいので個
人的には使っていません。映像学科の写真コースの宣伝として、
フォト子アカウントで定期的に情報を流してる程度。情報化社会
の中で翻弄されることが嫌なので、携帯電話も持ったことがない
し、メールは自宅のディスクトップパソコンで朝夕に確認する程度
です。まあー、それで充分というか不自由を感じたことはありませ
んね。なので、家を出ると行方不明者です。積極的に情報を遮
断するということも、一方ではありかなと考えています。

写真の発表に関しては、僕も佐藤さんと同じくギャラリー展示か
らしばらくの間遠ざかっていますね。理由も佐藤さんとまったく一
緒で、「ギャラリーでやればそれは実績としてカウントされる」のだ
けれど、それに対する義務感のようなものが面倒くさく思えてきた
というか、必然性を感じなくなってきたということですね。ギャラ
リーでの展示を止めたということでは決してないのですが、かつて
のように魅力的な場ではなくなったということかな。一方では美術
市場を意識して、ギャラリーでプリントを売ることに熱心な人たち
もいますけれど、僕はまったく関心がありません。たぶん、佐藤
さんも高橋さんも同様だと思いますが・・・。とは言え、作品も
だいぶ貯まっていますので、そろそろ個展かなとは考えています。
年をとったせいか、急がず焦らずじっくりと写真と向き合うように
なりましたね。

高橋：僕は小林さんや佐藤さんのサイトを見て写真サイトを始めた
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のですが、小林さんや佐藤さんのサイトは日々動きがあって、覗
きに行くと必ず更新されているというのが面白くて、毎日見てまし
たね。それで、僕もこれやってみようと思った。僕は考えるより前
に手が動いちゃうタイプなので、いろいろ理解して始めた訳では
なかった。

日々更新型の写真サイトをやっているうちに思ったのは、これは
最小単位の個展だなということ。日々撮影してその日のうちにセレ
クトしサイトにアップロードする。それが次の撮影に繋がる。これ
を繰り返すうちに自分が何に興味を持ち何をやりたいのか？とい
うようなことが、自ずと見えて来る。

ギャラリー展示に関しては、何者でもない自分に苛立つことがあっ
て、そんな時、「どっか～んとやってやる。パーティだってやってや
る」って思うのですが、今回個展の準備をしていて、パーティー
をやろうとしているのか個展をやろうとしているのか、しばしば訳
が分からなくなることがあり、もう人の評価気にせずコツコツ自分
のできることをやればいいのかな～と思ったりしてます。

今回の個展では「迷惑サイズの (O)ZINE」を販売するのですが、
これはパッケージから何から全部手作りで、原価割れも甚だしい
値段で販売します。でもいいんです。作品を理解してくれて迷惑
なサイズでも欲しいという人の手に渡れば！。

小林：高橋さん、腰の方は大丈夫ですか !? お大事になさってくだ
さい。ギャラリー展示に関して言えば、写真家を目指す若い人た
ちには、どんどん経験して欲しいですね。というか、若い頃の野
心は絶対必要だと思います。ギャラリーもネットも、貪欲に挑戦し
て欲しいと思います。

丸田：私がWebサイトをつくりはじめ、はじめて「CRT」という
Webコラボレーションを目撃したのは1999年頃でした。小林さ
んの言われるように、その頃の皆さんのWebサイトは単に伝える
手段として過去の写真や作品を公開するだけではなく、Webサイ
トそのものを表現の場として毎日写真をアップし、リアルタイムで
様々な試みが行われているのは、とても衝撃でした。その頃、私
は学生を終えて自分で制作活動を継続する方法を模索していまし
たが、インターネットが普及していない頃に作品を公開できる手段
は、テレビ、ラジオ、新聞、印刷物、ギャラリーなどだけで、個

人で継続的に発信できる手段は皆無でしたから、World Wide 

Webの新たな世界とWebサイトは自由でとても斬新でした。特
に、Webコラボレーションは写真やリアルタイム性だけでなく、
HTMLフレームで組まれたWebサイトは、当時の技術を最大限
に利用して表現空間と手段も自らつくってしまったことは本当に凄
いことでした。15年以上経過した今でもそう思います。

佐藤さんと小林さんの「Webサイトにおいて作品を公開すること」
やギャラリーでの展示についてのお話は、現実的でとても良くわ
かります。写真家の小林さんと佐藤さんが現在同じように認識さ
れているのは、あらためて貴重なお話でした。佐藤さんの「2016

年の今になってみると、もう完全にウェブで出す方がメインになっ
ているなあ、といういことでしょうか。紙にプリントしてギャラリー
で展示するというのが何かとっても特殊な行為に思えてしまいま
す。」というお話も共感です。

私は、近年のデジタル写真の高画質や高解像度をディスプレイで
見ると、もう写真を物質化する必要はないのではないか、と思う
ことがあります。デジタルカメラが人の目よりも精密かつ鮮明に写
真を写すことができるようになり、カメラやディスプレイの解像度
が向上すると、データとしてディスプレイで見る写真が無理なく一
番美しいですし、高解像度の写真はさらに作者のまなざしに近く
なったように感じます。デジタル写真がこんなに鮮明に現実を捉
えるなら、もう写真にはエフェクトや雰囲気、物質性などの余計
なものは逆に邪魔なのではないかと思うくらいです。

特に強く感じたのは、2015年に小林さんの新たなWebサイト
（http://norio.tokyo/）を拝見した時です。新たな作品はフル画面
で写真がスライドショー表示され、小林さんの研ぎ澄まされたま
なざしと撮影技術によって、余計なものをすべて取り除いた直球
の写真はものすごい切れ味でした。こんなに精密で明快な写真
作品をWebサイトで見せることができるのなら、もうこれで十分な
のではないか、作品は成立しているのではないか、と思いました。
15年以上経過しても、Webサイトの写真や作品についての評価や
反応はなかなか難しいですが、小林さんの新たな写真表現方法
から写真の未来を少し観せてもらったような気がします。

高橋さんの「どっか～んとやってやる。パーティだってやってやる」
という気持ちもとても良くわかりますし、「今回、個展の準備して

いてパーティやろうとしてるか個展やろうとしてるのか？」というの
も制作活動を行う多くの人が気が付いていることかもしれません。
それでも、もうすぐはじまる高橋さんの個展は、個人的にとても
楽しみです。数年間コツコツと制作された作品の展示（ディスプレ
イよりも大きなサイズで）をずっと観てみたいと思ってました。「迷
惑サイズの (O)ZINE」も期待大ですね。

佐藤：高橋さんの腰痛が長引いてるのが心配ですね。写真やって
る人は必ず腰を悪くしますもんね。わたしも2、3年前にかなりひ
どい状態まで行って、一脚を杖代わりにして歩いてました。それ
でも500ミリとか持って撮影行くからなかなか治りませんで。
さて、丸田さんの、「もうこれで十分なのではないか」という発言
ではっとしたのですが、たしかに、今まで写真と言われてきた「イ
メージ」をわざわざ物質化せずとも、十分な説得力が発現する段
階にもう入っていた。何を今さらあたりまえなこと言ってるんだ、っ
て言われそうですが。15年ぐらい前のこと、CRTとかCCDとか
の活動をしていた頃ですが、「ネットが常時接続になったら状況は
変わる」とか予言していたのですが、とっくにそんな段階は通過し
てしまってて、今は表示デバイスのクオリティ、解像度による別の
状況の変化が訪れていた、ということなんだなあ、と。4Kモニタ
とか、Retinaディスプレイとか、そういうものが普及した段階で、
紙に出すことの卓越性は決定的に消滅した、ということなんだ。
そうなるともはや紙のプリントは嗜好品という役割になってしまい、
ギャラリー展示は儀式（高橋さんに言わせると、パーティ）になっ
てしまう。あんまり考えないようにしてましたが、そういう時代に
いることが、いよいよ誰の目にも明らかになりました。

小林 : 家の前の雪かきしてました。今日はスキーに行くはずが、
高速道ストップで断念。懲りずに明日行きます。皆さんの中で
は一番ジジイですが、腰は今のところ大丈夫です。ギャラリー展
示は儀式って感覚、分かります。お葬式みたいなもんなのかな。
今、ムサビでは卒展をやってますけど、あちこち巡り歩いて、「ご
愁傷様です。これでお別れだね」って気持ちになる。次へのステッ
プのための儀式。とすれば、ギャラリーや美術館はセレモニー
ホールってことになるのかな。

長い間、写真は紙という支持体に依存してきたわけですが、今
やモニターで見ることが当たり前になった現状を考えると、硬貨や
紙幣のあり方に似ているなと思ったりします。僕らは、日常的に電

子的なやり取りだけで買い物をすることが多くなっています。硬貨
や紙幣といった実体的な貨幣を持たなくても、買い物が済んでし
まう。おそらく未来的には、硬貨や紙幣は必要なくなるのではな
いでしょうか。お金という概念が金属や紙といった支持体を必要
としたのでしょうが、それが電子に置き換わりつつあるのかなと。
すいません、ホンの思いつきの発言です。

丸田：確かに、佐藤さんが言われるように『そうなるともはや紙の
プリントは嗜好品という役割になってしまい、ギャラリー展示は儀
式になってしまう。』ということなのかもしれませんね。ただ、小
林さんの硬貨や紙幣の例と同じで、電子書籍が登場した時も紙
の本は無くなると言われましたが、今は共存していて物質的な本
は新たな役割になりました。写真も同様かもしれません。

以前から、フィルム写真のプリント画質（解像度）はデジタル写真
には敵わないと言われてきましたけど、もうどちらの写真も人の目
を超えるくらいの解像度を得てディスプレイやプリンターなどの周
辺機器も進化したので、多様にプリントもできるし、ディスプレイ
で充分に写真そのものを鑑賞・評価することはできる、ということ
だと思います。これはある意味、これまでの仕来りや儀式から開
放されて自由になるということですが、同時に写真作品の公開も
写真の鑑賞・評価もさらに個人性が問われるということですね。

佐藤淳一

1963年宮城県生まれ、東北大学工学部卒業、武蔵野美術大学デザイ
ン情報学科主任教授、写真家。2008年宮城県芸術選奨受賞。著書
に「恋する水門」、「ドボク・サミット」（共著）、「カワウソ」他がある。
2007年「アートみやぎ2007」宮城県美術館など、1995年より展覧会を
多数開催。テレビ朝日「タモリ倶楽部」、テレビ東京「出没！アド街ック
天国」等に出演。リサーチ・エンタテインメントとしての写真を標榜し、
土木構造物から動物まで、かけ離れた領域を振れ幅も広く行き来してい
る。ウェブサイト http://www.kohan-studio.com/org/
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参加者 : オカダキサラ（Vol.0 Pre 参加）、かんのさゆり（Vol.2 参加）、髙橋ティナ（Vol.2 参加）、

　　　   沼田つよし（Vol.2 参加）、三宅章代（Vol.2 参加）

かんの：こんばんは。Web Collaboration Vol.2と東京での「写
真の使用法」展に参加しましたかんのさゆりと申します。Webコラ
ボレーションへ参加した感想を、とのことですので口火を切らせ
ていただきます。

Webコラボ自体に参加するのは2003年の ｢ニューデジタルエイジ
｣ 展（ロシアでのグループ展）に連動した期間限定ウェブ展以来
になるかと思います。もう10年以上も前のことなので少し気が遠く
なっています。「Webでの展示」は自分のサイトで常設展（？）を
しているような状態と言えますが、「期間限定で複数人が入り乱れ
て写真を更新し合うコラボ」はひとときの祭のようで、予測不能で
しがらみもない場なので無邪気に楽しみました！写真をアップする
前提で撮影に出るとぐっと集中して何でも見ることにもなり、Web

コラボは見ているだけより参加した方がより面白いという感想を持
ちまして、そこもまさに祭のようだと思いました。

三宅：Webコラボは多くの目線が短時間に集まりますから、その
緊張感をうまく自分に取り込めれば、表現が高められる可能性も
ありますよね。自分の為だけにつくる料理より、他者に出す前提
でつくる料理は、きっと前者より何倍かおいしいはずですから。
そんなこんなで、Webコラボは面白いエレメントが詰まっています
ね。今回素直に楽しかったです。

今回この座談会に参加させて頂くことになりましたが、言葉をつく
せばつくすほど、本質から遠ざかる感覚もあります。一言の中にさ
え無数の解釈が存在します。なので、言葉以前に、写真自体に
多くの（若しくは寡黙な）気配が必要かもしれません。ある種の
光や美しさみたいなものも。きっと。
また、見てくださる方の好みやセンス、相性もあります。見てくだ
さる方の想いもやはり無数ですので、やはり表現者が真摯に表現
と向き合うしかありません。言葉がうまくても、表現とうまくマッ
チしていなければそれは残念ですので、こわがりの私は言葉から
なるべく遠ざかっていたいところです。
デッサン一枚にもその人となり、考え方、感じ方が現れますから、
奇を衒わず、本質を追及するには、自分を放棄せず人生を本気で
とことん観て感じて遊ぶとかもしれません。いつか自分の発見し

た道を歩きたいものです。

オカダ：こんにちは！Pre Web Collaborationに参加したオカダ
キサラです！こうして座談会で皆さんと意見を交わせ、また写真
について考える機会をいただけたこと、とても嬉しく思っていま
す。席を用意していただけたのは光栄ではありますが、自分が変
なことを言わないか…恐ろしくもあります…。お手柔らかにお願
いします！（笑）

何からお話すればいいのか悩んでいたところ、かんのさんと三宅
さんが突破口を開いてくださったので、私もウェブコラボの感想か
ら始めます。面白い！参加者全員一致の意見だと思います。私に
とってもワクワクと驚きが止まらない企画でした。
とにかく載せて載せて載せて！の嵐！掲載者はもちろん、観てく
ださってる方も忙しなかったのでは？急かされるからいつものよう
に写真を一枚一枚吟味している時間がなく、どうせ消えるならあ
れもこれも載せちまえ！と締め切り時間が迫ってくるにつれセレク
トのボーダーがゆるゆるになるのを感じました（笑）
かんのさんの言葉をお借りすればまさに祭！最終日なんかは誰
がどの写真をあげてるのかも分からなくなってきました…。「この
写真を誰があげたのか」ということはさして重要じゃなくなり、あ
げた写真も怒涛のタイムラインに流され埋もれていくという救いが
あったから、私はあれだけの自由を得られたのではないかな～と
思っています。
最後には消滅するという条件もヒートアップに繋がったのではない
でしょうか。掲載写真を冷静に見返したら絶対にアチャ～と頭を
抱えることは間違いありませんし、記録としてサイトを残すと言わ
れたら、私は黒歴史の更新を少しでも食い止めようと慎重になっ
てしまったでしょう…（笑）最終地点の予想を描く必要のないこの
企画はとにかく気楽で楽しかったです。

ティナ：比喩の中に、優しさが見えるんです。かんのさんの”祭”、
三宅さんの”料理”、オカダさんの”嵐”、わかりやすく伝えようと
する気持ちが、比喩としてそこにあると思うんです。ある表現を、
別の表現で完全に置き換えることはできない。例えば言葉以外の
表現を言葉にしようとすると、ズレてしまう。置き換えたものは、

座談会 Web Collaboration を終えて｜第 2 部

そのものではないから、そう感じる。残念なことですが、仕方な
い。でも、比喩と同じで、 そのものでなくても、伝えようとするそ
の気持ちに、伝えられる側は敏感になれると、私は思うんです。
表現とはそもそも、そういった、思いやる、思いを馳せ合う部分
があって、成り立つものではないでしょうか。
だから、今回は少しお話をしましょう。わからない時はわからな
いと伝え、自分と違うなら違うと言い、間違えていたら訂正し、
揉めたら歩み寄るように、思いやりながらお話をしましょう。ズレ
が大きくなって、話せなくなったら「言葉にできない」と言葉にす
れば良い。そんな気持ちでやってまいりました。Vol.2参加者の
髙橋ティナです。よろしくお願い致します。
WEBコラボ、私も楽しく参加させていただきました。イベント性
があり、ライブ感が強く、利他的になれ、儚かった印象です。実
は苦しい時間もありましたが、一人ではなかった。だから完走す
ることができました。その苦しかった時間も、自分以外の存在に
救われた経験も含めて、とても面白い三日間でした。

沼田：こんにちは。座談会参加遅くなって申し訳ございませんで
した。Vol.2に参加させていただきました、青森在住の沼田つよし
です。

自分はコラボ開催中の72時間、諸事情で移動を繰り返していた
ためネット環境は iPhoneのみ。Wi-Fi機能付きのカメラとiPhone

を使って、投稿と閲覧をしてました。撮って撮って撮って時々投
稿、閲覧を繰り返していたため、まるで独りキャノンボール？でも
しているかのようでした。
サイトも投稿されるたびにどんどんと過去の写真が下部に流れてい
くさまが、高速道路を移動していた自分には車窓を流れていく風
景を見ているようで、身体的にも視覚的にもシンクロしていて、コ
ラボ終了後はドライブを終えた後のような心地よい疲れに包まれま
した。あの疾走感はとても貴重な経験でした。

ティナ：沼田さんは“キャノンボール”ですか。WEBコラボには
色々な側面がありましたね。写真もそれぞれ、やり方もそれぞれ
で。ネットの中の一つのサイトに写真をアップすることと、時間だ
けが共通項だったかもしれません。

私は「ばらばらに集まれた」と感じたんですよね。空間を超えて、
肉体を置いて、ばらばらの場所からネット上に写真だけが集まっ
て。今だって、言葉だけがここ（ネット上のとあるサイト）に集まっ
ているんですね。ネットは今のところ現実（地上）の延長世界に
すぎません。リアルの一部。あくまでもツールです。けれど距離
を無視できるのは凄いことですよね。質量を無視できると言い換
えても良いのですが。

かんの：髙橋さんがまとめてくださったようにみなさんのWebコラ
ボへの比喩、それぞれ面白いです。お互いの顔もろくに知らない
ままはじまりおわった企画でしたね。跡形もなく消えるという点で
は、Web上の展示も現実の展示も期間を過ぎたら撤収されるわ
けで実は大差がないのかもしれません。青森、仙台、東京…遠
隔地からどんどん写真が更新されるのを見たり自分の撮った写真
をアップする時、身体を捨て去って飛ぶような、それが軽すぎて
心もとないようなそういう感じも少ししました。

ここ10～ 15年の間にネットの世界にも写真をめぐる状況にも激
変と言える変化があったように思います。今回のコラボで関わった
方は年代も様々なので写真に対するスタンスや見てきたものも当
然かなり違うと思います。みなさんそれぞれのいろんな写真の話
を聞けたら、と思います。
みなさんのお話を、と言うからにはまずは自分の話をさせていた
だきますと、私は90年代の終わりから00年代初頭に写真を学ぶ
環境で過ごし銀塩とデジタルの過渡期を体験しています。大学の
2～ 3年の頃デジタルの最初の波が来た気配があり、ネット上に
も個人の写真サイトが少しづつ増えたことを覚えています。まだブ
ログもSNSもありませんでした。暗室作業をしながら一方で小さ
なデジタルカメラと大きなデスクトップで写真を撮ってはネット上に
アップする、ということをしていました。（やっていること自体は今
とあまり変わらないです）暗い部屋と明るい部屋を行ったり来たり
し卒業する頃にはすっかり明るい部屋に入り浸る状態でした。最
近になって母校の暗室はついに無くなったという話を聞き、あぁ
時が本当に過ぎたのだなぁと感じています。（なんだかとりとめな
くてごめんなさい～）
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オカダ：ティナさんとかんのさんがおっしゃるとおり、ネットって質
量と距離を越えますよね。電子データではない実物の写真を世界
中に発表しようと思ったら、それだけ膨大な資金と時間がかかっ
てしまう…。インターネットはそれを解消する、現状ではベストな
方法です。
しかしそのぶんだけ今ネット発表ってどれだけの重きがあるのだろ
うって考えてしまいます。ネットの海に漂う写真、写真、写真…。
世界では一分間に8万回のシャッターが切られているという話を聞
いたことがあります。沼田さんが実践されたように、移動中であっ
ても写真を発信することが可能になった時代です。いやむしろそ
れが求められたから開発された技術なのかもしれません。ネット
が一般に普及され始めた15年前とは比べ物にならないくらいの情
報があふれるようになりました。
（我が家には15年前からネットが装備されていました。私自身も
当時のネット掲示板というものを介して電子回路の向こうの人と交
流をとったりしていたりしてました。なんという贅沢だったのだろ
う、と今だったらわかります。電話料金の半端なさ…！！）

カメラもそうで、昔のように専門機材も知識もいらないから、誰で
も気軽に撮影できるようになっていきました。かくいう私もその技
術にあやかった一人です。正直わたしはフィルム写真の授業をまと
もに受けていません。むしろ「暗室ヤダ～」と逃げまくり強制居残
りを食らっていたくらいです。（小林先生にたいへんお世話になっ
たの、今でも忘れられません…）気づいたら家にデジタルカメラ
がありましたし、フィルムへの感慨というものはあまり持っていな
いというのが…申し訳ないかもしれませんが、本当のところなの
です…（ああ、私のほうこそとりとめがない…すいません…）

小林：しばらく群馬の山奥に籠もってスキー道楽してました。全
身筋肉痛です。若い皆さんの新雪のように眩しく清々しい発言、
今後も楽しみにしています。問題提起など、どんどんよろしくお願
いします。

キサラさんの言うように、簡単お手軽の代名詞のような言われ方
をするデジタル写真ですが、実はフィルム写真だってそんなに高
度な技術を必要とするものではないのです。僕は小学3年生の頃
からフィルム写真をやってたし、ラルティーグ然り・・・。子供に
だって撮れるシンプルさ、それが写真の本質なんですね。デジタ

ル時代になって、ことさらフィルム写真の技術的難易度を強調し
て、だからフィルム写真は崇高なんだとうそぶく先生方が多いの
ですが、信じてはいけません (笑 ) 。写真の難しさにおいてはデ
ジタルもフィルムも関係なくてね、作者の立ち位置や社会に向か
う姿勢であったりとか、フレーミングやシャッターチャンスの問題
であったりとか、その辺が一番重要なんですね。コラボの面白さ
は、それが如実に出てくるところ。ある意味、怖い場所ですね。

三宅：現代人の意識の構造として、難解なもの、新しいもの、大
きいものがかっこよく、重要であるかのように扱われたりもします
が、今一度、社会に勝手に思わされているものごとを見直してみ
たいですね。
当たり前と思っていることは案外そうではなかったり。作品をつく
るって自分と社会を見抜くことでもありますね。

かんの：小林さんのおっしゃる「作者の立ち位置や社会に向かう
姿勢であったりとか、フレーミングやシャッターチャンスの問題で
あったりとか、その辺が一番重要」この部分がデジタルになって
より露わになったのではないかと思っています。でも別にデジタル
以前だって同じだったはずなんだけど…この肝心な部分ほど技術
うんぬんに隠れてブラックボックスに入っていたような気がします。
（いや、今でも依然として入ってる可能性ありますね…）
学生の頃フィルム現像をしながらこれは「去っていくものとのさよ
ならの儀式」と思っていました。そんなに長い付き合いのない自
分のような者でも後ろ髪引かれるような感じがしましたのでこれが
銀塩の作品で作家としてのアイデンティティーを確立している大御
所ともなれば別れるのは容易ではないだろうな、とも感じました。
当然ですがどんな道具を選ぶかは作り手に委ねられているし全員
が別れる必要は全然ないと思います。でも決して時代が戻ること
はない。このことは本当にどうしようもないと思います。時々懐か
しい気持ちで振り返ることはあるとしても。

三宅：ネットとネット以外の場に、もしかしたら私はあまり差を感
じていないかもしれません。ネットだからといって一概に沢山の人
が見ているとも言い切れません。情報はセレクトして見るはずです
し、つまらなければたった一回のクリックで画面を消去できます。
ネットはある意味、辛辣な場にもなり得ます。

場や道具以前に、場に浮上されたものを皆なんだかんだ言っても
見ているのだと感じたりもします。

かんの：三宅さんのご発言の「勝手に思わされているものごとを見
直してみたい」本当に！！自戒を込めてそう思います！フィルムでし
かできないこと、とかデジタルでなければとか、そういうのにもう
んざりしています。全部幻想なのかもしれないって思います。どっ
ちにしろ道具次第でなんでもできるわけではない。話をしたいの
はその先のことなんだ！って思います。

小林：かんのさんの「時々懐かしい気持ちで振り返ることはあると
しても」・・・僕も、若かりし頃お付き合いをさせていただいた女
の子たち (今も元気だったら、おば様たち) をフッと懐かしく振り
返ることがあります (笑 ) 。
フィルムに関しては、不思議なことにまったく、これっぽちも未練
はなかったですね。実にスンナリとデジタルへ移行できました。
自宅に暗室を構えて、オメガの伸ばし機を個人輸入して、日夜プ
リント制作に励んでいた時期もあるのですけどね。
デジタルは確かに、技術以前の問題を顕わにしてくれたと思いま
す。ある意味、ごまかしが効かない。誰もが使うデジタルカメラ
で、誰もが撮れない写真を撮る・・・これが一番難しいことのよ
うに思います。そこから逃げたらダメなんですよ。こんなことを言
う写真教師って、珍しいでしょうね。みんなね、フィルムが、銀
塩が、暗室が、基礎が、大事なんだって当たり前のように言いま
すね。僕なんかはもう、ウンザリしてるんです。暗室のない写真
学校があっていいと本気で思ってます。暗室が嫌いだったキサラ
さんは、逆にラッキーだったんじゃないのかな。当時、担当教師
だった僕は心底そう思います。
とは言うものの、ムサビの映像学科ではまだ暗室、フィルムの授
業も健在だし、フィルム大好きな学生さんも多いので、とりあえず
基礎は大事にしなくちゃねと先生モードのスイッチ ON 。

三宅：いえいえ！デジタルでしか乗り超えられないこともかなり存
在しています！私はムサビで写真ではなくデザインを専攻していま
したので、観点がズレている可能性が、、、すみません。
デザインや絵は自身の内側から懇 と々やってくるものを微細に辿っ
てかたちとして現すことができますが、写真は自身の外側にフォー
カスすることが多いですよね。（たぶん）眼前には皆と同じ風景が

ただただ広がっています。そこから新鮮な何かを見つけることが
時に難しいことが私にはあります。写真は誰にでも写せるもので
すが、誰にでも写ってくれるものではありません。
小林さんのおっしゃるとおりとても難しいですね、写真は。現さ
れたものと自身の内側が時々大きくかけ離れてしまう時があって、
近年写真から遠ざかっていました。表現している自分に陶酔せ
ず、カメラは表現の安易なツールではないということにも気づきな
がら私なりに模索していきたいです。Webコラボが自分を見直す
いいきっかけとなりました。どうもありがとうございました。

小林：三宅さんの「デザインや絵は自身の内側から懇 と々やってく
るものを 微細に辿ってかたちとして現すことができますが、写真
は自身の外側にフォーカスすることが多いですよね」って、その
通りだと思います。三宅さんはご自身の内側を気にされてますが、
僕の場合はあまり内側を気にしません。むしろ内側を越えて行く
ものを写真に求めているような気がします。僕は絵も描きません
し、もちろんデッサンも未経験です。どちらかというと理系の人
間なので、あれこれ考える前に身体が動いてしまいます。理科の
実験みたいなもんかな。音楽で言えばフリージャズみたいに、自
分で押した鍵盤の音に反応して次の音が出てくるみたいな・・・
内側に楽譜があるわけじゃないのです。自身の内側に拘ることを
止めてみると、楽に写真が撮れたりすると思いますよ。僕が美大
で写真を教えることの難しさを痛感するのは、まさにこの点なん
です。どうしても、内側に拘るタイプの人が多いですね。

キサラ：ああ！どんどん座談会展開されていってる…。。ついてい
けるのか…？（笑）
三宅さんのおっしゃるとおりネットのほうが見方が辛辣という意
見、激しく同意です！実際わたしはネットに上がっている写真っ
てよっぽど「おお！？」というのではないと目が惹かれない。それ
は我が身にもふりかかることで、ではどうやったら観てもらえるの
だろうかってすごく考えます。ネット展示は私にとって研究材料み
たいな意味合いが強いです。
小林先生がいつもおっしゃってますが「写真は一秒でいいかどう
かわかる」。ネットなんかだと一秒どころかスクロールしている最中
に普通に画面外に送られていることなんかもありそうです。

私も自分の内側って気にしてません。それよりももっと外に！って
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飛び出したくて仕方ありません。写真のミソって現実をそのまま
切り取れることだと思っています。だから出来上がった写真は私
が観ていた景色以上のものが写り込んでいることが殆どで、自分
の視野って本当に狭いんだな～ていつも痛感させられます。私に
とっての撮影行為は、出会いの驚きと歓びの連続です。不思議な
ことに、撮っているときは私はレンズのつもりになっているのです
が、実際はその景色の一部だったんだなってことに気付かされま
す。ううん…うまく言葉にできません…。

三宅：小林さんのご指摘どおり私は内側に楽譜があると思ってい
ます。きっと一生そう思って生きていくと思います、笑。自我の終
焉を願うばかりです！

小林：キサラさんの「不思議なことに、撮っているときは私はレン
ズのつもりになっているのですが、実際はその景色の一部だった
んだなってことに気付かされます」って、僕にも同様の経験があ
ります。フィルム時代、ランドスケープを撮ってた頃、自分自身が
粒子となって風景の中に溶け込んで行くような感覚がありました
ね。パッシブな態度で風景に身を任せていると、そんな感覚にな
るんです。撮ってるつもりが、撮らされているような妙な感覚です
ね。デジタル時代の現在でも、そんな感じはありますね。
「アクティブな身体性とパッシブな精神性の融合が写真だ」定番
のりお語録ですが、目の前の現実を静かに受け入れてシャッター
を押すことが大事かなと思います。自我、自己、内面への拘りか
ら表現するのもアリだとは思いますが、ラルティーグ少年みたいに
無邪気にポンとシャッターを押せたら最高ですね。
あなたの内なる楽譜で楽器を演奏してみたい・・・。口説き文句
に使えそうだなー (笑 )「内なる楽譜を捨てよ」のりお語録に登録
しましたっ。

かんの：内なる楽譜かぁ…詩的にうつくしいフレーズですね。内
側へ向かうか外側へ向かうか、とても面白いお話です。もしかす
ると一切を自分の手で全部作りあげていく、という精神と真逆の
指向が写真には必要なのかなと思います。ポンと世界に委ねてし
まう気持ちというか…私は今個人的に「コントロール」ということ
が気になっていまして、写真作品でも「自分の内側にあるイメージ
の再現」に向かうかのような加工され演出された写真がとても多
いと感じています。個人的にはコントロールを手放して大きな実験

のような気持ちで世界へ向かっている作品に惹かれています。（わ
たしはデザイン工学部という理系なのか文系なのかおいどっちなん
だ！という学部でした…）写真を撮っていると自分がふっと消えて
しまうような瞬間がありますね。あれはすごく心地いいです。

キサラ：私は高校生は数学と物理と国語ができなかった理系です
た（笑）。
かんのさんのおっしゃるとおり、内的イメージの視覚化あるいは実
現化という目的の手段として写真を使っている作品って増えたな
～て私も感じてます。いや、増えたどころか主流？トレンドです
ね！（笑）
私は実はどっちも好きだったりします（笑）心や精神、または内包
するイメージって抽象的なことなのに、それを写真で表現するっ
ていう矛盾が面白いし、加工をどこで止めるかの見極めもその作
家の力量の一つだと思うと、すごいなぁって感心してしまいます。
気になるのが内的イメージの現実化を写真に求めている場合、そ
のアイディアが尽きてしまったとき、今後どのような写真を撮ってい
くんだろうって疑問に思ってしまいます。いわゆるネタが切れ。ネ
タが切れてしまい創作意欲を大きく削られ制作活動を休止しちゃ
う作家を多く見てるだけに、それが不安です。

三宅：内側の再現と加工などされたイメージ、この二つはどこか
違うように思います。（そもそも、内側の再現なんて出来うるので
しょうか？）シャッターを押した後、皆さんは似たり寄ったりの大
量の写真の中から、「これ！」というものをどうやって選ばれるの
でしょうか？うーむ、言葉はやはりもどかしいものですね。私はこ
れにて失礼しますね。

小林：撮影後のセレクト、重要ですね。何年やってもブレが生じ
て、最後まで迷います。なので、個展の場合は出来るだけ時間を
かけてセレクトします。普段は撮りっぱなしで、そのまま半年とか
1～ 3年くらいは寝かせておきます。当然、何を撮ったか忘れてし
まいますが、忘れた頃に見返すというのが良いみたいです。客観
的に第三者的な眼で見ることができるんです。コラボや Digital 

Kitchen などのネット写真の場合は、撮ってすぐに直感でセレクト
ですね。そこにも当然、第三者的なもう一人の自分がいます。音
楽で言えば、指揮者かな。指揮者はこれまでの写真の歴史、流
れのようなものを踏まえながら、戦略的に指揮棒を振ります。単

なる趣味であれば「楽しく」が判断基準になりますが、作家活動
の場合は発表の場を意識した戦略性が大事だと思います。戦略
性を批評性と置き換えることもできますね。他の皆さんの場合は
いかがですか !?

丸田：三宅さんの「シャッターを押した後、皆さんは似たり寄った
りの大量の写真の中から「これ！」というものをどうやって選ばれ
ますか？」は、大量のデジタル写真が撮影可能な状況で、作品と
して成立する写真についての質問ですね。（大幅に間違ってない
でしょうか？）
三宅さんの「デザインや絵は自身の内側から懇 と々やってくるもの
を微細に辿ってかたちとして現すことができますが、写真は自身
の外側にフォーカスすることが多いですよね。」を例に自分なりの
回答を試みてみると、私はデザインも絵も写真も自分の内側だけ
で作品として成立することは少なく、自分以外の他者や他の対象
（社会や世界なども含め）と自分の距離感が作品につながると思っ
ています。（デザインはコンセプトや目的、クライアントがあって
成立しますし、絵画にも具象であれ抽象であれ必ず被写体となる
対象が存在するはずです。逆に、全く外側からの影響を受けず
に制作する方が難しいですね。）これは批評性にも関わりますが、
作品を選択する要因は、自分の内側ではなく外側との関係性や
その認識の仕方にあるような気がします。

と言っても、これは写真の表現や制作における自分の内側と外
側、内的イメージと外的イメージの話にもつながりますが、この
内側と外側という分類、実は相互に関係して成り立っているので、
外側へ向かうためには自分の内側と向き合うことや自身の認識を
知ることも必要になりますね。内側と外側についての説明はなか
なか難しいですが。

キサラ：おはようございます！雪ふらなくてよかったですね！
セレクトって本当に大変です…。私の場合は街中の人物を撮影し
ているので、当然、セレクトは被写体になった人たちのことを第
一に考えるようにしています。例えば犯罪チックな場面ではない
か、プライバシーを大きく傷つける恐れはないか、個人の身体的
特徴を全面にだしていないか、とか。政治観や宗教観に訴えるよ
うな、もしくはそれに関係するようなものが写っている写真も避け
ます。写真を観た人たちに「この写真は悪意を持って撮影したん

だな」って思われてしまうような写真はどんなに面白い写真でも却
下してお蔵入りです。
小林先生が仰るとおり、どう観られるのか、をよく考えますし、
そこを考えるのが作家の一番の仕事なんだと思います。「面白
い！」「楽しい！」という個人的な感情や興味・好奇心などその
想いが強いからといっていい作品になるとは限らない。見てくだ
さる人の視点があって初めて発表した写真は作品になる、という
のが私の考えです。撮られた人も「こんなふうな瞬間になってる
の！？」と思ってもらえるような写真にしていきたいなぁ～と奮闘し
ています。

ティナ：ああ、スキー良いですね！（遅くてすみません）実は私、
引越しの最中でして。そのためなかなか発言できずです。
かんのさんにおたずねいただいた「自分自身の写真の話」、三宅
さんにおたずねいただいた「セレクトの決め手の話」（質問の捉え
方が違っていたら教えてください）、遅れそうですみませんが、落
ち着いたらお答えさせてください。
一応他にも少しだけ…。ここまで皆さんのお話の流れを聞いてい
て、感じたのは、「ネットという場での写真の総合量と評価の問
題」。それから「写真作品に対する考え方」です。私は「1対1グー
ゴル枚であることの難しさ」、「1対あらゆる人 」々であることの難し
さ、そして「写真とは」のようなことと感じました（グーゴルは10の
100乗、数の単位です）ひとまずお片付け頑張ってきますね！

三宅：外の目線や求められているものというのは、もしかしたら自
分自身の観念がつくっているのかもしれません。決まった答えが
おそらくないからです。
自分自身の観念が時代に添っていれば、大作になり得るのかもし
れません。その絶妙なバランスを知るには、他とコミュニケーショ
ンを取り、世界と遊び本気で生きていくことかもしれませんね。
山と雪と空の世界と遊ぶスキー！いいですね。見習わせて頂きま
す！どうもありがとうございました。

かんの：スキー帰りの方や引越し作業中の方、様々ですね！私は
さっきまで雪かきで根雪と格闘してました。まだ手がプルプルして
おります…。
ここではあらかじめ流れを決めて話しているわけでもなく即興の
場なのでなるべく自由に今現在思っていることを話したいと思いま
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す。それはなんか違うと思うよ！というようなこともどんどん言い
合えたらより面白いと思います。では小さい齟齬はご愛嬌、の精
神で参ります。
三宅さん貴重なお話ありがとうございました！こちらの言葉が足り
ず、そしてヤキモキさせてしまったようですみません…。また気が
向いたら気軽にご参加ください。

セレクトのお話がとても面白いと共に他の方がどうやって写真をセ
レクトしているのか知る機会がほとんどないので貴重です。「何年
やってもブレが生じて、最後まで迷います。」そうなんですね…個
展百戦錬磨の小林さんでも…！展示用は寝かせて選ぶ、ネット
用はすぐあげる…人によって本当に様々なやり方がありますね～。
「個人的な感情や興味・好奇心などその想いが強いからといって
いい作品になるとは限らない」オカダさんのお話にも大いに頷いて
います。思いの強さは写らない…セレクトにはクールな判断が求
められるしそこが写真の残酷なところ、面白いところでもあります。
私は普段は撮ってからあまり時間を置かずPCで確認し、気に
なったものだけフォルダにとりあえず分けてしばらく置きます。気
になったフォルダに写真がある程度貯まって来たら自分のサイトに
あげようと思って今度は順番を決めるためPC画面上でサムネイル
を並べちまちま入れ替えたりしてしばらく練ります。撮ったばかり
の新しい写真は客観的に見れないことが多いです。小さいサムネ
イルの状態でもこれは、と引っかかる写真に良いものが多い気が
勝手にしています。（何が良いと思うかの判断の話はここではひと
まず置きます…）
少ない展示経験ではありますが、現実空間での展示とサイトでは
向かう気持ちがかなり違って来ます。サイトの方がより自由な気持
ちと軽さと実験の気持ちがあり、また写真を見た方からの思わぬ
反応などもあって刺激を受けることが多いです。どちらも違った
面白さがあると感じています。

キサラ：昨日から大分時間が経ってしまいました。。東京は快晴
で雪が降っていませんが、新潟県のお天気マークが風に煽られ倒
れかけている雪だるまだったので、びっくりしました。かんのさん
の地元は雪、大丈夫でしょうか？？私はウィンタースポーツが全く
ダメなので、スキーできる方たちが羨ましい…。昔スキー行って
初級者コースで、スキー板を担いで麓まで帰りました。
三宅さんのご意見、むしろ刺激になってすごくよかったです！言

葉の説明が足りずにすみません…。「これは！」というのがあれば
是非また参加してくださいね！
展示とウェブ展示の違いについての私の考えです。小林先生とか
んのさんがおっしゃっていたように、私にとってもウェブは実験場
であり遊び場です。ウェブは自分の作品を見返す一番使いやすい
ツールであると同時に「作家活動してますよ！」ていうアピールと
しても活用しています。ネット環境のあるところであればどんなに
離れていても作品を見てもらえることができるというところも重宝し
ています。しかし私の場合はですが、実際に展示したほうが得ら
れるものが大きいです。ウェブは練習で、展示が本番。そんなス
タンスです。
ここまで展示についてお話しましたが、出版物はどうお考えです
か？私はZINEを発行していますが、ウェブや展示とは違った感
覚を覚えます。他の方はどうなのでしょう？？

ティナ：こんばんは、ティナです。部屋がそれなりに片付いてきま
した。そこで冬らしくブリ大根を作って食べました。
セレクトのお話ですが、結局最後はゴーストの囁きに従いますよ！
ゴーストとはある作品からの引用で、魂、自我などの意味です。
基本的に知識や経験、技術、反応予測、あらゆるものを総動員
して、どれが良いか、理由を言えるように決めます…が、理由
がみつけられない時や言葉にできない時だけは、囁きを聞く。自
己を自己たらしめるものがあると仮定して、その部分に尋ねます。
でも写真自体はそこを伝えるために使っているわけではなくて、た
まに行き着くという感じですかね。
選び取る前には最低限“自分が客観的だと思っている客観視点”
に立つことはしています。そのために知識や理論、学んだものを
使う。ピントだったり、情報量だったり。そうして目的にそってい
るもの、より一層あっていると思われる一枚を選びます。私が表
現をしている目的というのが「波を立てるため」なので、波が強ま
りそうな方を選びますね。その時々で狙った波形がある時とない
時があるんですけれど、とにかく波の起きそうな方です。
ただ、ここまでお話しておいてなんですが、自分というものが存
在するかどうか怪しいなと私は考えています。内側と外側の境界
線も、自分というものが存在すると思い込んでいないと浮き出てこ
ない。ですので私は自分と社会、自分と自分ではないもの、とい
う考え方を抑え気味にしています。中学生くらいから、そもそもの
“存在は証明できるのか”を考え中でして。全てを仮定した上での

お話になってしまってすみません。まぁ一応存在があり、自分も
あるというていで日々を送っているわけですが。確信はまだない
です。それでもブリ大根は美味しかったですよ。

続けてすみません。自分と写真についてですが…大学の頃からデ
ジタルでやっています。白黒は銀塩も好きで、たまに焼きますよ。
私の周囲はフィルムもデジタルも入りまじって、かんのさんのおっ
しゃる「その先の話」ばかりしていた気がします。今もそうなので、
C地点に行くのにAを通るかＢを通るかくらいの感覚です。
ただ私の場合デジタルのほうが仕上げが丁寧に出来るので、デジ
タルを好んでいます。思い通りに現像できたデータは最高ですね。
銀塩は薬品などを使って現像する過程が好きです。高校が理数
科だったので、実験好きなんですかね。仕上がりがうまくいった
時はもちろんそのできあがった紙も最高ですよ。そのうちごちゃ混
ぜにした組み作品を作りたいと思っていたところです。ちなみに高
校は数学部で国語好きでした。その前は母の影響で音楽もやっ
ていましたね。そして美大に進みましたね。何系なんでしょう。

写真以外のジャンルも作ります。このあいだ液体作品が腐りまし
た。防腐処理をおろそかにしてはいけない。「犠牲」というタイト
ルで制作中だったんですが、犠牲になられましたね。ある意味完
成したのかもしれません。
出版は面白そうですね！紙に印刷する時は「これで誰かの所有欲
が満たせたら良いな」なんて考えますよ。ちょっと言い方が変か
な？ZINEなど作ってみたい気持ちはあるので、キサラさんや皆
さんの出版についてのお考え、聞いてみたいです。
さらに言えば、なんですが、ネットの問題点として “マネタイズし
にくい” というのもあるかな、と思っていて。作家を職業ととらえ
なければお金は重要ではないのですが、それだけで生きたい（生
活したい）と考えている方も多いと思いますので、展示や出版など
で作品を売るという行為についてどうお考えかも、チラッとお聞き
したいですね。

小林：入試業務が始まる前に、またしてもスキーに行ってました。
ウイークデーのスキー場は、元気なジジ、ババが若かりし頃を思
い出しながら息を切らして滑ってます。今年一番の寒さで、脳血
管がプッツンするんじゃないかと覚悟しましたが無事でした。
ティナさんご要望のジンや出版、作品を売るという行為について、

皆さんのご意見をお聞かせください。

キサラ：お引越し作業おつかれさまです。お腹すいたな～てとき
に拝読したので、ブリ大根はとんだ食テロでした。小林先生も無
事に帰られたようでよかったです！まさに命がけのスキーヤー。そ
こに雪山があるかぎりはまた挑戦されるのでしょうね…（笑）
ネットで作品を掲載してお金を得るのは確かに難しい！クラウド
ファンディングをやってるという話をチラチラ聞きますが、それは
間接収入であって作品に対する直接収入ではないですよね。生活
をやっていけるほどそれで稼いでるという話は聞かないです。

正直言いますと、私が販売しているZINEも儲けになりません。。
きちんと計算すると赤になっているので、そっと計算表閉じてます
（笑）それでもZINEを作るのは、私にとって「本」の形態が、自
分の写真を欲しいと思ってくださった方にお渡しできる、今のとこ
ろの最良の形だからかな～と。展示はそんなにぽんぽんできるも
のではありませんし、出版と言うと冒険できないプレッシャーを感
じてしまいうまく遊べない気がしてしまうので…。

写真を売る！についてです。絵だと一点ものなので売ってしまえば
同じものを生み出すことはできませんが、写真はデータなので何
回かは刷りなおしが可能です。写真を売るということはその刷り直
す権利を放棄するってことなんじゃないかな～って考えてます。そ
の写真を今後発表するときには買い取りしてくださった方に許可
を求める必要があるでしょうし、買う意義が占有することにあるの
だったら、その写真は他の方の目に触れる機会を失ってしまうこ
とになるかもしれません。（いい人に買ってもらえれば積極的に観
てもらうことになるかもしれませんが…）ここは目的の差で、私は
いろんな人に見て欲しいって思いながら発表しているので、話し
合いのすえ、それができなさそうならお断りさせてもらうかもしれ
ません。。

ティナ：キサラさんのおっしゃったクラウドファウンディングは、作
品より作家に対しての投資、物質ではなくて人間に対して応援の
意味でお金を払う形のほうでしょうか。対価としてプリントなどを
贈ったりもする場合もあるのかな？人気を得たり、定期的に発表
したり…セルフプロデュース力が問われそうです。製品開発のク
ラウドファウンディングと比較すると、まだまだ敷居が高そうです
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ね。それでもネット上の活動を生活に繋げられるという意味で、
可能性は感じますけれど。
… 特に人柄を問われそうなのが嫌だなぁ（笑）今のネットって、
善人で居なくちゃならない圧力を、地上以上に感じるんですよね。
関係性が薄いせいか、テキスト主体なせいか。通りすがりの人と
はうすら寒い褒め合いしかできない感覚が、作品批評（感想な
ど含めて）にもある気がします。直接会っていたら「これは無い
よ」「いや、わかってないね」なんてブチ切れあえる…もとい笑い
あえるものなんですけどね。そもそも深く関わりたい人間かどうか
も、察知しにくいんですよね。それにつけても今のネットでは人柄
が過大評価され過ぎなんですよ。多様性を許していただきたいで
す。作品だけで応援してくださる方がいらしたらとても嬉しいです
よね。

ZINE、赤字でも欲しいと言ってくださる方に届けようというキサ
ラさんの姿勢、カッコ良いです。届ける気持ちってステキです。最
良とまで言われると、私もますます興味が湧いてきましたよ。し
かしZINEもそうなんですが、未だ皆さん、手元に物質が欲し
い。写真なら、インクと紙の質量が必要とされてしまうのは、拭
いきれない価値観なんでしょうか。

キサラさんは販売に関して“刷り直す権利の放棄”と表現されまし
たが、確かに唯一無二か少数である程良い、という声も根強い。
展示販売で顕著ですけれど、サインを入れて、エディションをつ
けて、などなど。所有欲だけでなく、独占欲も満たしたいとなれ
ば、それこそ“占有”が目的となる方もいらっしゃるでしょうね。
希少であればあるほど、価格もあげられますね。
私はせっかくデータで、インクでは再現できない色や階調まで出し
ているのに「印刷物にしなくてはならないのか」と残念に思うこと
もあるんです。加えて、複製できたり、たくさんの方に見てもらえ
たりする強み、それも放棄しないとならないわけですよね。キサ
ラさんの「条件次第では売らないかも」という気持ち、なるほどと
思いました。このあたりに関してはネットとデジタルの時代になっ
て、もっと進化して良い部分だと思うんですよ。中身に価値があ
るとすれば、物質であろうとなかろうと、レアであろうとなかろう
と、良いものは良いはず。
　でも買う方からすれば、無料でいつでも見られる、コピーでき

るものに、お金は払いたくないという気持ちもわかります。だから
売るなら印刷したり、限定公開などをしないといけないんですね。
デジタル職業作家になる道は険しい。個人的には、アーティスト
とは職業であるという感覚が、元々馴染まない発想ではあるので
すが。

かんの：すいません。しばらく野暮用で席をはずしておりました
…。ZINEにして届けることも面白そうと思いつつ未だ観戦してい
る状態でしてろくに言葉も無いです。すいません…。
オカダさんのZINE作りを踏まえたお話興味深く読ませていただ
きました。なるほど。サービス精神なのですね。作品を欲しい人
へ確実に手渡したい！と。薄いアーティストブックのようなものを
全部「ZINE」ていつ頃からいい始めたのでしょうね？なんだか
言葉自身にまだ慣れずかなりの頻度で「冊子」って思ってしまいま
す…（でも冊子だとオシャレ感ゼロだぁ！）遅れてきた上話が逸れ
てしまってごめんなさい…。布にプリントし衣服に付けられる物に
して販売したことがありますがなんだか「モノ」になると受け取っ
た人が単純に嬉しそうな感じはありますね。「実体」「現物」「印
刷物」のとても力強い感じ…手応え…。
私は「写真」のモニター上の光だろうが粗末な紙だろうが高級プリ
ントだろうが無節操に形を変え複製が可能っていうところがわりに
好きなので「実体のない状態」でもいいものはいいんだ！って同時
に言いたい気持ちにもなります。（お話になかなか追いつけないの
ですがとりあえず書き込みます！）

ティナ：「実体のない状態」ですか。“形を変え”というのは、どん
な様態になっても良いということですよね。データ、紙、布、な
どなどマルチに展開しても良いですし、好みのやり方、好みの形
を選択するのが、結局ベストということになるのでしょうか。お気
に入りの写真を衣服などにつけられて身近に感じられたりするの
は、確かに嬉しい！ 布だったり、ZINEだったり、展開の仕方は
本当にたくさんありますね。
そうそう、電子書籍という手もあります。私はここ数年ほぼ電子
書籍で本を読んでいるのですが、かさばらなくて好きです。特に
写真とは相性が良いかもしれません。でも、どの様態でも同じ価
値を感じてもらえるわけではないのが難しいです。流行というか主
流というか…好まれる形というのは必ずありますから。いつの世

もそうなのかもしれないですけれど、世の中に出したい何かがあ
る方は、どのような発表の仕方にするか、しっかり考えないとい
けないですね。

小林 : 70年代の話をすると、文学の世界などではガリ版刷りの
同人誌というのが流行でしたね。この同人誌文化が印刷技術の
発展と共に形を変えて、ジンやコミケに繋がったのかなと思って
ます。ささやかな個人による、ささやかな頒布・・・それがジン
なんでしょうね。僕自身はほとんど興味はないのですが、志を同
じくする者同士がコミケに集い、お互いを認め合い、売り買いす
るって子供の頃のままごと遊びみたいで楽しいんだろうなと思いま
す。ただ、その楽しさ、気軽さ、ささやかさに頼ってしまうと、何
か大事なものを置き去りにしてしまうのではないか・・・といった
危うさもまた感じます。
一方、寺崎珠真さんのように全てハンドメイドで、オリジナル・プ
リントによる精巧で本格的な写真集を作ってしまうような人もい
て、これはこれで凄いなと思ってしまいます。いずれにせよ、出
版の形が多様化しているのは事実で、反面、昔は写真界の中心
的な役割を担っていた写真月刊誌 (アサヒカメラや日本カメラ、カ
メラ毎日など ) が、力を無くしつつあるのかなと感じています。僕
などはいい意味で写真月刊誌に育てられたところがあって、それ
こそ中学生の頃からカメラ毎日やアサヒカメラを熱心に読んでいま
した。長野重一や奈良原一高、森山大道や高梨豊、中平卓馬と
いった写真家の名前を教えてくれたのも写真月刊誌でしたね。た
ぶん、若い皆さんは「写真月刊誌なんて関係ねーよ」ってな世代
ですよね。中心の消失、拡散化を感ずる今日この頃です。

かんの：アンタたちささやかな共感の場もいいけど早く荒野での戦
略も練りなさいよ、と言われているような気持ちに勝手になりまし
た…。
ティナさんに書いていただいた、『「実体のない状態」ですか。“形
を変え”というのは、どんな様態になっても良いということですよ
ね。データ、紙、布、などなどマルチに展開しても良いですし、
好みのやり方、好みの形を選択するのが、結局ベストということ
になるのでしょうか。』ということですが、「どんな様態になっても
良い」というよりむしろ「どんな形にもなってしまう」それこそ写真
の持つ特殊性というか性質そのものなのだと思います。写真がデ

ジタルデータになったことでよりはっきりしたのもこの自在性だと思
います。時代により支持体を変え、まるで「遺伝子が乗り物を変
え存続していく」かのようにデータとなった写真たちも次々形を変
えていくのだと思います。（やや話が大きくなりすぎました）

キサラ：皆さんの鋭い意見を拝読して、うわー！これはまとまりき
らん！とオフトゥンに逃げ込んでしまい今日の投稿となりました。。
本日最終日ですね！きっと最後の投稿になると思います…。だか
ら慎重に慎重にって思うとまとまらなかった（←言い訳）

電子書籍…うーん…メリットもデメリットも感じます。私は正直、
欲しい写真集やイラスト集が電子書籍版と紙版で売られていた
ら、紙版を選びます。文章だったら間違いなく電子書籍を選択し
ますが（笑）。
電子書籍だとPCやモニタのスペックに大きく依存しすぎて、見る
人の環境によって見え方が違ってしまいます。例えば iPhoneで見
た写真を家に帰ってPCの大きなモニタで見返したら見え方が変
わったというのは、みなさんもあるあるだと思います。印刷物はサ
イズも色味も環境に大きく変動されない分、作家の「これだ！」て
表現に近い形で届けられる媒体で、やはり写真表現するのに外せ
ないのではないでしょうか。
しかしながら電子書籍のいいところに、絶版になってしまい再版
が難しい写真集も発表しやすいというのがあります。却ってボロボ
ロに焼けちゃった紙に印刷されているものよりも、モニタのほうが
当時のプリントの再現性は高いかもしれません。今後は紙と電子
の、両方をやっていく必要がありそうですね。紙はいわゆる表現
のための手段で、電子は拡散のための手段、みたいな。。どちら
ももちろんクオリティを保ちつつ、というのが前提条件ですが。

ZINEと一般出版物の区切りが曖昧になっているのは、やはり個
人でできることが多くなったことが大きいです。印刷技術の向上、
デザイン編集ソフトの一般普及化、告知もSNSなどで簡単にでき
てしまうようになりました。
「雑誌に取り上げてもらえれば…」ということがなくなった今、作
家はより「戦略性」を求められているのではないでしょうか。仲間
内で写真を講評しあうのも重要ですが、これから自分の写真を広
く世に出していくにはどうしたらいいのかを考えには、もっと広い
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視点を持って臨まなくてはいけなさそうです。
かんのさんのおっしゃるとおり、デジタル写真ってかなり特殊なの
かもしれません。電子データってすごい…。時代ごとにかわる主
流メディアに大抵ついていけるのではないでしょうか。写真の本
質そのものは銀塩時代から大きく変わっていないと思うのですが、
やはり表出メディアは技術向上とともに大きく変わっていってます。
デジタルデータはその形に寄り添える。フィルムの研究が終わって
しまったのは、コレ以上ないくらい完成されてしまったからなのか
もしれません。デジタルはメディアの新開発とともにいくらでも形
を変えられる可能性を持っているように感じます。
さっき、電子書籍で写真を買わないって書いてしまいましたが、
これから先もしかして紙媒体よりもモニタのほうがよくなる時代も
来るかもしれませんよね。そうなったら「私は紙媒体よりも電子書
籍を間違いなく選びます」とか堂 と々言ってそう（笑）。そのときは
許して下さい（笑）。

ここまで書いていてデータって本当に脆いんだなと痛感しました。
0と1の世界で作り上げられた情報の単純さと複雑さ、現実と虚
構が一箇所に居座っていて、とても奇妙に感じます。データを保
存しているHDDを落とせば、簡単に壊れてしまい、ヘタしたら
永遠にそのままさよならです（実際私のHDDも一個だめになっ
てしまいました。中のデータは私の中ではなかったことになってま
す）。だからといってそのデータを大切にするのかというとそうゆ
うことは全くなくて、むしろ一つの作品に対して執着を持たずにい
られます（これは作家として言っていい言葉なのかどうなのか迷い
ますが…）。全部失くなってしまってもいいじゃない、また撮れば
いいんだしさ！と前向きに考えられるのは、「ポチッとおせば誰で
も撮れる」という簡単さに救われているからです。

沼田：何度か書き込みを考えましたが、考えれば考えるほど自分
の考えが浅はか過ぎて断念しておりましたが、最後ぐらいはと思
い、投稿させていただきます。
自分はみなさんのように東京での展示を未だ果たせていないの
で、まずはそこがいまのところの目標です。個人のHPもありませ
んが、ウェブやZINEは展示に至るまでの助走という意味合いも
ありやっています（それだけの理由でもないですが…）。
ZINEに関して小林さんがおっしゃっていた事でおもいだしまし

たが、昭和の終わり頃まで弘前界隈で活動していたグループが
約20年ほど毎年プロジェクションペーパーで冊子を作っていまし
た。もちろん全て手作りです。こういう印刷物の類いというのは、
ウェブと違い製作者の手元を離れてしまう分、多少残りやすいの
かな？思いました。 自分もいくつかZINEを作りましたが、売る
気持ちはなく、縁がある方に見て頂く気持ちで差し上げています。
と、とりとめの無い書き込みですみませんでした。自分の分だけ
雪とともに融けてほしい…。

キサラ：何をおっしゃる！沼田さん！投稿ありがとうございます！
「ZINEのほうが手元から離れてしまうものなので、残りやすい」
というのに、確かにネットって不確定性強いなぁと思いました。
ウェブサイトやSNSは設立者が更新を止めたり利用権を手放せ
ば、ぱったりあっさり終わってしまう。私もそうやって消えていった
数々のサイトを見送り、何度悲しい思いをしたか。。
iPhone投稿なので一投稿がどうしても短くなります！が！意見を
交わすにはこれくらいがちょうどいいのかもしれません（笑）。

ティナ：小林さんのおっしゃる、同好の士が集っているという状
態はよくわかります。今は皆、好きなものを介して、仲良くできる
人だけが集まっている。ネット上では余計その傾向が強まってい
ます。その中で作品を発表するなら、好きだとか楽しいだとか仲
が良いとかいう感情だけでなく、どれだけシビアになれているの
か、言い合ったり自問する時間は必要だと思います。セレクトの
お話で小林さんのおっしゃった“戦略性、批評性”を、どこにい
ても失くしてはいけないと思います。
仲良しごっこは批評性を鈍らせますよ。鋭い意見も言わなくなる
し、人任せ、人合わせになる。調和や関係性を重要視し過ぎた
り。より深い関係になって、率直に批評しあえるところまで行け
れば良いのでしょうが。グループで評価の高い作品を生み出した
りしている方々もいますし、集うにしても、ごっこで終わらなけれ
ば良いのだろうと、思います。Vol.2のタイトル案で、色々出した
中に「群れてんじゃねぇ」というのがあったのを思い出しました。
群れるとしても大切なのは、集団でぬるま湯に浸からないこと、
かな。
キサラさんや寺崎さんは展示に関してもZINEに関しても、様子
を拝見するに必死感があって、エンジョイが目的にはとても見えま

せんね。楽しむかどうかや集うかどうか、その目的などは人による
として、何をするにも根底に真剣さが必要だとヒシヒシ感じさせて
くれます。何事もなあなあにならないように、私も気をつけていま
す。鋭く研ぎ澄ませていきたいものです。
月刊誌に関しては、専門性を有した信頼に足る情報とキュレー
ション、未だ必要性は高いと思います。一方でおっしゃる通り、
個人が各々で発表できる時代になって、中心は消失、拡散化しつ
つあるのかもしれないと感じます。

かんのさんのおっしゃる「どんな形にもなってしまう」写真の“自
在性”というのは、デジタルデータになる前から感じられていた性
質なんですね。そして「なってしまう“特殊性”」を感じられていた
というのは、なかなか発想が浮かばなかったです。私は「そうで
きる」ものだとばかり考えてしまって、すみせん。フィルムでもデー
タでも「なってしまう」と感じるのは、複製可能性や、各媒体への
親和性、という部分なのでしょうか？ 写真ならではの性質をどこ
ととらえているか、もっと詳しくお聞きしたいと思いました！ちな
みに私は「写真は現実が写る、または現実しか写らない」が性質
であり魅力かなと思っています。でもここでは切り口がちょっと違
いますかね。私は大きな話好きですよ。
と、お聞きしたいことは話せば話すほど生まれますが、本日最終
日ですし、時間的にも文章量的にも大変かもしれませんので、ご
負担にならないよう、間に合わない分はまた後日にでもお話でき
たら嬉しいです。

電子書籍に関してですが、モニターに依存するのは、本当に困る
部分なんですよね。モニターと明るさを指定して、これで見てくだ
さいとはなかなか言えない。普及率からすれば、それこそ iPhone

で見てくださいとギリギリ言えるくらいかな。プロファイルなどでそ
れなりに合わせることはできますが、網羅するのは至難の技です。
iPhoneだって、ロットや製造場所で色が違うとか話題になるくら
いですから。自分のモニターで、特定の場所で、環境光まで計算
して見せられれば一番なんでしょうけれど。それはもう展示です
ね。もう少し色や明るさ、サイズを一定にした状態で表示する方
法が生まれると良いですね。ただ私にとっては紙も同じで、心許
ないんです。光らないし…色より光の三原色の方に惹かれてしま
うんです（笑）というのは冗談で、紙はモニターより今のところ一

定に出力できるという面で優れていて良いと思うんですけれど「こ
れで本来の色、階調再現ができていると言えるのか」と思うこと
が多々あります。この辺は繰り返しになっちゃいますね。そしてキ
サラさんもおっしゃった劣化などがありますね。でも、突き詰め
ていくと、人によって見分けられる色数が違うとも言いますし…。
それなら眼球や脳を取り替えましょうと言うこともできませんから、
どんな媒体にせよ、自分の理想に近づけるのが精一杯のところな
のだと思います。
それを踏まえた上で何を選ぶかが重要ですかね。キサラさんの
紙は表現、電子は拡散というやり方も良いですよね。キサラさん
はそのようにしっかり選択しているんだなという印象です。

沼田さん！沼田さんとももっとお話したかったですよ。ただ考え
のまとめ方やタイミング、思うところは人それぞれありますからね。
ZINEを差し上げる感覚だったり、展示に向けての助走という感
覚だったり、それも使用法の一つだなと思いました。
やり方は、いつだってたくさんあるんですよね。ネットが広まって、
増えた分も含めて、発表の選択肢はたくさんありますね。私はど
うしようかな。我が身の振り方をいつも悩んでいますよ。ただ、
ネットでは溺れやすい。インクと紙の質量から逃れても、別の量
に溺れてしまう。
グーゴルの中で、広告や知名度がないとみつかりにくい、皆が良
いと思うものが最善ではない、等々、ネットの使い方には注意し
ないといけないなと…。それだけは肝に銘じています。作品、知
略、本当に重要です。
そうそう…キサラさんの言うように短文で言い合う方が楽ですね。
触れたいところがたくさんあって、全部に返そうと思うと長文に
なってしまって（笑）。
確かに、ネットは不確定性が強い。「残るかどうか」を主眼として
考えるのも面白いですね。

キサラ:「残すのを主眼に置く」むむ。どうなんでしょう？私自身
は、作品が残したいというよりも一人歩きしてほしい、作家の手元
から離れてほしいって思ってます。しかし手元から離れるためにも
電子を物質に還元する必要があるのではないか？と考えてます。
それがどんな結果をもたらすのかは、すみません、わたしもあまり
出版発表をしてないのでなんとも言えません（笑）。
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ただ、展示やZINEを見て頂いたときに「ネットよりずっとより見え
る。こうだったんだと初めて気づいた」て驚かれ喜ばれることが多
い。これが最大の答えのような気もしますー。

沼田：す、すみませんでした…。やや言葉が足りなかったような
ので補足させていただきます。
縁のある方にーと書きましたが、これは良くも悪くも批判性のある
方という意味でして、写真をやっている方やその方面に対する言
葉を持っている方 と々いう意味です。確かに作って販売する、売
れないで在庫を抱えるという現実を受け止める事はどこかで必要
ではあるのかもしれませんが、買ってくださる方は自分の作品に
好意的な人なので、あまりダメな部分には触れないのかな？と。
せっかく作った以上は、何が良くて何が悪いのか？どうして伝わら
なかったのか？と客観的な意見を頂戴したいからでした。現に友
人から痛烈な批判を受け、落ち込んでいたりもします…。
もちろんこれは地方でやっている自分の考えであって、他の
ZINEを販売されている方々を批判しているつもりは全くないです。
むしろ頻繁に上京できない身としては、ZINEはとても重要な教
材でもあります。

キサラ：なるほど。沼田さんの見ていて確かにー！て思いました！
私も「この人は写真に一家言ある」て方に、迷惑甚だしいですが
ZINEを毎回送りつけてたりします。レスポンスは返ってこないで
すねー笑。いつかぎゃふんと言わせてやるんだからー！て新たに
創作意欲を燃やすばかりです（笑）。

ティナ：ああ、キサラさんは残ることにはあんまり価値は見出して
いないんですね。データを大切にするわけではなく、簡単さで前
向きになれるともおっしゃっていたので、そうなのかなとは思った
のですが。
一人歩き、ふむふむ。拡散力という意味では頑張ればネットの方
が高いような気もするんですが、きっとそこではないんですね。手
元から離す感覚が物質への還元と関係していると思うのは、どう
してなんでしょう？紙の方が「より見える」という、見る方のため、
皆さんの発見のためというか、その驚きや喜び、反応が最大の答
えということ、…であっていますか？
沼田さんのZINE配布には、販売以上に批評性を求める目的が

あるんですね。批判をしてくださる方というのは、とても大切です
よね。

小林：キサラさんの「・・・だからといってそのデータを大切にす
るのかというとそうゆうことは全くなくて、むしろ一つの作品に対
して執着を持たずにいられます・・・全部失くなってしまってもい
いじゃない、また撮ればいいんだしさ！・・・」この部分、とても
いいですね。おそらくフィルムでやってきた写真家の皆さんが聞い
たら、「けしからん！！」と烈火のごとく怒りだすと思いますよ。で
も、「執着を持たない」「また撮ればいい」・・・このスタンスが
写真やアートの世界を確実に変えて行くような気がします。
「僕らは忘れるために写真を撮る」定番のりお語録ですが、忘れ
ないために・・・から、忘れるために・・・そのようなものに写真
は変化してきたと思うのですね。忘れるからこそ、執着を持たな
いからこそ、次の新たな出会い、事象がやって来る。恋愛と一緒
ですね。昔の恋人をいつまでも忘れずにいるよりも、忘れてしま
えば、きっと新しい出会いがやって来ますよ、お嬢さん！！といっ
たところでしょうか！？
ところで皆さん、写真の使用法のひとつとして、最近流行の「セ
ルフィー」についてはいかがですか？

キサラ：ティナさん！すごい！私の散漫な意見が簡潔にまとめら
れている！（笑）。
拡散性だけでいえば、もちろんネットが一番ですが、それは「低
コスト」だからというのがあると思うんです。実物は無料配布であ
るにしろなんであるにしろネットよりもコストがかかる。沼田さんの
おっしゃるように受け手のジャッジもより厳しくなっていく。
ネット発表は楽だけど、ある意味でぬるま湯に浸かってしまってる
感じがどうしても拭えないんです。だって適当に見ても「いいね」
て簡単に押せちゃいますから。(一方で好評価はもちろん嬉しい
ので！私は「いいね」もありがたく受け取っちゃいますけど笑 )

そのぬるま湯的な電子媒体の輪から外へ外へ外へ！て思うと、今
の私ではZINEや発行物しか思いつかないんです。その答えはま
だ自分で出てないからZINEを出し続けてます。ま、まとまらな
い…助けて！ティナ先生！（笑）。

小林先生の投稿を遅れて見てガーンと衝撃を受けてます。。そう

か、反感を買ってしまうのかぁ。「消える前提の制作」が来てるん
じゃないかと思ってたのですが…。
セルフィって自己撮り、つまりセルフポートレートを含むということ
でしょうか？なんとなくですが今の時代って規制と抑圧の嵐って
感じがするんです。そのなかでセルフィて自己の解放と見返りの意
味合いが強いのではないでしょうか？？私はセルフィ全くやらない
ので、憶測の域を抜けませんが。。

ティナ：キサラさん、外へ外へ外へ！ですね！十分まとまって、
伝わりますよ！
単純にdpi（解像度）から言ってもモニターより紙。そして、批評
性や反応の強さから言っても、現状では展示やZINEに行き着く
のだと思います。
表現って、対象がいるから表するわけじゃないですか。その対象
の反応を重要視するのは、必然かな、なんて私は思っています。
対象が自分なら、内へでも良いのですが。とにかく反応は重要で
は。
キサラさんは、写真も、発表の仕方も「しっかり人を見ている」感
じがします。外へ向かっているなぁと思います。そしてなんだかん
だ私はめちゃくちゃ「いいね！」するのですが（ちゃんと一つ一つ
見ていいねしていますよ）そこに熱湯はないですよね。色々な面
で、ネットにはまだまだ進化して欲しいところです。

小林：「消える前提の制作」が来てるんじゃないかと思ってたので
すが。。。来てると思いますよ。ある意味、写真の概念が変わって
しまったんだと思います。旧世代の怒りをかうことは、むしろ良い
ことのように思います。
キサラさんは、ムサビの3年生の頃、セルフィーな作品を制作して
いた時期があったと思うのですが、心理的にはどうだったの ? 規
制と抑圧を感じて、苦しい時期だったのですか ?

ティナ：そういえばキサラさんは、セルフポートレートやっていま
したね！
セルフィー、私は友人と交換しあうのが楽しくて、幸せになれるの
でよくします。たまに友人と一緒に、自撮り動画も撮りますよ。自
分で管理できるのが一番の魅力でしょうか。私のやっているセル
フィーは作品とは違う感覚なので、キサラさんの制作とは違いそ

うかな。

キサラ：ああ！私の黒歴史が！お2人によって開示されてしまった
（笑）。
振り返れば、私がセルフィをとってた最大の理由はコントロールし
やすいからでした。ただコントロールしやすいといえばブツ撮りで
もよかったのに、なぜ自分自身であったのかというところまで突き
詰めれば、今の風潮の同調圧力から解放された自分を見てもらい
たかったという意識が強かったと、今なら分析できます。

小林：ティナさんとキサラさんは、同期だったの !?

コントロールしやすかったからって、正直ですね。他人を気にせ
ずに撮れるってことですね。キサラさんが今やってるストリート・
スナップとは真逆ですね。
ティナさんは作品としてではなく、一般的な使い方としてセル
フィーを楽しんでるのですね。この場合は、友人、仲間とのコ
ミュニケーション、自己確認的な意味合いになるのかな。当然、
SNSとセットになってると思うけど。
ティナさんの場合とは使用法が少し違いますが、セルフィーを延々
とツイッター上に流してる女の子、いますよね。どんな心理が働い
てるのだろうと考えることがあります。合わせ鏡の世界に入り込ん
でしまっているかのような果てしのなさ、出口のなさを感じて心配
になるのだけれど・・・。

かんの：目を離していた隙にすごい投稿量になってます！全てに
は反応できないですが、ティナさんの書いておられる「私は「写
真は現実が写る、または現実しか写らない」が性質であり魅力か
なと思っています。」ここの部分が私はとても気になりました。「写
真には現実が写る」と思ってる方もたくさんおられると思うのです
が、私はこれにはかなり疑いの目を持っています。写真に現実が
写るって本当かな？と思っていて「写真」は「現実に近い巧妙な
模造品」と思っていると云えばいいのかな…現実がそっくりその
まま写るというのはどうやら疑わしい、という気持ちがありむしろ
「現実に近いものに仕上げよう」という撮り手の意思と技術が揃わ
なければなかなか「現実そのもののような写真」にはならない気さ
えしています。
そしてこれは私の中では小林さんが投げかけた問いである「セル
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フィー」へも通じる話なので少し続けます。携帯電話にはカメラが
付きもので誰もが自撮りをするようになりました。こうなるともう自
撮りをしたことのない人の方が少なそうです。私自身は自撮りを作
品にするという意思がないので、一度セルフポートレイトを作品と
して撮っている方のご意見をじっくり聞いてみたいです。今回参加
したWebコラボでは「自撮りの研究」と称し写真をアップする実
験もしてみました。他の被写体と自分を撮るのは何がどう違うのか
と探りながら。感触としては「箱庭の中で自分自身を“自分役”と
して配役し、それを自分が監督し遊んでいるような感じ」と思いま
した。まるで箱庭療法のような遊びです。「現実と虚構の間に自
己演出による小さな劇場を持つ」そんなイメージも持ちました。

ある作家さんの最近の発言に同じようなことを言っている言葉が
あったので少しだけ引用させてください。
̶ 私小説で“自分”をさらけ出す純文学作家もいるが私小説は、
実は自分の分身を作って、核心をずらして自分を守ってる。さら
け出しているようでそうではない̶
私はセルフィーへもこの言葉に非常に近いものを感じています。

小林：キサラさんの過去のセルフィー作品は、社会的圧力からの
解放を意味した・・・でよろしいのですか !? で、やってみたけど
解放されなかったから、真逆の、社会の方へ挑戦状を叩きつける
かのようなストリート・スナップショットへ向かった・・・。という
のは考えすぎですかね ?

かんのさんが引用された「核心をずらして自分を守ってる」って、
重要だと思います。心理的なズレ、物理的なズレ・・・。特にセ
ルフィーの場合は、物理的なズレ、光学的なズレを意識的に使っ
て遊び戯れるみたいなところがありますね。いつまでたっても真
の自分に辿り着けない果てしのなさ・・・。結果として、自分を
隠す、守ることにつながるような。

ティナ：キサラさんのセルフィーを見たのは進級展を見学に行った
時、かな？ うろ覚えですみません。
「現実が写る」という部分ですが、確かに切り取って時系列から
外すだけでも、虚構感は強く出てきますね。“写る”という単語
が、現実そのものではないという表現にはなっているかな？と思う
のですが。“映る”でも良いかな。そうすると「現実に近い巧妙な

模造品」とも近い表現なのかなと、私は思っていました。
疑ってかかるのは大事ですよね！ 何事も。「現実しか写らない」は
「絵画や彫刻と比べると、側に在るものに限定して像が正確に写し
とられる」とか「レンズの前にあるものしか写らない」と言い直す
こともできますね。頭の中の空想が写らないのは確かだと思うの
で、そのあたりが伝われば良いのかなと思います。どうでしょう？
そして、突き詰めていくとやがて、現実とは、というか…存在と
は何か…なんてそんな感じになりませんか（笑）まぁそこに疑問を
持ち出すかどうかは人によりますよね。実在を確認できていない
私が、こんなふうに現実とか実在の話をするのは不思議な感覚で
すが（笑）一応自分やら世界やら、在るものは在ると仮定していな
いと、こういうお話もできないんですよね。

セルフィーをTwitterなどにあげ続けるのは、楽しいからとか、自
分を見て欲しいとか、自分が好きとか、宣伝とか、人によって理
由は違うのかな？ と思っています。私の場合あまり知らない人間
にも見せることがあるのは、自己紹介だったり、それこそ客観性
を求めていたりするのかな？ と思います。でも、そのものを出す
のではなくて、ズレたものを好むのは、広告写真に慣れているか
らかなと。“理想”に近いものを、セルフィーでは求めているのか
な、という気がしますね。

キサラ：おおう！こんなに話が盛り上がってるとは！ついていける
かな！？
私がやったセルフィーは、小林先生がおっしゃるような重いメッ
セージ性はなく、いわば自己満足と自己啓発のためのシリーズで
した。かんのさんの言葉、すごいしっくりきます。自分がコント
ロールした自分を撮って、そこに自分じゃない自分を見出したかっ
た。仮面性というか、そうして他人の目から見た自分を分析した
かったんです。
セルフィーを辞めた理由としては、自分自身のための写真だった
し、作品のそれ以上の発展性を見いだせなかったからです。それ
以上の発見のある外側に目が強く惹かれたのは、セルフィー（内
面写生）があったからだとも思ってます。
だから隠しておきたい時代です♡ あ、ティナ先生と私は同期で
す！

キサラ：かんのさんの「写真には現実が写るのか？」という設問
について！これ！私も非常に疑いを持っています。
これはマーティン・パー先生が来日トークをされたとき言われた言
葉なのですが「写真は現実のフィクションだから」これ聞いてハッ
としました。たぶんかんのさんの言葉にある「現実に近い巧妙な
模造品」に近い意味を持つのでは…？？

かんの：パー先生ッ！（と勝手に握手したい気持ちに）キサラさ
んのご指摘の通りそうなんです。撮れば撮るほどこれは現実にか
なり近い何か（＝フィクション）だという感触が強くなっています。
「真実が写る」なんて名はおこがましいぞという気持ちになるので
す。

キサラ：この言葉が出たきっかけは「なぜモノクロからカラーに
転換されたのですか？今後モノクロで撮られる予定はないのです
か？」というオーディエンスからの質問なんです。そのときにパー
先生は「見ている世界がカラーだからカラーで撮る。写真は現実
のフィクションだが自分がみている現実ベースのフィクションだか
ら」と答えられたんです。最大前提として「自分」と「他人」の見
える現実は既に違うってことがこの言葉に隠されている気がしま
す。
そして今更ですが！ティナ先生！いつもいつもファボありがとうご
ざいます！あなたのファボで今、私、生かされてます！！

ティナ：ああ、たぶんなんですけれど、私は“写る”なり”映る”
なりは、光が像を結ぶ様子というか、その仕組みを指している言
葉だと思うので「“そのものではない” という意味がすでにそこに
あるのではないかな」と感じるのですが、それでは足りなくて、お
二人は度合い的にもう少し強く、現実から離れたものであると重
ねたい気持ちがあるのかな？ と感じました。そもそも”写る”のと
らえ方がやはり違うのかな？
かんのさんは「真実」ではないとおっしゃりたいんですね。「現
実」と「真実」は異なることがあるという考えと、光が像を結ぶ”
写る”は結局光による別のもの、という考えがある私には、「写
真」の表記はあまり気にならなかった部分です。面白いですね。
フォトンのグラフィックである、フォトグラフィーと言うほうが、本
質的に光を使った像に過ぎないと示しているかもしれないですね。

かんの：パー先生…というかキサラさん…（膝から崩れ落ちる）
学校の写真の課題って大抵最初はモノクロで撮れという課題が出
ますよね。（今は違うのかな？）その時に「世界はこんなにカラー
で見えているのになんでモノクロでやらねばならないの？？」とい
う疑問が湧いて止まらなかったこと今しみじみ思い出しています…
「自分がみている現実ベースのフィクション」かぁ。「モノクロは私
の現実とはちがうようだからカラーでやりたい」って言えたらよかっ
たのになぁ。面白いお話をありがとうございます。
ティナさんの言われたように「フォトンのグラフィックである」の方
が「ここにはフィクションも含まれているかもしれないね」という含
みもあるし親切だなと思います。「真が写る」は言葉として言い過
ぎだと感じます…。

ティナ：“現実は自分と他人でそれぞれ異なる”を意識したのは高
校時代です。イデア論あたりの授業に関係して「私の赤はあなた
の緑で、でも二人とも赤と呼んでいるのかもしれないね」と、話を
したことを思い出しました。
“写す”も“現実”も、そういう意味を含んだ上で「現実を写す」
で良いのかなと思っていました。が、単語のとらえ方によっては違
和感を持たれるんですね。これからは何か別の言い回しを考える
か「ここで言う写すとは光の像が～現実とは結局自分の～」と続
ける方が良いのかも。もっと端的にカメラの仕組み的なことを示
す言い回しがあれば、より良いのかなと感じました。
そしてだいぶ流れてしまったんですけれど、かんのさんのおっ
しゃった写真の“自在性、特殊性”についても詳しくお聞きしたい
です。延長もされたのでお時間がある時にでも是非！私が写真な
らではと思う部分のお話をしたのも、そもそもそちらがメインだっ
たので（笑）
そ、それから…。キサラさん…。実は私Twitterやめちゃった
の！もうファボれない！ごめんね (´･_･̀ )でも写真はちゃんと見て
応援しているよ！では今日はこの辺りで！また！

三宅：昨日、拝読させて頂きました。ティナさんのおっしゃるとお
り、現実や自分という存在も幻想そのものですよね。きっと。で
もそれらがあるという前提でないと話ができないのが、なんとも
地球的で面白いですね。ものごとは何かに留まらずたゆたゆと明
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滅を繰り返しているようにも思えます。今見ていると思っているの
は、通過の中の一部分でしょうか。手の中におさめておけない爽
やかさですね。ティナさん、いつか語らいたいです。
あ、私の視点は余計でした。。。延長楽しみにしております。

ティナ：皆さんこんにちは！三宅さん、是非今度語らいましょう！
私は語るのが好きです！しかし仮定しないと話せないことがある
のは、おっしゃるとおり“地球的”なのかもしれませんね。
三宅さんは言葉はもどかしいと書かれておりましたので、言葉以
外も使えたほうが一層伝えられる方なのではと感じます。ですか
ら、文章だけではなく、五感や他の表現などが使える場所でお
会いできると良いかもしれないですね。

丸田：本日より、寺崎珠真さんが座談会へ参加します。あと一週
間となりますが、みなさんどうぞよろしくお願いします。

キサラ：すごく難しい議論になってますね～。。哲学的！イデア
論、懐かしいです。しかしどんな内容だったのかうろ覚え…（笑）。
ティナさんと三宅さんの投稿拝読して「ああ、そんなだったか
な？」とぼんやり思い出しました。
「写真」ってネーミングに対して言えば、昔の写真雑誌のタイトル
「光画」って言葉のほうがしっくり来るのかもしれませんね！（確
か木村伊兵衛氏とか伊奈信男氏とかがメンバーではなかったかな
～…これもうろ覚えです…）
かんのさんの「自在性・特殊性」についての投稿！お待ちしてお
ります～。
ティナ先生… 最近投稿見かけないな～て思ったらやめてらっ
しゃってたのね…。。応援ありがとうございます！その言葉を胸
に、より邁進できるよう努めます～。
寺崎さん、参加されるのですね！めんそ～れ！

ティナ：キサラさん、イデア論とはお話した内容はちょっと違うか
もしれません！ だからぼんやりとしか思い出せないのかも。しか
し無関係ではなくて、そこから派生して真実と現実の違いなどを
話した記憶があります。今興味を向けているのは存在論なのです
が、哲学は門外漢なもので、なかなか学びが進みませんね。
光画はフォトグラフィーの直訳っぽいですよね。

そして寺崎さん、こんばんは！よろしくお願いします！

かんの：メンバーが増えて期間延長してよかったですね！三宅さ
んおかえりなさい！寺崎さんようこそいらっしゃいませ～。もっと
いろいろと議論を深めたい方はそれぞれに交流というのもとてもい
いですね～。
「写真の“自在性、特殊性”についても詳しくお聞きしたいです。
延長もされたのでお時間がある時にでも是非！」とのことですの
でそのお話を…と思いますが、言いたいことはもうすでにほとん
ど言ってしまってます。「写真」てデジタルになる前から結構節操
がないものだよな～支持体もろくに選ばないところがあるし、くら
いの話でした。もっと高尚な意見をご期待（？）いただいていた
なら本当にごめんなさい！私の話はそんなささやかな程度のもの
です…。

ティナさんのファボ、私も嬉しかったです！そしてファボられると
あれですねイチイチ嬉しくて脳から快感物質が出るようでちょっと
中毒性あります…だからみんな熱心にインスタに写真アップすん
のかな～？などと何かを理解したような気になりました（笑）あり
がとうございました！
「「写真」ってネーミングに対して言えば、昔の写真雑誌のタイト
ル「光画」って言葉のほうがしっくり来るのかもしれませんね！」
キサラさんの言われたように「光の画」くらいでよかったのに～っ
て思います。そうすると「光画家」になってしまうのかぁ…画家
かぁ…むむむむ。

小林：華やかに盛り上がってますね。ジジイの出る幕がなくなっ
てきたナ。話が哲学的になると、どうも及び腰になります。写真
家は大工さんや左官屋さんと同じく、ただ黙 と々撮るのみと思って
るところがあって、アカデミックな話は苦手です。
かんのさんの「写真てデジタルになる前から結構節操がないもの
だよな～支持体もろくに選ばないところがあるし」には同感です。
決して印画紙だけじゃないのですね、写真って。フィルム時代に、
敢えてリバーサルを使って作品を撮ってたのも、自在性というか可
変性というか、オリジナルから如何様にも変化してゆくものが写
真だと考えていたからなんです。印画紙だけに拘ると、アンセル
アダムスみたいな方向へ行っちゃうんだけど・・・ね。写真で一

番大事なのは、支持体ではなくてイメージそのもの、イメージの
与える方向性というか、そこに実現されている、夢想されている形
なきもの・・・だと思うのです。だから優れた写真は、モニター
で見ても、新聞紙でみてもしっかりと何かを伝えてくれる・・・そ
う思います。

寺崎：webコラボ・展示に参加させていただきました寺崎です。
写真集に関して名前を出していただいたのでその部分に関して、
今更ではありますが書いたほうがいいのではと思いました。月並
みの回答・話が前後して申し訳ありません。
私家版写真集について、、私が写真集にこだわるのは、きちんと
よいものを作って、じっくりみてくださる・大切にしてくださる方の
ところへ渡ってほしいからです。全てではないですがZINEは内
輪で盛り上がってるように見えることも多く、そこに入りたくなかっ
たということもあります。また、webや展示に対して、写真集はモ
ノとして残ることも大きいと思います。値段が高いのは大変申し訳
ないのですが、単純に原価が高くなってしまう(計算上は原価割
れです )ためです。儲けるためではないです。
正直なところお話についていけていないので、今後少し参加でき
そうなところがあれば参加させていただきたく思います。よろしく
お願いいたします。

かんの：寺崎さんの写真集は展示会場で拝見しましたがあのクオ
リティーで手製本ということに本当に驚いています…内容も充実
ですし製本のワークショップを開いてほしいと思うほどの作品集で
した。普通に流通しててもおかしくないですよね。それを全部一
人でかぁ…すごいなぁ…。
「決して印画紙だけじゃないのですね、写真って。フィルム時代
に、敢えてリバーサルを使って作品を撮ってたのも、自在性という
か可変性というか、オリジナルから如何様にも変化してゆくものが
写真だと考えていたからなんです。」
小林さんの写真家として辿ってこられた道のりがまさに「写真の本
質への旅」という感じを受けます。むしろ「オリジナルプリント」、
「印画紙」だけにこだわることは「写真」が持つ性質の一面を一切
封じてしまう行為なのかもしれないと若輩者ながら思っています。
「世界でひとつだけ」から自ら離れていこうとする働きも「写真」の
持つ性質であることは間違いないわけで（複写すれば絵画も何

でも一瞬で写真となってしまう！）もしその性質がなかったらこん
なにそこらじゅう写真だらけの世の中になったことの説明はどうす
る？と思います。
（あまり難しいことを語る言葉を知らないので私は今こう思うとい
う話に終始してしまいますがとりあえず投稿します～）

キサラ：私も写真作家というよりはただのシャッター押し職人って
呼んでいいくらい、理論とかは考えて作品作りしてないです。。瞳
に写るもの全て～♫ってなにかの歌詞にあったような…あ、イグ
ザエル？（笑）
寺崎さんの意見には激しく同意です！自分の写真を誰かに渡した
いって思ったとき、一番スマートでシンプルな形がZINEやら出
版物だって思いながら私も制作しています。
かんのさんの「オリジナルプリント」、「印画紙」だけにこだわるこ
とは「写真」が持つ性質の一面を一切封じてしまう行為」は本当
にそのとおりだな～て思います。ちょっと論点はずれますが、もし
かして絵画や彫刻と写真の大きな違いはここにあるのかもしれな
いとも考えました。もしかして写真って共通イメージを持つことが
できる最も適した装置？なんでしょうかね？

…本日の投稿はここまでになりそうです…明日の朝どんなふうに
なっているのか…わくわくしてます～

丸田：（では、私も少し参加させていただきます）
皆さんのWebサイトやインターネット、展示、印刷物、電子書籍、
作品販売などについてのお話、ありがとうございます。今を勢力
的に活躍する若い方々のご意見はとても貴重ですね。

一つ気になったのは、ご自身で制作するZINEや写真集などの印
刷物はみなさん原価割れの販売というお話ですが、赤字にならな
い金額で販売してもいいでのは？と私は思います。作品の鑑賞者
や購入者の立場からすると、制作を継続するための利益も含めた
最適な価格で販売してもらって構わないと思いますし、金額が多
少上がっても購入する人は購入します。印刷物の作品を原価割れ
や赤字で販売するのは、どうしてなのでしょう？

私がZINEや写真集などの印刷物を購入しようと思う時の理由
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は、写真作品を自分の手に入れたいとか、本や紙などの物として
所有したいとかではなく、写真家を応援したいということが第一で
す。ファンとして何かできることがしたい、という気持ちが大きい
です。これまでは、個人で大きな作品を購入したり、保管や鑑賞
することはなかなか難しいですし、日本では個人レベルで作品を
購入するということは非日常的で難易度が高かったと思うのです
が、個人で印刷物を制作して販売できるようになったことで、写
真家や制作者を個人でも応援することができるようになりました。
出版社やギャラリーなどが入らない作品の直送。これは作品流通
方法の大きな変化だと思います。

寺崎：作家を応援したいと考えてくださっている方もいるのですよ
ね。自分も考えてみれば他の方のZINEなど購入するとき、応援
していますという意思表明は少なからず含んでいるように思いま
す。自分が逆の立場になったときに手が出せるか出せないかを考
えたつもりだったのですが、安易だったかもしれません。たしかに
自分も本当に購入したいものなら価格に関係なく買います…。ま
た製作することがあれば、もう少し色々な面から考えて価格設定
したいと思います。

小林：寺崎さんの「私が写真集にこだわるのは、きちんとよいもの
を作って、じっくりみてくださる・大切にしてくださる方のところへ
渡ってほしいからです」って、大事だなと思います。1000人の中の
1人か2人には届くだろうってな心意気は大切にしたいものです。

またもやジジイの昔話になりますが、僕の最初の写真集
「LANDSCAPES」は出版社なしの自費出版でした。なので、発
行所は当時の個人事務所名になってるし、流通を通してないの
で本屋にも並びませんでした、地道に10年くらいかけて売ったか
な。印刷、製本で350万円くらいはかかりましたが、お仕事写真
のギャラをコツコツ貯めて、潔く消費しました。全て売り切っても
儲けナシでしたね。最初から出版社を通すつもりはなくて、地味
でもいいから好きにやろうと決めてました。

シリアスな写真集の場合、出版社を通しても制作費は作者持ち
だったり、買い取りだったり、良くても印税ナシしとかが一般的で
すね。特に、一般受けのしないラジカルな表現のものは、自分で

プロデュースして自分で制作、販売するしかない。ただこの辺の
事情も、昔に比べたら印刷費も大幅に安くなったし、ネットを使っ
て販売もできるし、個人出版にとってはありがたい時代になったと
思います。

写真界に一石を投じる意味においても、自己プロデュースのラジ
カルな写真集、どんどん挑戦してみて欲しいものです。今だった
ら、200万円もあれば立派な写真集を出せると思うけど。車を一
台買ったつもりで・・・売り上げも期待できるし。

三宅：私にとってはつくったり、生きたりする上で、いつも傍らに
ある小さなもので学問などという認識が、なかったのでちょっとし
た衝撃を頂きました。十人十色の観点は世界を豊かにしますね。
お話が聞けてよかったです、どうもありがとうございました。
印刷物などの価格についてですが、寺崎さんのような力量ある方
であれば、利益をあげる価格設定で全く問題ないように思いま
す。知名度をあげたいという方はあえて価格を抑えて、多くの人
の手に渡したいという意図もあるのかもしれません。ただ、低価
格だから売れるとも限らず、１円でも欲しくないものは買いません
し、タダでもいらないものもありますね。ちょうどよさそうな値段
を身近な信頼できる何人かの人に聞いてみるのも案外いいかなと
思っています。ニュートラルな意見が聞けるかもしれません。

ティナ：人間はほとんど学習でできていると思います。そしてどこ
かに必ず理がある。私はキサラさんの「理論とかは考えてない」
を “「理論は不要」論” と考えるんです。これは少し前から写真の
主流な気がしますね。
昔友人に「自分の周りでは無意味な写真が評価されるようだ」「コ
ンセプチャルじゃないことが求められている」と話された時に、
「それもひどく定めらた価値観（コンセプト）にそっていることにな
るよね」と返答したんですね。そういう経験もあるからか、ひねく
れているせいか、「理論はいらないよ」と言われると、逆にそうい
う理論か、と受け取ってしまうんですよね（笑）。何を理論的とす
るかが違うだけかも。
考える作品と考えない作品は、そう隔てている時点でどちらも考
えが表現されていると思います。後者は考えないという考えに基
づいているからです。ここを越えるには、無意識が必要では。

それから、全てが学びではあると思っていますが、これを学問と
して細かく区切ることに関しては三宅さんの感覚、わかります。分
野については大切にされている方が多いので、私は区別するよう
にしています。経験上、専門を侵されたりないがしろにされると専
門的な人はめちゃ怒るからです。が、本来は生きる中で学問的区
別などはなくても、あり得るものですよね。それでも分野というの
はあったほうが話しやすいのだと思います。たぶんこういうのも前
提の一つで、三宅さんのように隔てなく受け入れていらっしゃる方
は、その区切り方に驚くのだと思います。芸術だとか、哲学だと
か、これが写真でこれは写真でないとか、区切られることに違和
感を覚える人はたくさんいるはずだと思います。
写真集の価格に関しては非常に難しいですね！応援したいけれ
ど、価格帯によっては手が出ないということもありますし。とりと
めなくすみません、今日はこの辺りで！

三宅：ティナさんの発する「無意識」に強く魅かれました。
シャッターを押すこと（シャッターを押し始めること）は、きっと
その無意識に到達する為の呼び水的な行為なのかもしれません。
無数の無駄の中に時に何かが写りこみます。シャッターを押さな
ければそれに至ることは永遠にないわけです。モチーフはそこか
ら勝手に浮上するともいえます。
私がカメラをはじめて意図して持ったのは１８歳の頃です。それか
ら２０年も歳月が経ちました。時々、何かに触れることができたよ
うな気もします。時々、迷いの中にいます。時々、天真爛漫です。
時々、疑心暗鬼です。
ティナさんの感じる違和感にも、うなずきます。今度テレパシーで
お話しましょう、笑！（ティナと私だったらできそうじゃない？）

ティナ：皆さんこんにちは！今日も寒いですね。お身体にはお気
をつけて！
三宅さん、テレパシー！第六感ですね！三宅さんと私は語り口な
どは全然違いますが、重なっている部分があるのかもしれないと
感じます。何事も挑戦ですね！
そして遅くなりましたがかんのさん、小林さん！“自在性、特殊性”
についてのお話ありがとうございました！先にキサラさんがお話し
てくださったように、デジタルになってから自在になったイメージ

はあったのですが、フィルム写真から通じるものであるという感覚
が、経緯などを知ることで、私にも掴めたような気がします！！！

写真集についてです。小林さんの個人出版のお話で、そういう思
い切りも大事だなと感じました。しかし今数百万円手元にないと
いう事情があって、かつ銀行にも借りれなさそうなので、なかな
かできないなと思い直してしまいました。思い立ったが吉日、とで
きなくて残念です。
本格的な自費出版を元手なしでやろうと思うなら、それこそクラ
ウドファウンディングで“印刷原価プラス制作費を部数で割った
価格”を1単位として、応援を募る方法がありますね。数十～数
百万円の世界ですが、お金が集まってから発注できますから、安
心です。ネットの活用法の一つだと思います。
（キサラさんがおっしゃっていたのはもしかしてこちらかな？ 私が
数日前にお話していたのは、ネット上のパトロン制度のようなサー
ビスのことですが）
コスト面に関しては、他にも1部数千円で製作できるフォトブック
を注文毎に作るとか、数万円で100部ZINEを刷るとか、やると
したら無理なくやりたいのが正直なところかもしれません。ロック
ではないなぁ。
制作費（利益を含む）に関してですが、これも結局はそれぞれの
感覚でつけて良い部分だと思います。ただ、同様の品物の価格帯
（相場）、自分の行動や作品に値段を付ける難しさ、お金を稼ぐ
ことへの抵抗感、届けることが主目的であること、など色 と々相
まって、価格を抑えがちになるのだろうと思います。
人件費を考えて時給換算したり、何かしら指針をもって原価に上
乗せできると気楽なのかなと思いますが…。需要との兼ね合いも
あって、お金が絡むと本当に難しいですね。

販売に関して。私は特に、買う人の気持ちについて、測りかねる
ところがあるんです。写真や絵画、音楽などをやっている方に作
品を購入していただいたりすると、その人の作品も買うべきじゃな
いかとか、あまりよくないであろう感覚を覚えたことがあります。
友人や親しい人が購入者だったら、無理をさせてしまったのでは
ないか、親しくなかったら買わないんじゃないのか、と感じたり。
皆勝手にそうしている、気を使う方が失礼、と言って良いのかど
うか…。色んな人がいて、そこはわからないので迷います。「勝
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手にやっているんだ」と言う人ばかりなら、やりやすいのですが。

丸田：ご返答ありがとうございます。原価割れでも印刷物を販売
するのは、購入する人の立場を優先に考慮しての価格設定なので
すね。ZINEや写真集の個人販売が増える中、まさか多くの方が
赤字だと思わなかったので驚いて聞いてみました。寺崎さんやキ
サラさんの写真や印刷物に対する意識やクオリティなら、最低限
赤字にはならない価格設定、または適切な収入を得て充分大丈
夫だと思いますよ！写真家は、写真を販売して生活することです
から。
若い方のお話を聞いたり制作活動を拝見すると、その使用法を
問わず、制作の目的は他者と共有することなのかなと感じること
が多くあります。これは、とても意外なことだったのですが、展
覧会の開催や印刷物の販売は、人と会うことや共有することが目
的となっているような印象を受けます。もちろん、以前から展覧会
という場はそのような役割も大きいのですが、WebサイトやSNS

などの日常化によって求められるバランスが変化しているように感
じます。
自分の作品を他者と共有できたり、共感できる人がいたら、それ
は一生でも数少ないことなのでとても貴重です。でも、制作活動
において共有を第一に求めることと、批評性を持つ作品を制作す
ることは、私は正反対であるような気がしています。批評性を持
つ作品が多くの人に共有されることや評価されるのには、まだま
だ時間がかかりますね。（写真家や写真表現といっても様々な目
的の作品があるので、これは批評性を持ち合わせた作品制作上
の話です）

かんの：写真集制作からその価格設定のお話、そして販売のお
話、とても面白いです。いろんなお話を聞くと写真集はしっかりし
たものを一度作ってみたいなぁという気持ちが湧いてきます。
価格については飛び道具的かもしれないけど「ドネーション制」と
いうものもありますね。簡単に云えば「買う方が価格を決める」売
り方です。売り手は下限価格だけを決めてあとは買い手の判断で
いくら上乗せしてもいい、というやり方。食べ物でこのドネーショ
ン販売を買い手として経験したことがありますがとても面白い体
験でした。価格設定自体をまるきり相手へ委ねるというやり方も
あるようです。あなたの買いたい値をつけてくれ、と。これはか

なりスリリングなやりとりだと思いました。
過去の絶版の写真集が古書店で高騰しているのを見ると、この高
騰価格は作り手には還元されないのだなと思い複雑な気持ちにな
ります。「高額＝価値があると認められた」ということが勲章にな
るのかな…にしても。作り手への応援の意味でもしっかり還元さ
れる方法があればいいのにと思います。野菜などでも産直販売が
増えつつあるように、写真集も欲しい人へダイレクトに売りやすい
環境にはなってきていますね。強気の値段設定で高品質な作品
集を売る人がいっぱい出てきたらかかなり面白そうです。

丸田さんのご発言の「制作活動において共有を第一に求めること
と、批評性を持つ作品を制作することは、私は正反対であるよう
な気がしています。」頷きながら読みました。仲間内、友だち、知
らない人との一瞬だけの共感として「いいね」をクリックし合うこ
と。SNS上で気軽に交わされる「いいね」の功罪、みたいなもの
はあるのかもしれないと思いました。（コミュケーションツールとし
ての写真ならな～んの問題もないですが制作となるとなんだかブ
レそうだなって自分のことを省みても感じます）褒められると人間
だから嬉しくなります。でも作品を理解しようとして批評してくれ
る人は本当に大事で、そういう方はきっと厳しいこともおっしゃり
ますね。

丸田：ティナさん、確かに小林さんの言われるように数百万円で
写真集を出版するのは、容易ではありませんね。写真への優先度
の高さと覚悟が必要になります。でも、今は思い立ったが吉日で
印刷物の制作は可能ですから、はじめはお金にとらわれ過ぎず、
ご自身の制作や作品の目的に相応しい方法でできることからカタ
チにすればいいですね。本や写真集は、作品という役割だけでな
く、流通という役目も併せ持っていますから、納得できる写真集
を1部作成し持参して色々な人に写真を観てもらうこともできます
し、複数作成して販売すれば購入した人から他の見知らぬ人へ作
品が広がっていく可能性もあります。
おそらく、制作者として最初に大事なことは作品のクオリティより
も自分の制作や作品の目的、コンセプト、ステートメント、実現し
たいことなどを知ってもらったり伝えることであるようにも思いま
す。（もちろん作品のクオリティは高い方がいいですよ）写真はどの
ような方法（印刷物、展示、Webサイトなど）でも、多少の低画

質であっても、制作者の見ようとしている物事や認識方法は一瞬
で伝わりますから、まずは作品や作者を知ってもらって制作活動
を維持できるよう（数百万円の写真集を出版できるように　笑）に
積み重ねていくというのも一つの方法かもしれません。

制作活動の中で、制作と経済を成立させることはとても難しいで
すが、これからはさらに写真家やアーティストは作品だけでなく、
時代と表現に最適な手段や媒体、また流通方法などを自分で選
択して構築していくことが問われるように思います。インターネット
やWorld Wide Web、パソコンやカメラ、周辺機器、印刷技術な
ど様々な進化と普及によって、多様な表現手段や媒体を利用でき
るようになり、個人でしたいことが実現できるようになるということ
は、自由でとても豊かなことです。でも、それと同時に、業界や
市場の自由化に伴って個人の自立性が問われるということでもあり
ます。これは、写真やアートだけでなくどの分野でも同様ですが、
自分ですべてつくるというおもしろさと厳しさの両方を持ち合わせ
ることになりますね。
今後も様々な進化は継続して、社会も写真の使用法もまだまだ大
きく変化するはずです。かんのさんのお話の『ドネーション制』も
とても興味深いですね。今後、十分に考えられそうです。これか
らを活躍する皆さんには、様々な変化を楽しみながら、ぜひ写真
の使用法をさらに展開してもらいたいなと大きな期待をしていま
す。

ティナ：丸田さん、かんのさん、お話ありがとうございます。「批
評性を持った作品が多くの人に共有、評価される時代」に、はや
くなって欲しいですね。
ネットでは、人気や話題性が先立つシステムが普及していますし、
使い方の問題もあります。あらゆるコンテンツがあり、ライバルが
多すぎて、埋もれないためにも共有を必要としている気がします。
私は個人的に、システムに変革があることを期待しています。個
人の自立性が問われる中で、何をどのように選択するか、“進め
方”は本当に迷うところだと思います。

価格設定についてです。「購入する人」のことを考えてしまうとい
うのは、どうしてもありますね。私はできる限り剛胆に生きようと
思っているので、無視するよう心がけているのですが、“空気を読

め”の世代なので…。謙虚さや、共感力が人間として求められる
世代というか。無視したいと思っている私ですらたまに気にするの
ですから、ほとんどの人は無視できないと思います。買う人のこ
と、どうしても気になってしまうのではないでしょうか。
それから、例えば自信があったとしても『そんな値段あなたの写
真に払えない』と暗にでも言われたら、繊細な人は傷つくでしょ
う。売れないというのは、そういうことですから。他人の評価と
自信のジレンマも、価格設定の問題の根源としてあると思います
ね。他人の評価が高くて、自信が及ばないパターンもあるかも。
相応しい価格を自分で見つけるのは、困難を極めます。ここでも
個人の自立性が、本当に必要ですね。
「ドネーション制」は解決方法としてとても面白そうですね！ スリ
リングで本当に楽しそう！ 私がやるときは「ドネーション制」にし
てみたいです！この方法だと買う方にも自立性を問うことができる
ので、売る側から、余計（かもしれない）な気遣いをしなくて済
みそうです。

もう一つだけ。なんでしょう…たぶんなんですが、価格を評価と
結びつける感覚が薄くなってきたりしているのも、赤字で出すとい
う判断につながっているのではでしょうか。丸田さんのおっしゃっ
た「写真家は、写真を販売して生活すること」という感覚が、自
分の中で非常に薄いなと感じています。脱職業化と言いますか。
相当ビックにでもならないと、兼業がほとんどですし。私はアート
をやっていればアーティストで良い、写真をやっていれば写真家
で良い、名詞はなんでも良いけれど、その代わり中身で精査され
る、と考えていて。中身（内容、品質）で精査される部分は皆さ
んとも共通の認識だと思うのですけれど。お金を稼いでいるかど
うかはプロかプロでないかという一つの明確な基準です。しかし
お金になっていなくても、良いものは良いというのも事実ですよ
ね。ゴッホのように死んだ後で評価されても良いや、という気持
ちもあります。おそらくここにいる皆さん、生活的に苦しんででも
制作を続けるでしょう。少し話が逸れましたすみません。批評や
価値の基準を金銭に求めなくなっているのかもしれません。“欲さ
れること”“必要とされること” などに、基準がシフトしている気が
します。しかし、お金の優先度が低くなりすぎるのは、良くない
かもしれないですね。
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かんの：この座談会の延長期間も残り少なくなって来ましたね。
作品に対する対価、評価などスケールの大きい話の後にどうか
な？とも思ったのですが、なかなかこういう場でないと聞けないこ
となのでお聞きします。作品を展示したりまとめる時作らねばなら
ないものに「タイトル」があります。みなさんは作品のタイトルって
どのように考えておられますか？具体的に参考にしているもので
も、こうやって付けているでも、心構えでも何でも構いませんの
でお願いします。写真をめぐることばは時に非常に難解にもなり
がちですが、タイトルは作品をひっぱり引率し導くものですし、鑑
賞する側にとっても作者の意図を汲む手がかりとなる大事なものだ
と思うので、みなさんはどのようにお考えなのか気になっておりま
す。
私の場合、撮った写真を見ながらモヤモヤと浮かぶことばを何個
かつかまえておき、まとめる際に改めて情緒的過ぎない文学的に
もなり過ぎないようなことばを必死にさがすというパターンが多い
です。なかなかこれということばにたどり着くのが毎度大変で、気
になることばは現代の音楽を作る人たちの発言が多い気がします。
（よくネット上のインタビューなど読んでおやっとなります）
非常に小さい範囲の話で恐縮ですがお聞かせ願えればうれしい
です！

ティナ：“欲されること”“必要とされること”なんですが、私の場
合作品は“問いかけ”であることが多いので、“手に入れたい”と
いう意味ではなく、“心に刺さるか否か”のようなニュアンスです。
「何コレ最悪気持ち悪い意味がわからない」とかでも良いんです
よね。気持ちの良し悪しの方向はどちらでも良いので、人が揺さ
ぶられていると“必要とされている”な、と感じます。

寺崎：タイトルは、写真家のスタンスや写真を見る手掛かり・方
向性を示すようなものでありたいというのが私の理想です。プロセ
スに関しては、私もかんのさんとほぼ同じだと思います。そのため
には自分で撮った写真を客観的に見なければいけないので本当に
難しいですよね…。なので他人にも写真を見てもらってヒントとな
る言葉をもらったりもします。
「情緒的過ぎない文学的にもなり過ぎないようなことばを必死にさ
がす」というのもとてもよく分かります。詩的で難解な言葉をつけ
るといかにも作品らしくはなるんですが…。タイトルもテキストも

長いとそっちにばかり気を取られてしまって写真が見れなくなりが
ちなので (もちろん長くても作品を深めるよいものもありますが )、
私はいかに短く簡潔に書くか苦心します。

ティナ：タイトルについてです。私がタイトルを付ける一番の理由
は呼ぶためです。ほとんどの人間は視覚情報を正確に入出力でき
ないので、言葉に置き換えて伝達した方が早くて便利。名前を付
ければ簡単に呼ぶことができる、と考えて名前をつけています。
この便利さを活かしたいので、それなりに固有であることも意識
したりします。記号をつけることもありますね。
こう観て欲しいと思う見方がある時は、ヒントとなるようつけるこ
ともあります。言葉の誘導力には注意しながらつけています。逆
にそれを利用することもあります。

丸田：ティナさん、ありがとうございます。『批評や価値の基準を
金銭に求めなくなっているのかもしれません。』というお話、とて
もよく分かります。私も20代の頃は同じように考えて制作していま
した。今でもアートが職業になること（目的として）はおもしろくな
いと思っています。

写真家（フォトグラファー）と言っても、その目的は様々で、制作
を継続する方法もそれぞれでいいと思っているのですが、いろん
な物事をみていろいろ経験してみると、なるべく制作と生活は切
り離さない方がベストだと今は考えています。これは、職業を目
的とした場合ではなく、写真なら批評性を目的とした写真作品や
写真という手段を用いた作品表現を目的とした場合の話です。そ
の理由は、長期間または一生を掛けて制作を継続する場合に、
制作と仕事を分けて生活する（というか生きるバランスを維持す
る）ことは、とても難しいからです。そもそも批評性を目的とした
表現作品の制作は、何を見て考え、何を選択して、どのように生
きるのか、何を提案するのか、ということが問われるので、制作
と仕事を切り離すことに無理が生じてくるのです。切り離した生活
を続けると、制作や作品の動機も強度も低下するように感じます。
写真は手段であって目的ではありませんから、制作活動を継続す
る根源的なものが最も大事ですね。（でも、これはアート全般の
話なので、もしかすると写真家はまた少し違うかもしれませんね）
と言っても、初めから制作と仕事を切り離さないで生活するのは

困難ですから、写真家を目指すのであれば少しでも早い時期に
制作と仕事を切り離さない生活を自分でつくる（見つける）という
ことが、とても大事だと思っています。これはとても時間の掛かる
ことですから、もっと早く若い頃の自分に教えてあげたかったです
（笑）。

でも、ティナさんのお話はちょっと意外でした。若い方々のお話
や制作活動を拝見すると、結果を問わず制作すること、評価や
お金に関わらないこと、リスクを背負ってまで何かをすることなど
は、興味がないような印象を受けることが多かったので。

タイトルについては、かんのさんや寺崎さんのお話、とてもよく分
かります。写真作品の場合は、特にタイトルの役割が大きいよう
な気がしますね。私がタイトルを考える方法をあらためて思い出し
てみると、皆さんと異なる方法は大きく二つかもしれません。一つ
は、タイトルをつける内容を頭の片隅にずっと置いておき、しばら
くすると無意識の時に言葉がポンと現れる。これはすぐ言葉にな
ることもあれば、数年かかることもあります。おそらく、ずっと頭
の中で考えていると時代や社会の中で内容と言葉が精査、結合
されて、無意識の時に現れるのでしょうね。これはタイトルなど
の言葉だけでなく、アイデアも同じなのですが、夢の中とか車を
運転している時とか意識的に考えていない時やリラックスしている
時に現れます。でも急いでいる場合は使えません（笑）二つ目は、
撮影した写真や作品を見てからタイトルを考えるのではなく、常
に作品とは別に（平行して）その時代や流れの言葉を探していて、
その時に制作した作品と重ねるということもあります。私がタイト
ルを考えるタイミングは撮影後や作品の完成後だけでなく、それ
以前の場合も多くあります。

かんの：みなさまタイトルについてのお話ありがとうございます！
寺崎さんとはあまり遠くない方法で向かっている感じですね。「詩
的で難解な言葉をつけるといかにも作品らしくはなるんですが…。
私はいかに短く簡潔に書くか苦心します。」苦心しますよね…タイ
トルだけ立派でもダメだし難解になりすぎないように…私も長い
時間悩みます。
ティナさんの「言葉の誘導力には注意しながらつけています。逆
にそれを利用することもあります。」というところ、本当にそうです

ね。言葉は時に強いものなので取り扱いには注意を要します。

『タイトルをつける内容を頭の片隅にずっと置いておき、しばらく
すると無意識の時に言葉がポンと現れる。これはすぐ言葉になる
こともあれば、数年かかることもあります。おそらく、ずっと頭の
中で考えていると時代や社会の中で内容と言葉が精査、結合され
て、無意識の時に現れるのでしょうね。』丸田さんのおっしゃるこ
ととてもわかります。写真はまずどの場所へ行くのかというところ
から（作品の方向性としての向かう先と実際どの地へ足を延ばす
かの両方において）すでに何かモヤモヤとした予感めいたものを
手繰り寄せながらシャッターを押していますよね。なにをみても常
に考えているその感じとてもわかります。

作り手が常に考えていることは意図しようとしまいと作品へいろん
な形で出てしまうものだなと感じます。しかし「人生がそのまま出
る」というような「作家の生き様を見る見せる」ような言い方が私
は個人的にとても苦手なのでなるべく違う言い方をしたいのですが
（笑）、生活と制作はやはり切り離せないと思います。
いろんなシリーズの作品を発表していてもどのシリーズ同士にも
しっかり通底したテーマ、作者の向かうところを見せてくれるよう
な作品を見ると圧倒されるし本当にいいなぁと思います。
引き続き他の方も何かタイトルについてありましたらお願いいたし
ます。全く他の話題でもどうぞ。ここもあと１日で終わりなので。

小林：丸田さんのおっしゃるように、なるべく制作と生活は切り離
さない方がベストだとは思いますが、シリアスな写真作品制作と
なると、それがそのまま生活に直結して、収入に結びつくことは
極めて希だと思います。欧米であれば、国など公的機関のバック
アップが充実していますが、日本では無いに等しいですし、写真
作家が全て一人で生活から制作までを背負って生きていかなけれ
ばならない現実があります。植田正治さんは、鳥取で小さな写真
店を経営しながらの作家生活でしたし、土門拳賞受賞の鬼海さ
んは、マグロ漁船に乗りながら生活費を稼いでいたと聞いていま
す。金村修さんは学生の頃から駅構内の新聞配達の仕事を続け
てますね。鈴木清さんは看板屋・・・他、学校の先生とか、雑
誌、コマーシャルのカメラマンとか、皆さん、様々な職業に就き
ながら作家生活を続けています。僕も来るものは拒まずで、様々
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な雑誌や広告のお仕事写真をやってました。ただし、お仕事写真
と作品写真とは、自分の中では完全にわけて考えてましたね。分
別ゴミみたいな具合かな (笑 ) 。ということで、かなりのバイタリ
ティー、エネルギーが必要となりますね。でも、これはある意味、
写真界の常識かな。皆さん、真っ当な人生じゃないところが、面
白いのです。デッドエンド、崖っぷち・・・リスクも伴いますけど、
好きだから続けて来れたんだと思います。

あまりに夢のない話なので、学生たちに話すときは気が引けますけ
ど、写真作家を目指すんだったら世間を敵に回す覚悟がないとな
かなか難しいかもしれません。
 

丸田：かんのさんの「しかし「人生がそのまま出る」というような
「作家の生き様を見る見せる」ような言い方が私は個人的にとても
苦手なのでなるべく違う言い方をしたいのですが」は、確かに重
いですね（笑）。伝えるために言語化すると表現が難しいですが、
かんのさんも言われているように結果として「作り手が常に考えて
いることは意図しようとしまいと作品へいろんな形で出てしまう」と
いうことと同じです。この辺りの話は、言語化すると簡単すぎるし
重すぎるので、正直なところ私もあまり言葉にしたくないのですが
（笑）。

ティナ：丸田さんも同様に感じられていたということは、「評価を
金銭に求めない時期」というのがあるのかもしれませんね。「切り
離した生活を続けると制作や作品の動機も強度も低下する」という
のは怖いです。「制作と生活は切り離さない」ですね。今までのお
話から、先のことはわからないけれど、やはりそういう気概は持っ
ていなければな、と感じました。
一方で小林さんのおっしゃるように、「真っ当な人生じゃない」様
に生きるしかない気もしています。別の職業であっても、お金にな
らなくても、撮り続ける、作り続けるなど。どちらにせよ、なぜ制
作するのか、根元を忘れないことはできそうです。忘れないで生
きたいですね。「世界を敵に回す覚悟」で生き続けたいです。

それから、タイトルについて、皆さんと比較すると、観点が少し違
いましたね。でもないがしろにしているわけではないんですよ。鑑
賞者のために付けている部分は同じです。付けること自体に、相

当心を砕いているつもりです。
WEBコラボ時もシリーズ全てにつけましたし、安易な不要論には
賛成できないですし、コラボのタイトルも皆さんと一緒に一生懸
命考えたので（笑）重要性は理解しているつもりです。が、若干
ズレていますね。気をつけたいと思いました。
作品の解釈は鑑賞者に委ねるとして、委ねる前に内容を吟味し
て、邪魔にならないタイトルを付ける（導入にしたい時には内容に
きちんと合ったものを付ける）、そんな感じです。

丸田：小林さんの『皆さん、真っ当な人生じゃないところが、面白
いのです。』を聞いて、学生の頃、制作だけで生活をしている現
代美術作家に「アーティストなんてヤクザみたいなもの（商売）だ
から、普通の生活をしたい人はやらない方がいい」と言われたの
を思い出しました（笑）。
写真界は、小林さんの言われる通りだと思います。既存の写真
家、○○家ではなくて、これからは「自分の好きなことで（自分
で）仕事をつくる」という考えはどうでしょうか。私は夢のない話
だと思わないですし、現実において自分で仕事をつくることはエ
キサイティングでおもしろいです。

小林：ここにきて、水野しずちゃんの美大否定論ツイートが真っ当
すぎて面白い。予備校から延 と々続く、美大アカデミズムと如何
に闘うか。中にいる人間として、悩ましいところです。如何にも、
卒業とは美しい敗北である・・・。
「アーティストなんてヤクザみたいなもの（商売）だから、普通の
生活をしたい人はやらない方がいい」・・・良くも悪くも、その通
りだと思います。

ティナ：水野しずさんのツイート私も読んでいました。美大につい
てかぁ…。予備校に行ったことがないので予備校のことはわかり
ませんが、美大は、「皆予想より先生の言うことを聞くんだな」と
いう印象でしたね。そんな中で「何も聞く気がないな（失礼）、ぶ
れないな」という人の作品の方が、印象深かったこともありまし
た。
WEBコラボの時に、私にしては色んな種類の写真を出したつもり
なんですけれど、その中の「写真らしい写真」のようなシリーズ、
いわゆる美大で習った写真に対して、同じゼミだった子が「わざと

やっているんだとわかった」と指摘してくれて「流石によくわかって
いるなぁ」と感じました。
美大を出てからは、教育を踏まえて、どうあがくかだよなとよく思
います（笑）そのまま実践している人は、素直なんだと思います。
アカデミズムと、反アカデミズムと両方、教わったままやっている
人は実直だなと感じます。こんなことを言うと諸先生方に怒られ
そう。
でも知ることは必要だったと今は思います。美術教育は悪いこと
ばかりではなかったですよ。自分だけで辿り着くのは困難な場所
に素早く押し上げてくれますし、先人の知恵はありがたいもので
す。ただそればかりになってしまうタイプの人は、真っ当にも生き
れると思います。

ええと、友人の話を続けますね。日頃から私はわざとやる行動が
多いのですが、見抜いた上で「わざとやっているでしょう」と正面
から言える人は少ないので最高だなと思いました。沼田さんも厳し
く批判してくれる友人がいるとおっしゃっていましたね。でもそう
いう人をみつけるのは本当に大変なんですよ。
要するに大学は友人を得るには良い場所でしたよ！ と言いたかっ
たんです。
得難い友人をみつけられる（かもしれない）環境、1000万円。み
つけやすさ当社比1.5倍。

ティナ：Twitterは対象をぼやかした批判が多くて飽きてしまいま
したが、たまにすごい人が居て、なんというかそこは良いなと思い
ます。（ご本人は苦しんでいらっしゃるのだろうなと思うことも多い
ですが）ぼんやりした批判は、消えるだけの運命なので悲しいで
す。はっきり表現することが優しさ（というか必然）だと私は思い
ます。表現に挑むことは大切ですよね。
今日でこの座談会も終わってしまうので、また批評的な態度を受
け取れるところを探さないと…。まあ、孤独でも良いんですけど
ね。しばらく自分と議論したりかな。
展示か出版か、ネットか、色んなお話がありましたね。先生にお
会いしたくなりました。そうだ、信念を貫いていらっしゃる先生に
出会える可能性があるのも美術大学の良いところかもしれません。
たぶんその先生は教育に懐疑的だと思いますけれど（笑）。
この場が終わってしまっても、ネットか、あるいは地上のどこかで

皆さんがご活躍されている姿を知ることができたら、と思っていま
す！夜に書き込めるかわからないので、ひとまず御礼を申し上げ
ておきます。皆さんありがとうございました！

寺崎：私の場合、写真 (制作 )と仕事は完全に分けています。自
分にとってはこれがベストです (この先どうなるかは分かりません
が )。一生かけてやることなので、コンスタントに活動していける
ようバランスをとりたいです。
大学においては、反美大アカデミズム的な考えをお持ちの方々に
お会いできたことが貴重でした。荒野に出たらなるほど敵が多い
なと実感しています。とはいえ覚悟の上なので、愚直に撮り続け
ます。途中からでしたが座談会に参加させていただき、ありがと
うございました。

かんの：美大でも社会のどこかに所属している時も常にメインスト
リームの価値観を盲信しないで俯瞰し疑うような資質が写真を撮
る人にはとても大事なような気がします。友達はちょっと減りそう
な態度ですけど（笑）。

すみません。「生活と制作」について、ちょっと言葉が足りなかっ
たかもしれないです。（実際の会話と違って文字だけでニュアン
スまで伝えるのは難しい作業ですね）どのような場所から作品を
作っていても結果として作り手の「普段考えていること、世界へ対
する眼差しが否応なく出てしまう」と云った方が的確だったかもし
れないです。そういう意味で「生活と制作は切り離せない」という
ことばを使いました。生活するための仕事とはまた別の意味でし
た。「生活＝何を考えて暮らしているのか」という意味でした。紛
らわしくてすみません。
ちょっと話が逸れてしまうかもしれないですが、作品論と作家論
が一緒くたにされて語られることに苦手意識がありまして、「人生
が～生き様が～」と云った語り口で写真が語られるとうわーもう勘
弁してほしい、と反射的に思ってしまいます。これは「個性的な
人、特別なシーン、非日常、を切り取った写真こそ良いもの」とい
うような価値観への強いコンプレックスと反発心が私の中にある
からだと分析しています（笑）。できればドラマチックとは程遠い
平坦な場所からでもいいものはつくっていけるという証明をしたい
という個人的な思いがあります。
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写真家はヤクザな稼業かぁ…畳の上では死ねない説にまで繋が
りそうでこわいですね（笑）！
寺崎さんの「一生かけてやることなので」ということばに気が引き
締まりました。生きていると思いがけないいろんなことが起こりま
すがバランスを取りながらコツコツ取り組んでいく他ないですよ
ね。
写真のことをこのように誰かと語り合うことが普段皆無なのでこ
ういう場を設けていただき面白かったです。ありがとうございまし
た。ではまたどこかで。

小林：美大アカデミズムに関しては、水野しずさんのツイートと同
様のことを僕も感じています。先生の中にも、アカデミズムこそ
命ってな人とそうじゃない人がいますね。僕のゼミには、反アカデ
ミズム的な雰囲気の学生が来るみたいですね。なんとなく、そん
な匂いがするんでしょうね。大学に馴染めなくて、いつもポツンと
一人でいるような・・・そんな学生が多いです。毎年、一人二人
は「友達いないし、学校辞めたいと思って・・・」なんて相談に
来る学生がいます。でも、そんな学生を見ると逆に安心したりす
るのです。疑いは創造の始まりだから。そういえば、寺崎さんや
キサラさんも、そんな感じの学生でしたね。キサラさんなんかは、
3年生の時点でいつ辞めてもおかしくなかったような。水野さんは
映像コースの学生だったけど、飛び入りで清里のゼミ合宿に参加
してくれて、とにかく変でユニークな子だなぁ～が第一印象でした
ね。
確かに授業料は高いですが、美大で学べることも多々あると思う
し、卒業するもよし、中退するもよし、大学の4年間なんて人生
の中のほんの一瞬だから・・・。早くムサビのことは忘れて、そ
れぞれの人生を切り開いて欲しいです。もうすぐ卒業式なので、
ついついこんな発言になってしまいます。ごめんちゃい (^^;)

小林：かんのさんの「人生が～生き様が～」に対する苦手意識、
よく分かりますよ。僕も若い頃、新宿二丁目辺りで写真と生き様
について熱く語り合うってのが大の苦手でしたね。団塊の世代と
言われたお兄様方に対するアンチテーゼもあったと思いますが、
その違和感もあって東京郊外の無味乾燥な風景に親しみをおぼ
えるようになった経緯があります。70年代のエキセントリックな表
現に対するアンチだったわけです。

そうした意味では、いつの時代も批評性って大事だなと思います。
何に対して抗うのか、なぜに抗うのか・・・。
この座談会、若い人たちの動向が垣間見れてとても有意義でし
た。良い意味でも悪い意味でも、今の人たちは他人に対してとて
も気をつかって発言するのですね。僕らの世代だったら、とっく
に喧嘩が始まって収拾がつかなくなっているところです (笑 ) 。

丸田：美大のアカデミズムについて、美大は特別なところではな
く、他の大学や組織と変わらず、社会と同様の構造や問題を反
映しているだけのように感じます。入学した学生の頃は、水野しず
さんと同様でそのことにガッカリしました（笑）。特に伝統的な工
芸工業デザインだったので反アカデミズムだけでなく、社会に対し
ての多くの疑問を感じていた記憶があります。今になると、美大
や大学には役割があるので、私が期待しすぎていたのだと気が付
きます。
でも、不思議なことに美大では技術や知識を学ぶことはありまし
たが、アート（本質と言えばいいのかどうか）について触れる機会
はほとんどありませんでした。（選択したコースの影響もあるかも
しれません）。私がアートについて学ぶというか考える機会を得た
のはBゼミの時です。Bゼミではアートに関わる多分野の現役作
家が講師で、大学みたいに直接何も教えてくれません（ちょっと
語弊があります）が、作品だけでなく制作や生活などのすべてを
実践で見せて話してくれました。これは大学とは役割が異なるの
ですが、アートを知る貴重な機会でした。

丸田：それと、最後に少し補足させてください。これまでの話で
私はアートという言葉を多用していましたが、それは写真はアート
の中の一つだと認識していたからです。でも、もしかすると少し違
うのかもしれないと座談会で感じています。私は「アートは物事
の認識のかたち」だと捉えていて、アーティストというか制作者は
思い込みを一つ一つ自分で確認して排除していくことも仕事だと
思っています。先にお伝えするべきでした。アートに特別な意味
はなく、ただそれだけですので（笑）。

小林：丸田さんの「大学みたいに直接何も教えてくれません
（ちょっと語弊があります）が、作品だけでなく制作や生活など
のすべてを実践で見せて話してくれました」・・・先生としての僕
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日常写真「no select」 http://noselect.tumblr.com/ 
インスタグラム https://instagram.com/timewsan/ 

沼田つよし

1969年青森市生まれ、在住。1998年グループ展N-unit Photo 
Exihibition、2008年個展「ヴィジョン・オブ・アオモリvol.4 沼田つよ
し展 － 河口へ」国際芸術センター青森開催。

三宅章代

エプソンカラーイメージングコンテスト写真部門特選。第23回写真『ひ
とつぼ展』入選。ロシア、フランス、日本各地での企画展・雑誌等に写
真に掲載。風来坊です。
ウェブサイト https://akiyom.jimdo.com/

オカダキサラ

1988年東京生まれ、武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業、写真
家。©TOKYOというシリーズで東京を中心としたスナップ写真を撮影。
第4回1_WALLでファイナリスト、ユーナ21、コニカミノルタのフォト・
プレミオに入選。その他国内外で個展やグループ展を開催。ZINEも発
行しており「©TOKYO全てのドアが開きます。」「©TOKYO救いのバビ
ロン」などがある。
ウェブサイト「桃園画廊2」　http://okada-kisara.tumblr.com/

の理想形かな。教えることって、ほんと何もないような気がして
ます。背中を見ればわかるだろって、でも悲しいかな伝わらない 

(笑 ) 。でも、知識や技術だけを教える教師には絶対なりたくな
いなあぁ。
アートに関しては、僕のような古い写真家って、アートアレルギー
のようなものがあって「写真はアートじゃない、写真は写真だ」と
意地を張ってるようなところがありますね。おれはアーティスト
じゃない、写真家だってね。だから、アート、美術としてメディア
アートや絵画と一緒に語られることに抵抗があるのです。確かに、
写真には写真固有の問題があって、それはなかなか美術の側か
らは見えてこない部分があると思います。美大という場で写真を
教えることの難しさは、実はその辺にあると思っています。

丸田：小林さんはアートアレルギーだったのですか！それは知らず
失礼しました（笑）写真を考える上で、役割として写真以外の視
点も必要かなと思ったのですが、おせっかいオバさんだったかもし
れません（笑）。
慣れない言葉での座談会はなかなか難しいですが、伝えようとす
る気持ちは善意だけです。それは、日々の忙しい中で座談会に参
加していただいた皆さんも同じだと思います。言語化して伝えるこ
とや人と向き合うことは、制作とは種類が異なりとてもエネルギー
を必要としますから、対話していただいたことに感謝です。延長
も含め長い期間、どうもありがとうございました。また、座談会
を見守ってくださった方、リアルタイムで読んでいただいた方にも
お礼を申し上げます。
写真は、他とは類を見ない特質性を持ち、時代の変化によって使
用法の媒体が異なってもその特質は魅力と普遍性を持ち続けてい
て、きっとそれは今後も変わらないと私は思っています。これから
の写真の使用法と共に皆さんのご活躍を楽しみにしております。

ティナ：アートでも写真でも、アカデミズムでも反アカデミズムで
も、思考停止することがよくないのだと私は思います。別な人間
（外）と話したり、自分（内）と話したり、揉めたりしながら、常に
変化することが求められるのでは、と思います。ありがとうござい
ました！

三宅：ネット上で話すことはエネルギーがいりますね。言葉が多

すぎたり、言葉が少なすぎたり、誤解もあったかと思います。い
つか野原の上で座談会希望です、笑。みなさまのますますのご活
躍を微力ながら祈っておりますです～＾＾

2016年1月5日～ 2月8日ネット座談会、終了！
http://ultra-p.com/wc/03conclusion/discussion/
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西湖・野外シンポジウム「写真教育の場について」 西湖・野外シンポジウム「写真教育の場について」

西湖・野外シンポジウム「写真教育の場について」
報告：圓井義典

2015年8月27日（木）および28日（金）1泊2日

西ノ海キャンプ場（〒401-0332 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖 2403）

8月27日（木）

13:00　西ノ海キャンプ場 集合

13:00 ～　スクリーン設営作業

17:00 ～ 18:30　夕食 BBQ

18:30 ～ 20:30　野外での写真投影（学生によるスライドショー）

20:30 ～ 22:00　シンポジウム

8月28日（金）

朝食スクリーンや宿泊施設などの片付けと清掃後、自由解散

2015年夏、東京工芸大学の圓井義典ゼミ学生と武蔵野美術大学の小林のりおゼミ学生、共同研究メンバーが山梨県の西湖に
集まり、野外シンポジウム「写真教育の場について」を開催しました。

概 要

実 施日  ：

実 施場所  ：

スケジュール ：

2015年8月27日（木）13時。西湖の湖畔に本共同研究者6名と
武蔵野美術大学の学生（以下、ムサビ生）8名および東京工芸大
学の学生（以下、工芸大生）8名、総勢22名が集まり、夜のシン
ポジウムへ向けて準備をはじめました。
断続的にふり続いていた小雨が、日暮れの頃にはすっかりやんだ
ことは何よりでした。
みなでBBQを楽しんだ後、湖畔に設置した野外特設スクリーン
前に各自イスをもって移動し、予定通り第1部は始まりました。
第1部は、参加学生全員によるスライドショーです。
1：動画や音楽をはじめ、さまざまな表現媒体や手段があるなか
で、他の表現ではなく、なぜ写真で表現しなければいけない
のか。
2：制作する際に、写真をどのように使っているのか。
を共通テーマに、各自作品を投影しながらプレゼンテーションを
行いました。

約2時間の第1部スライドショーの後、ふたたび場所をかえて第2

部のスタートです。
第1部の写真の使用法についての発表全体から感じられた差異や
共通点などを、ムサビと工芸大という二つの枠組みを通して比較
検討しました。

小林のりおの発言をきっかけにして、シンポジウム参加者それぞ
れからさまざまな意見がでましたが、それらは概ね以下のとおり
に要約できます。

1：ムサビ生は各自のコンセプトを優先した表現をおこない、工芸
大生は、報道写真やニュー・ドキュメンタリーなど、写真の使用
法としてすでに社会的に確立した表現様式を優先した表現をおこ
なっている。

2：ムサビ生は、写真のもつ（Ｃ・Ｓ・パースに依拠する記号論的
解釈としての）インデックス・イコン性や、各対象（被写体）自体
が連想させるイメージなどの、一枚の写真を記号作用として成立
させる要素（メタ記号作用）の組み合わせから表現を産み出そう
としている。記号作用を形式と内容の二項に分けるとするならば、
メタ記号作用の組み合わせから表現を生み出す行為は、この二
項両者を同時にまとめ上げていく作業といえる。その結果、とき
に作者の独善的な使用法となっているために、鑑賞者には表現
内容が理解しにくく、ひいては説得力に欠けるものにもなりかねな
い印象を受ける。

3：工芸大生は、写真の使用法としてすでに社会的に確立した表
現形式を正確になぞり、その表現形式の範疇の中で自らのコンセ
プトを表現しようとしている。このことによって、鑑賞者は表現内
容が比較的理解しやすいが、「どこかで見たことがある」という既
視感につながりやすく、他人の興味をひく強さをもたせるには不
十分な印象を受ける。

以上のような意見から、写真だけではなく、美術領域における映
像媒体を用いた表現全般を学ぶ中で、あえて写真を表現媒体と
して選び制作をするムサビ生のあり方と、美術領域だけではなく、
広告写真や報道写真をはじめとする、さまざまな領域においての
写真の使用法全般を学ぶ中で、あえてある特定の写真の使用法
を選び制作をする工芸大生のあり方、という両者の明確な違いが
見えました。いずれの表現のあり方にも長所と短所があることを
互いに確認し、学生たちは、自らの表現をより広い視野から批判
的に見ることの重要性に気がついてくれたのではないかと思いま
す。また共同研究者にとっては、カリキュラム体系や教員の指導
方針といった教育環境が、学生の思考形成においていかに重要な
ものであるのかをあらためて確認する良い機会になりました。
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あとがき

2015年 4月より開始された共同研究助成「場における写真の展開 

- 写真の使用法に関する調査・研究」は、約二年間にわたりさま
ざまな方法で研究・考察を行ってまいりました。どのような研究
成果を得られたのか。その判断は本報告書をお読みなる読者の
方々に委ねたいと思います。

最後に、研究メンバーの一人として、個人的に得られた研究成果
のいくつかを簡単に述べさせていただきたいと思います。本共同
研究は当初より、大きく二つの軸、あるいは場を想定していたよう
に思われます。一つはSNSに代表されるようなインターネット上に
流通する写真、もう一つが美術大学における写真教育にも関わ
る「表現としての写真」、あるいは「アートとしての写真」。本研究
はこの二つの軸、あるいは場をめぐって研究・考察がなされたと
思います。この二つの軸、あるいは場の写真をどのようにとらえる
かは、各メンバーによって立場は異なります。あくまでも対立的に
とらえるのか、融合・混合したものとしてとらえるのか。前者から
後者を批評的に見るのか、反対に後者から前者を批評的に見るの
か、あるいは両者の交錯点から何か新たな批評対象を見出そうと
するのか。いずれにしても、二つの軸、あるいは場がキーワード
の一つとしてあったと思われます。

二つの場の写真のあり方を安易に比較、対立させることは、何か
別な事柄を見逃してしまう危険性はあるものの、その違いから見
えてくるものがあるのも確かなような気がします。その違いのいく
つかを述べて、あとがきの言葉にしたいと思います。まず注目し
たいのは、二つの場における「時間」の問題です。インターネット
上で流通している写真の多くは、イメージの生産（撮影・制作）・
流通（発表）・消費（鑑賞）のサイクルのなかで、「即時性（リアル
タイム）」に重きが置かれていることです。後者の「表現としての
写真」は、前者の「即時性」に対して、いわば「遅れた時間」に
あるように思えます。もちろん、後者の写真も、インターネット上
で公表されれば、インターネットの時間に支配されてしまうことは
言うまでもありません。この「即時性」と「遅れた時間」の違いが、
写真表現において何をもたらすのか、そこが論点の一つです。

あらかじめお断りしておけば、インターネットというメディアそれ自
体が「即時性」という時間構造を持っているということではありま
せん。あくまでも「即時性」という時間形式に支配されているとい
うことです。したがって、インターネットに「遅れた時間」を付与
することは可能でしょう。
さて、写真という静止画像に、この「即時性」と「遅れた時間」
という文脈を与えると、どのような問題が生じるでしょうか。まず

あとがき

一つ言えることは、前者の場合、反省的時間が欠如してしまうこ
とです。静止画像を見ることは、鑑賞者に一定の時間を強います。
しかし、前者の場合、動画の一コマのように見られる可能性が高
く、その結果、細部への鑑賞が疎かになり、美学的なものの誘
惑に屈することになるでしょう。かつて写真というメディアも、そ
の「即時性」が称揚された時代がありました。報道写真しかり、
あるいは「スナップ写真」という手法にも、その価値観の一端が
反映されていたように思えます。しかし今、写真というメディアを
再考する場合、静止画が強いる「鑑賞の時間性」はきわめて重要
な問題の一つに思われます。写真というイメージの生産において
も、イメージを熟成させる「時間」が必要とされているのではない
でしょうか。

二つ目が写真というイメージによるコミュニケーションの問題です。
前者の主たる目的・動機は、伝える・つながることに置かれてい
ます。その場合、何を伝えたいのか、何をもってつながりたいの
か。撮影者が見た・経験した現実の一部を伝えること、その現実
の一部を媒介にしてつながること。ここで無意識的な前提となっ
ているのは、写真（イメージ）と自然的現実、対象指示の働きと
現実の混同、いわゆるクラティルス主義です。その結果、鑑賞者
は撮影者と同一的な知覚経験を強いられ、イメージに対する批
判的判断力が欠如することになります。後者の写真の目的・動機
は、むしろ、ディスコミュニケーションにあるように思われます。
いやむしろ、円滑なコミュニケーションの流れを切断し、コミュニ
ケーションを成り立たせている経験構造、知覚構造そのものを問
いに付します。

インターネット上の写真と「表現としての写真」。この二つの場の
写真を比較対立させることで、二つほどの論点を挙げてみました。
おそらく、読者のなかには、そもそもこのような比較対立は、最
初から後者の存在を救い出そうと意図しているに過ぎず、結果と
原因を取り違えていると、批判する方もいらっしゃるでしょう。そ
もそも、前者の写真と後者のそれを比較すること自体、無意味で
あり、生産的ではないと。確かに、その通りかもしれません。し
かし、あえて比較対立させることで、あり得るべき写真の姿を浮
上させることも確かではないでしょうか。願わくば、この報告書も
また、写真の新たな可能性を生み出す契機の一つになればと思い
ます。

大嶋　浩
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表紙写真

編集

デザイン

発行日

発行所

印刷製本

田巻　海

小林のりお、大嶋浩、圓井義典

中　新（Lallasoo Poopo Lab.）

2017年1月31日

〒187- 8505 東京都小平市小川町 1 -736
武蔵野美術大学映像学科小林のりお研究室

プリンティングイン株式会社

武蔵野美術大学 2015年度共同研究助成

場における写真の展開 ̶ 写真の使用法に関する調査・研究

ウルトラ・ピクニック・プロジェクト報告書

小林のりお  ｜ KOBAYASHI Norio

1952年秋田県生まれ、日本歯科大学中退、武蔵野美術大学映像学科教授、
写真家。1993年木村伊兵衛賞受賞、1987年日本写真協会新人賞受賞。著書
に写真集「FIRST LIGHT」、「LANDSCAPES」他がある。2009年個展「アウト・
オブ・アガルタ」東京ならびに大阪ニコンサロン、1999年～ 2007年個展「Digital 

Kitchen」東京ならびに大阪ニコンサロン、ロシア・モスクワ、中国、ドイツなど
各地の美術館で開催。2002年「サイト、場所と光景」東京国立近代美術館、
1995年「液晶未来」青山スパイラルホール、1990年「日本のコンテンポラリー」
東京都写真美術館、「日本のコンテンポラリー」パリ、パピヨン・デ・ザール、
1989年「CONTEMPORARY JAPANESE PHOTOGRAPHY」アリゾナ州
立大学付属写真美術館など、1975年より国内、海外にて個展、企画展を多数
開催。1997年より、インターネットメディアを使用したデジタル写真作品を継続
的に発表している。ウェブサイト http://artbow.com/　http://norio.tokyo/

高橋明洋  ｜ TAKAHASHI Akihiro

1960年岩手県生まれ、東京造形大学造形学部美術学科 1類抽象コース卒、
武蔵野美術大学映像学科、デザイン情報学科非常勤講師、日本写真芸術専
門学校講師、写真家。2008年個展「♭ -broken」東京ニコンサロン、第 1回 

Novosibirsk International Festival of contemporary photography「FENCE」
出品 Novosibirsk State Art Museum ノボシビルスク（ロシア）、第 6回クラ
スノヤルスクミュージアムビエンナーレ「RIVERBED」出品 Krasunoyarsk 

Museum Center クラスノヤルスク（ロシア）、2003年個展「On a Palm」東京
ニコンサロン、他多数開催。1999年よりウェブ上での写真展示を精力的に展開
している。ウェブサイト http://www.boz003.org/　http://boz003.sblo.jp

圓井義典  ｜ MARUI Yoshinori

1973年大阪生まれ、東京芸術大学美術学部デザイン科卒、東京工芸大学写真

学科准教授、写真家。著書に写真集「圓井義典 2000 – 2010」がある。2011年

「TOKYO FRONTLINE」、3331 Arts Chiyoda、東京  2011年「光をあつめる」

（個展）、フォト・ギャラリー・インターナショナル、東京 2008年「沖縄・プリズ

ム　1872 -2008」（グループ展）、東京国立近代美術館、東京 2008年「海岸線

をあるく－喜屋武から摩文仁まで」（個展）、フォト・ギャラリー・インターナショ

ナル、東京 2005年「沖縄」（個展）Exhibit Live & Moris、東京 2003年「地図」

（個展）Exhibit LIVE、東京。ウェブサイト http://yoshinorimarui.com/

坂口トモユキ  ｜ SAKAGUCHI Tomoyuki

1969年香川県生まれ、岡山大学地学科卒、東京大学大学院地球惑星物理専
攻修了、日本写真芸術専門学校二部卒、武蔵野美術大学映像学科非常勤講
師、多摩美術大学映像演劇学科非常勤講師、日本写真芸術専門学校非常勤
講師、写真家。2008年に写真集「HOME」で写真の会賞を受賞、2007年に
米国 Aperture Portfolio Prize のRunners-upに選出される。著書に「HOME」、
「痛車 Z」などがある。2012年個展「痛車 Z」pixiv Zingaroギャラリー開催、
他個展、グループ展を多数開催。インターネットメディア、デジタルメディアを
使用した作品制作を精力的に行っている。ウェブサイト http://tsaka.jp/

大嶋浩  ｜ OOSHIMA Hiroshi

1952年生まれ、武蔵野美術大学映像学科、デザイン情報学科非常勤講師、美術・
映像批評。著書に「痕跡の論理 -写真はおのれを何と心得るか」夏目書房
2004年刊、他多数。高校卒業後、フランスに留学。フランス・カーン大学中
退。アルジェリアにてフランス語の技術通訳に従事。帰国後、女性誌・書籍な
どの編集に携わる。専門分野：写真論、映像論、現代美術、現代思想。2012

～ 2013年WebサイトFFLLAATT「イメージの病－臨床と症例」展評連載、
2012年『neoneo』01「震災写真－表象不可能なものへの希求」、2009年『来る
べき写真家　中平卓馬』（河出書房新社）「いかにして写真を救うか」、2003年『遊
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