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河西： ご視聴ありがとうございます。現在開催しております牧野智晃さんの個展『まちをたぐる』を記念してトークイベン

トを始めたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

牧野： 宜しくお願いします。

個展『まちをたぐる』展示風景
© Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY
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河西： まず牧野さんについてご紹介させていただきます。牧野さんは写真家で、2005年に発表した〈Tokyo Soap Opera
〉で「木村伊兵衛写真賞」にノミネートされました。〈Tokyo Soap Opera〉は、東京で生活をしている中年女性をそ
れぞれの生活空間で撮影をした作品なのですが、そのニューヨーク版となる〈Daydream〉を2011年に、台湾版の
〈Theater〉を2019年に発表されています。本展では、それらのシリーズとは全く違う新作で、東京23区にある電柱
と電線のある風景を撮りためた作品を発表されています。そして、今日のトークイベントには、都築響一さんをゲ

ストとしてお呼びしております。どうぞ宜しくお願いします。

都築： 宜しくお願いします。

河西： 都築さんは、写真家であり、編集者、ジャーナリストとしても活動されていらっしゃいます。創刊期の「POPEYE
（ポパイ）」や「BRUTUS（ブルータス）」などでは編集者としてご活躍され、その後、生活感あふれる東京の居住
空間をまとめた『TOKYO STYLE』という443ページのかなり厚い本を出版。また、日本全国の秘宝館や変わった
博物館などを撮影した『ROADSIDE JAPAN　珍日本紀行』（筑摩書房）では木村伊兵衛写真賞を受賞されてい
ます。暴走族、デコトラ、ラブホテルや、東北地方の農民が継ぎ足した民族衣装、東京中のバーなど、それまで

光が当てられることのなかった無名の人々の生活を通して現代の日本社会を描くことを続けていらっしゃいま

す。

都築： ありがとうございます。

河西： 「ROADSIDERS’ weekly 」という有料のメールマガジンも週刊で刊行されていますよね。10年ほどになりますか？1

都築： そうです。2012年からなので、もうすぐ10年ですよね。

河西： 今回のイベントゲストを都築さんにご依頼したのは、牧野さんの〈Daydream〉の帯を書いていただいた繋がりから
です。

牧野： ありがとうございます！

都築： いえいえいえ（笑）。

河西： BEAMSさんの「B GALLERY」でもご登壇いただいたということもあり、ご縁があるなと感じて私の方から牧野さん
へご相談させていただき、今回ご依頼させていただいたという経緯があります。記憶を辿ると、お二人にはパン

チの効いたエピソードがあったなと思い出しました（笑）。

都築： え、何だっけ？書評の話ですか？

牧野： 今回、実家の母に連絡して写真を撮ってもらいました。こちらです。

都築： ほうほう。ああ、これね（笑）。

〈朝日新聞と週刊文春〉

河西： 牧野さんとはギャラリーを始める前からの友人なのですが、週刊文春に牧野さんの１冊目の写真集のことが掲載

されていて、非常に驚きました（笑）。ことの経緯をご説明しますと、都築さんは７年間ずっと朝日新聞に書評を

連載されていて、取材費なども自前で、興味の湧く本を見つけては書評をするという活動を続けていらっしゃい

ました。次は牧野さんの〈Tokyo Soap Opera〉をご紹介いただけるとなった時に、朝日新聞の担当者から文言に
ついてご指摘があり、掲載が叶わなかったという事があったそうです。朝日新聞に載るはずだった書評が週刊文

春に掲載されていまして、内容が非常に面白いのでぜひ一部を読ませていただきます。

1ROADSIDERS' weekly：都築響一が運営する有料メールマガジン
https://roadsiders.com/
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「わざわざ遠くの国に来てるのに、昼間っからホテルの部屋でボーッとテレビを見たりする。どこの国でも、国民

性をもっともよく表現しているのは、立派な教養番組ではなく、極限に陳腐な連続ドラマのほうだ。

アメリカではソープオペラが、日本では昼メロが、むせかえるほどに濃厚な日常の真実を開陳しているが、『トー

キョーソープオペラ』は1980年生まれの若い写真家が、自分の母親世代の熟女達に昼メロのヒロインを演じさせ
た、おぞましくも見入らずにいられない異色写真集だ。

小指を立ててマイクを握ったり、スナックでカラオケを絶唱する、あの場違いな、度を越した没入感覚。それが真

昼の居間に置かれたぶら下がり健康器や、台所の流しや座敷の畳を相手に、本気度100％で再現されている。
やらせた写真家もすごいが、なんの疑いも持たずに（たぶん）、嬉々として（たぶん）ヒロインになりきっている116
人の熟女たちもすごい。からだもそうだが、こころも熟しきってる感じだ。

日常であることと、劇的であること。いちばんかけ離れたものが、いちばん思いがけない場所で出会うスリル。醜

さと美しさに満ちた、場末のドラマがここにある。

週刊文春（12月号, 2005年）

都築： 何回か言ってますけど、「新聞の書評」というのは書評とは言えないというか、新聞も週刊誌も大体が700字〜800
字なので、ただの紹介にしかなれないという感じなんです。その中で、なるべく光の当たりにくい小さな出版社か

ら出ている、地方の書店ではなかなか見つけにくいものを紹介できたらと思って、当時はその思いから続けてい

ました。だけど、別に編集部からこれを書いてくださいと依頼が来るわけではないので、書評を書くための本も自

分で買わないといけないし、700字〜800字だと原稿料も微々たるものだし、正直言って経済的なメリットはゼロな
んですよね。その中で、牧野さんの写真集について書いた時は、担当編集者から「おぞましく」という言葉は止

めろと言われてしまったんです。

河西： でもその言葉がないと成り立たないですよね。

都築： そう。「おぞましく」というのは誉めるために使っていたんですけど（笑）。担当者になぜダメなのか理由を聞いた

ら、読者に不快感を与えかねないということでした。仕方なく「あやしくも」はどうかと話したら、それは余計に悪い

ということで揉めにもめて、結果、連載を辞めることにしました（笑）。そのことを伝えると、朝日という大きな仕事を

辞めるのかと非常に驚かれ、その言葉にまたカチンと来ました（笑）。当時の週刊文春の編集長が、以前に別の

週刊誌で、担当編集者だったという繋がりがあり仲が良かったんです。それで、朝日新聞との一連の話を電話し

て、このことについて書かせてもらったのがこの記事です。まだ「文春砲」となる前でしたけどね。ちょこっとです

が書かせてもらったことで、この件を知ってくれる方もいて、別の朝日新聞の方からこんなことがあったのかと沢

山電話がかかってきました。

河西： そうだったんですね。

都築： こちらとしては楽しいエピソードなんだけれどね。編集者人生でも途中でぶつかって切られるということは何度も

経験しているので、動揺もしないし、ちょっと良い話なんです。意識が高い系の人達に引っかかる何かが、牧野

さんの写真にはあったのかなという気がしますね。
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牧野： ありがとうございます。

河西： 余談ですが、この記事を読み直して思ったのは、牧野さんの書評が朝日新聞に載らなかったことも残念でした

けど、本当に残念だったのは牧野さんの後に乗るはずだった方々ですよね。

都築： そうなんですよね（笑）。

〈Tokyo Soap Opera〉

都築： 〈Tokyo Soap Opera〉は牧野さんの初めての写真集だったんですよね？僕はともかく、他の方の反応はどうだっ
たんですか？

牧野： そうですね。一応、いろいろな女性系の雑誌などに取り上げていただきました。

都築： 女性系の雑誌って何？

牧野： 女性雑誌の編集の方々が取り上げてくださったんです。あとは、ロンドンで展示もさせてもらいました。家の内装2

などから垣間見えるこのある種のおばちゃんカルチャーなどが、文化を飛び越えて1周回って面白く伝わったの
か、その個展について雑誌でも取り上げていただきました。ただ、少し違った形で取り上げられていて、2つ掲載
いただいた内の1つには、「日本もオシャレになってきたな」という内容が書かれていました（笑）。もう1つはきちん
とした内容で掲載されていたのですが、そっちは少し小馬鹿にしたようなニュアンスの内容でした。でも載っただ

けで、僕としてはとても嬉しくはあったんですけどね。

〈Tokyo Soap Opera〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

都築： 牧野さんはこの写真集を出して、意地悪だなって言われたことなかった？

牧野： これをさせてしまっているという点では、そう受け取られることもあるかも知れませんが、僕としては意地悪という気

持ちではやっていないんですけど。

都築： 牧野さんにそのつもりがないのは分かっているけど、見ている人が、おばさんをおもちゃにしてという受け取り方

をして、意地悪な反応をする人はいなかった？

2牧野個展「AFTERNOON」museum52（2005年, London）
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牧野： ありますよ、この写真集を出すという直前で、モデルをしていただいた方とトラブルになったこともあります。タイト

ルが〈Tokyo Soap Opera〉なので、「ソープ」という言葉がいやらしいということで連絡をいただき、僕としては「ソー
プオペラ 」で一つの単語なのでと説明もしたんですが、一悶着あり結局その方には出ていただけませんでした。3

〈Tokyo Soap Opera〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

都築： なるほどね（笑）。なぜその事を聞いたのかというと、僕も最初の写真集の『TOKYO STYLE』を出したときに、そ
ういった反応が沢山あったんですよね。もっと綺麗な家は沢山あるのに、なぜわざわざ狭くて汚い家を出すんだ

と、日本人からとても言われました。海外の方は面白がるんだけど、日本の偉い人たちから言われましたね。こち

らとしては、良い意味で撮ろうとしているんだけど、それが伝わらないというか。その後に出した『珍日本紀行』の

時はもっと言われました。

本って「読者感想はがき」みたいなのが付いているじゃないですか、あれってあまり返ってこないんだけど、その

時に返ってきたはがきで未だに覚えているのは、カメラはこういう汚いものを撮るための道具じゃないと書かれて

いたんです（笑）。めっちゃ力付けられたというか、いつかこいつを黙らせてやるという気持ちでやってきたんで

す。僕としては、地方の不思議な風景などを違う形でポジティブに見せたかったんだけども、それがどうしても伝

わらないんだなというもどかしさがすごくありました。だから、牧野さんも同じような思いをけっこう抱いたのではな

いかと、とても思いましたね。

牧野： 当時、僕は若かくて「これ良いでしょ」という感覚だったので、そう言ったネガティブな反応を気にしていなかった

というのはあるかも知れません。「この感じ面白いじゃん」だけでやっていたので（笑）。

〈お金で隠されるプライバシー〉

河西： その後、ニューヨークに行きましたよね。

牧野： そうですね。2〜3年後です。まだ結婚もしていなかったので、最後の冒険旅行の気持ちで行きました。

都築： なるほど。

3 ソープオペラ：アメリカでは、石鹸メーカーがCMスポンサーになることが多かったため、昼に放送された「通俗的な連続メロドラマ」をソープオ
ペラ (soap opera) と呼ぶ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%BC%E3%83%89%E3%83%A9

5

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%BC%E3%83%89%E3%83%A9


〈Daydream〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

牧野： 海外の方は家を見せたがる方が多いですよね。さあ見てちょうだいという感じで、日本とは少し違うかも知れませ

ん。日本は見せたくないものを隠すというところに面白さがありましたけど、海外は私を家ごと見てという感じでし

た。

都築： あとはこのニューヨークでモデルになってくれた方は、日本版に比べて暮らしのレベルが相当高い人が多くな

かった？

牧野： まあ、そうですね。色々な方がいましたけど、かなりレベルの高い方もいました。

〈Daydream〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

河西： この方は、画家を家に呼んでこの壁を描かせたんですよね？

牧野： そうです。このテーブルセッティングも執事がしてくれるそうです（笑）。

都築： 沢山の部屋を撮ってきて思うことは、お金持ちの家って大体つまらないんだよ。なぜつまらないかと言えば、お

金って自分のプライバシーを隠す道具なんだよね。つまり、狭い部屋だとその人の生活って絶対に出てしまうわ

け。例えば東京版だと、普段どんな服を着ているのか分からなくても、鴨居に下がっている服を見ればその人の

着ている服とか分かるじゃない。冷蔵庫の上を見ると、普段どんな食事をしているのかも分かってしまう。一方、
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お金持ちだと巨大なクローゼットがあるわけだし、そういう自分のプライバシーをお金によって隠していくっていう

ことがあるんだよね。お金持ちになるにつれて、どんどんパブリックな空間になっていくし、誰が来ても誰に見せ

ても大丈夫なわけ。だから、お金持ちの家を個性的に見せるのってすごく難しいよね。

牧野： この生活が見える感じが面白いですよね。

都築： そうね、これがギリギリの線くらいじゃないですか？

〈Daydream〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

河西： この後に、台湾ですよね。

牧野： そうです。色々と小細工したいお年頃だったので、２枚撮影して並べているのですが、それぞれ別のポーズを

取ってもらいました。縦位置で２枚撮っているだけで、合成ではないです。

河西： 片方は他所行きの服を着ていただいて、もう片方は普段着を着ていただいています。

牧野： 部屋とおばさんの情報量を上げたかったので色々と試していました。

都築： なるほど。
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〈Theater〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

河西： 台湾って同じアジアで、かといって日本とは違うという絶妙なところがありますよね。ニューヨークと、東京と、両方

の感覚が混ざっているような感じがします。

牧野： まあ、台湾は木を掘った家具が好きだなという感じです（笑）。大体、椅子や箪笥に龍とかが掘られているんです

よね。

都築： これも台湾の中では、中流以上でしょ？

牧野： そうですね（笑）。

〈Theater〉より
© Tomoaki Makino, courtesy  KANA KAWANISHI GALLERY

〈まちをたぐる〉

河西： そして、いままでポートレートばかり続けていた牧野さんが、新作を出されたということで見せていただいたのがこ

の電柱と電線のシリーズです。

牧野： 風景のシリーズは初めてだし、モノクロも初めてだし、デジタルで撮るのも初めてです。今まで作品は全てフィル

ムで撮っていました。撮影した画像にGPSを埋め込めるGPSロガーを見つけて、それに心惹かれて何かしたいと
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いう気持ちもあり、電柱の存在には昔から興味があったので、GPSと一緒に街を歩いてみようかという気持ちでは
じめました。

都築： 前作の台湾からはどれくらい時間が空いているんですか？

牧野： 台湾の最後の撮影は2017年で、展示したのは2019年です。

都築： じゃあ、作る側からしたら3〜4年経っているんですね。

河西： この新作の構想は10年前くらいからありましたよね。

牧野： 電柱のシリーズはそうですね。昔から面白いとは思っていたのですが、おばちゃんを続けていたので何か新しい

シリーズを始める気持ちはなかったんです。

都築： フィルムからデジタルに変わったというのは何があったんですか？

牧野： GPSのロガーと一緒に撮影していたので、歩いたところがそのままマッピングされて、撮影した写真にもGPSが埋
め込まれていきます。電信柱は、無くなる可能性ももちろんあるので、どこにあったのかという記録という意味もあ

り、デジタルで撮影をはじめました。

都築： なるほど。ここからデジタルを使ったのはそういうことで、じゃあ敢えてモノクロにしたのはどういうことなんです

か？

牧野： 撮影はカラーで撮っているのですが、色の情報に目がいってしまって電柱と電線が作り出す幾何学模様のよう

な入り組んだ状態が目立たなくなってしまうということが一つの理由です。それと日の光の影響などで、電柱や

電線の色味が若干違うことが気になったこともあり、一律でコレクションすることができるのでモノクロを選びまし

た。

Kameido 35° 42' 18.528" N 139° 49' 22.248" E
2021 | archival pigment print | 460 × 690 mm | © Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

河西： 発表するものが今までと方向性が違うので、2020年の世の中の変化もありこれと向き合わざるを得なかったんで
すよね。

牧野： 単純に時間があったということです（笑）。闇雲に歩く機会って中々ないですからね。何か仕事があったら仕事先

から５駅分歩いて帰るとか、赤羽の立ち飲み屋をゴールにそこまで歩いてから呑むとか、そういう設定をして自分

なりに歩いていました。

河西： 世界中の都市の他人の家に上がり込みなんてとてもできない時期でしたからね。
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都築： 電線は、なぜ好きなんですか？

牧野： 東日本大震災の影響で原発のトラブルなど、電力供給先について問題になったことがありましたよね。そのこと

がきっかけで意識するようになりました。改めて見てみると、僕が住んでいる高田馬場のエリアや、事務所がある

文京区の周辺なども、結構電柱が多く立っていて、こんなにぐちゃぐちゃなものがあったんだとその時に気づき

ました。初めはフィルムカメラで撮影していたんですが、何か違うなと思いそのまま放置して数年が経ち、デジタ

ルで再開しました。

電柱がなぜ好きかというと、単純に存在が面白いなと思ったからです。歴史的な建物があっても、その目の前や

周辺至る所に電柱が立っているんですが、日本人は無意識的に無視する目線になっているんですよね。電柱

や電線が邪魔でも、自動的に無視するフィルターが付いているのかなと思うくらいの無自覚っぷりなので、その

存在が面白いなと思ったのが大きな理由です。ただ、電信柱が好きというのではなく、電信柱が街の中に存在し

ているということが面白いんです。おばちゃんシリーズで言うと、電信柱がおばちゃんだとすると、部屋が街という

関係で、電信柱を撮っているけど、街の情報も入ってくるというのが面白いなと、撮影していて思ったことです。

都築： 電柱が好きなの？電線が好きなの？

牧野： 両方ですね。電信柱と電線が作り出す幾何学模様が好きですね（笑）。

〈電柱とおばちゃん〉　

都築： 少し前に練馬区立美術館で開催していた「電柱絵画展」は見ました？

牧野： さっき河西さんとその話をしていました。電柱の存在をポジティブに捉えている時代の作品ですよね？

都築： 昔は、電柱は「文明開化」の象徴だったわけじゃないですか。電線が通っている場所は近代化が進んでいると

いう良い意味の象徴でしたよね。そこから長い時が経って、今では高級住宅街から電柱が地中化されていて、

美学から言えばこれは「ネガティブ」なものの象徴ですよね。だけど、どこにでもある。その意味ではおばちゃん

みたいですよね。世の中的には「女」というのは20代前後の綺麗で可愛い女の子を指すわけで、50代くらいは風
俗などで「熟女」というフィールドが確立するまでは「終わった人」ですよね。だから、その熟女と電柱の共通点を

僕はすごく感じましたね。

河西： なるほど。

都築： 今はAV雑誌でも「熟女」って言葉が付けばなんでも売れるんですよ。まあ、牧野さんが撮っているのは、今の基
準の熟女ではないけどね。「超熟」だよね（笑）。

牧野： 熟女ってもっと若い人を指すんですか？

都築： 熟女枠っていうのは、風俗業界でいうと大体30代ですよね。だからこの方々は皆さん「超熟」の部類に入るわけ
です。

牧野： そういう目線では見てないですけどね（笑）。

都築： そうだよね。そうなんだけど、こういう人たちは昔は性的対象には見られていなかったわけじゃないですか。だけ

ど世の中には実はいっぱいいるものですよね。だから電線のあり様にとても似ているなと、見ていて思いました

ね。

僕も東京の電線を見ていてごちゃごちゃしているなと思いますけど、東南アジアに比べたらこんなもの序の口

じゃないですか。ベトナムでは、もっと酷い状態の場所もたくさんありますよね。蜘蛛の巣のように電線が入り組

んでいるところから、さらに勝手に電線を増やして電気を盗んでいる人たちもいるわけだし、それに比べれば東
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京はよほどスッキリしていると思うけども、それでも先ほど牧野さんのお話にあったようにフィルターをかけて、大

体の方は電線をなかったものとして風景を見ていますよね。

だから、牧野さんは大体の人がないものとして見過ごしているものに目がいってしまうのかなと勝手に思いまし

た。だって電柱がある風景なんて、綺麗でもないし見慣れたどうってことない景色じゃないですか。

牧野： そうですね（笑）。

都築： これまでの熟女シリーズでも、ものすごく綺麗な熟女が出てくるわけではないですし。そこが今回のモノクロで余

計に強調されているかも知れませんね。時代も分からなくなっているし、本当ならば色が出ることによってもっと

綺麗な風景もあったかも知れないですけど、それらが色を失って、一様に生き生きとした感覚がなくなっているよ

うに感じますよね。

Shinjuku 35° 41' 35.814" N　139° 42' 18.486" E
2021 | archival pigment print |  460 × 690 mm

© Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

Akabanekita 35° 47' 6.81" N 139° 42' 24.642" E
2021 | archival pigment print | 460 × 690 mm

© Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

河西： 今回は歩いて撮影しているんですよね。

牧野： そうですね、夏はかなりキツかったです（笑）。春夏秋冬と色々なシーズンを歩いてきました。

河西： それぞれの土地によって色が違いましたか？

牧野： 蒲田は結構面白かったですね。商店街や居酒屋さんがたくさん並んでいるところだとか、アジアに続く雰囲気が

あり良い風景でした。蒲田だけで1つできるんじゃないかと思うくらいのボリュームゾーンでしたね。逆に中央区、
千代田区は色々歩きましたけど中々見つからなかったです。

都築： そうですね。僕は千代田区ですが、電柱も電線もほとんどないですもんね。

牧野： あと意外なところだと、アメ横は電線が立っていないんです。期待して行ったのですが、全然なくて驚きました。

河西： 電柱は徐々に地中へ埋められていくものなんですよね？

牧野： 一応、東京都は全体の8％が地中化されていると言われています。コストがかなり掛かる点と、大通り以外の一本
奥に入った通りは様々な問題が重なって難しいようです。なので、僕が死ぬ頃にどれだけ減るのか、結局ほとん

どが変わらないままなのか、といった感じです。一応、電柱の地中化計画については調べたのですが、何十年4

も前から始まってますが中々進んでいない状況のようです。

4電柱の地中化計画：無電柱化は、昭和61年度から3期にわたる「電線類地中化計画」、平成11～15年度の「新電線類地中化計画」、平成16
～20年度の「無電柱化推進計画」に基づき、整備を行っている。
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/genjo_02.htm
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都築： なぜ蒲田に多いんだと思いますか？

牧野： 闇市が元になって街を作っているからですか？ゴールデン街もそうですけど、商店街も入り組んだ作りで、まあ

汚いですよね（笑）。

都築： アメ横は1番大きな闇市だったからね。まあでも、千代田区の真ん中みたいな街と、蒲田のような街と、日本にど
ちらが多いかというと絶対に蒲田のような街が多いですよね。つまり、日本にはミニ蒲田のような街が沢山あると

いうことです。言い方を変えれば、経済的に見れば世界第三位の経済大国の日本は、まだこれだと。だから「世

界の蒲田」が日本なんじゃないかと思うんですよね。

〈街の点滴〉

河西： 電柱は、戦後の復興の時にお金がなくて立て始めたんですよね？

牧野： そう言われていますね。電柱を立てて電線を走らせるのは安いそうです。始めは仮置きで立てた電柱ですが、ど

んどん電力が必要になり、次々と電柱を立てていき、仮置きではなくなった結果が今の街です。

都築： 展覧会を見せてもらいましたけど、牧野さんは電線が多いところを敢えて選んで撮っているわけではないですよ

ね。割とスカッとしたところや、幾何学的なところもあるなと思いました。僕なんかは、面白くてぐちゃぐちゃなとこ

ろを撮ってしまうけど、牧野さんはどういった基準で撮影されているんですか？

牧野： 電線と街との関係性が面白いなと思った時でしょうか。あとは、ぐちゃぐちゃな所って、ただぐちゃぐちゃなだけで

飽きてくるんですよね。撮影していると、街と電線が織りなすストーリーを探し始めるんです。例えば、この新興住

宅地だと、点滴を受けているように見えるなと思って撮影しました。

Shinozakimachi 35° 42' 5.532" N　139° 54' 21.72" E
2021 | archival pigment print | 460 × 690 mm | © Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

都築： なるほどね。僕がぐちゃぐちゃな電線がある街が好きなのは、ものすごく混み入った電線が街の血管みたいに見

えるからなんですよ。ここから電気という名の血液が流れているというね。だから、ぐちゃぐちゃな電線が這う街に

は、すごく生命力を感じるわけ。でも今見た新興住宅地は、まさに点滴というか、生命力ないでしょ。生きる活力

に欠けたように見えるっていう。勝手な想像ですよ（笑）。だけど今牧野さんがおっしゃったように、電線と風景と

の関連と一緒ですね。
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Ikegami 35° 34' 33.24" N　139° 42' 22.302" E
2021 | archival pigment print | 460 × 690 mm | © Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

河西： これも面白いですよね。

牧野： 池上本門寺あたりですが、神社の前に立てるんだと思って撮りました。この場所にこれは要らなくない？と思いま

したね（笑）。

〈今後の構想〉

河西： 都築さん鋭いご指摘をありがとうございました。電柱がおばちゃんと同じという視点がとても面白いですね。牧野

さんは今後の構想などありますか？

牧野： まだ構想ですけど、植物に犯されている家シリーズはどうかなと思っています。電線を撮影しているときに、数キ

ロに１軒くらい、すごい状態になっている家があったんです。それはまだメモ程度でしか撮っていないですが、そ

ればかりを集めたらすごく面白くなるんじゃないかと思っています（笑）。

都築： それはもう、おばちゃんを通り越して、婆さんになってますね。アウトサイダー的なね（笑）。

牧野： もう一つあって、路上生活者の方が生活雑貨一式をカートにまとめてますよね。そのカートが面白いなと思って

いて、そのカートを車として撮るというシリーズです。あのカートに全てが入っているので、キャンピングカーとして

撮ってみたいなと。まだ始めてはないですけどやってみたいと考えています。やろうと思ったらすぐできますけど

ね、お酒持って撮影に行ったらね（笑）。

都築： ホームレスも都会じゃないと成立しないものじゃない？田舎じゃホームレスはいないからね。だから都会に支えら

れて生きている生き物ですよね。純粋な風景写真ではない、街との関わりみたいなところが、牧野さんの興味が

向いていくのところなのかも知れないですね。

牧野： 言われてみると確かにそうかも知れません。

都築： だってさ、ただの大自然なんて興味ないでしょ？

牧野： 全然興味ないです（笑）。

都築： そうでしょ。僕も撮ったことないもん。やっぱり誰か住んでないとつまらないんですよね。
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河西： 色々と構想があったんですね。

牧野： 前からふんわりと考えてはいます。

個展『まちをたぐる』展示風景
© Tomoaki Makino, courtesy KANA KAWANISHI GALLERY

河西： 牧野さんから、面白そうなことは大体すべて都築さんがやり尽くしてると良く伺っていたんです（笑）。

都築： でもさ、ふんわり思っている時に始めないとダメですよ。最初からコンセプトを作っちゃうと、その瞬間に面白くな

くなるんだよ。よく分からないけど気になって10回くらい撮って飽きちゃうものもあれば、気がついたら撮り始めて
5年くらい経っているものもあるわけじゃない。沢山やっていくうちに見えてくるものが自然だと思うんですよね。

写真学校や美術学校などのアート教育で、すごく良くないなって思うのが、まず先生がコンセプトを立たせること

だよね。現代美術なんて、もろそれじゃない？最初からきちっと考えを言えるような奴は、アーティストになる必要

がないわけよ。大体が、口下手だったり、頭が悪かったり、人と向かって話せないような人で、それでも絵を描い

ている時だけは自分らしくいられたり、リストカットしないでいられる。そういう人は、描いているうちに何かができ

てくるんですよ。やっぱり最初から何かを決めてそれを作っていくというのは、すごく良くない専門教育の弊害だ

と思います。だから、美大とか専門学校とか絶対に行かない方がいいと思うんです。美大はものすごく高いアトリ

エ使用料だと思えばまだ良いですけど、写真学校は特に要らないですよね。牧野さんは行ったんですか？

牧野： 行きました（笑）。

都築： 何か意味ありました？何年行ったの？

牧野： 東京工芸大学の芸術学部に4年通いました。まあ、写真撮らせてもらえる時間を4年もらえたなという感じです。

都築： 今、特にデジカメの世界だから何も学ぶことなんてないじゃん。

牧野： 自分で学べば良いということですよね。

都築： 理系なら別ですよ。でも、ものを表現するのは違いますよね。例えば学校での評価は、先生から受けるでしょ？

だから先生がわかることだけでしか評価を受けられないんですよ。昔の写真はもっとテクニカルなところがあった

ので、やはり修練が必要だったと思うんです。その点では楽器と同じだと思うんですよね。僕はギターが好きなん

ですけど、ギターも昔はアコースティックギターしかなかった時代が長くて、綺麗な和音を出すためにはある程度

練習が必要だった。でも、エレキギターは押さえれば爆音が出るんです。今の時代に写真学校に2年なり4年な
り通って「先生に分かってもらえる様な作風」を作っていくというのはデメリットしかないと思うね。牧野さんは4年
間写真を撮る時間をもらえたっていうけど、4年スタートが遅れたってことよ、悪いけど（笑）。
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一同： （笑）

都築： 別に牧野さんのことを言っている訳ではないですよ（笑）。今学校に通っていて、違和感を感じている子の話を

聞くことが多いからね。美大もとりあえず就職したくないからなんて言って通っている子も多いけど、本当にすご

い奴は、美大なんて通わずにバイトしながら、飲み会なんて行かずにまっすぐ家帰って絵を描いているのよ。そ

ういう奴に君は4年遅れたんだよ、といつも思うよ（笑）。これを聞いている人はどういう人が分からないですけど。

〈デジカメ時代の写真作品〉

都築： 写真は特にデジカメの時代になって、ものすごく民主的になったと思うんです。昔はいいカメラやレンズを持って

いた奴が一応きれいな写真撮っていたけど、今はiPhoneで撮ろうが、ライカで撮ろうが、どうせスキャンするし一
緒なんだよね。「モノクロは銀塩」という神話も完全に崩れた訳だしね。牧野さんもデジカメで撮って、敢えてモノ

クロに変換しているんでしょ？プリントはインクジェットですか？

牧野： インクジェットです。

都築： そうでしょ（笑）。今までフィルムで撮って、印画紙にプリントしていた牧野さんが、インクジェットでも良いと思えた

ということでしょ？

牧野： そうですね。綺麗だなと思いました（笑）。

都築： 僕もプロですけど、こうやって額装されてアクリルとか入れたら銀塩プリントなのかインクジェットプリントなのか絶

対にわからないです。100％分からないですよ。だから、銀塩の味わいだとか、印画紙の黒の深みだとか言って
いるのを聞くと腹が立つんだよね。こういったデジタルプリントになったらもはやエディションとか意味ないでしょ。

牧野： まあ、データですもんね。

都築： でしょ？今回のはエディションいくつかあるんですか？

牧野： 一応設定はしています。

都築： 本当であればその設定数に達したら、データ消さないとおかしいじゃない。でもそれはやらないでしょ絶対に。こ

ういう場所だから言わせてもらいますけど、版画も一緒ですけど、特に写真におけるエディションはギャラリーの

都合なんだよ。

河西： あ、はい！（笑）

都築： エディション５だと、５枚だから価値がつくんでしょ。僕は、自分の展覧会をやる時はなるべくエディション付けな

いようにしているんです。そうすると必ずギャラリー側がそれだと売れないからと怒るわけ。だから僕は、それでも

売れるくらい安くしようって言うんだけど、それだとこちらの生活がと言われてしまうの。ギャラリーが悪いと言って

いるのではないですよ。だけど、そうやって数を限って良いものを作るということですよね。

昔の版画なんかそうだったと思うんです。沢山刷ると、版木が傷んでくるので枚数が限られていた。だけど、イン

クジェットプリントにはリミットはないわけよ（笑）。昔は有効だったそういうシステムが、デジタルになったことで崩

れているんだけども、そういうのを扱う側もそうだし、買う側もそうだけど、まだそういった変化について行けていな

い時代にいるよね。だから、牧野さんもその転換期にこのお仕事を選んでしまったということですよね。

牧野： そうですね。僕も最初は大学の時からフィルムでスタートしていますから、デジタルへの移行で思う事はあります

ね。

都築： ある意味面白い時代だと思うわけです。それは写真だけではなくて、例えば音楽でもそうですよね。アナログレ

コードにしかない味が、と言う人もいますけど、そんなものないから。ノイズが入っているだけだから（笑）。クオリ
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ティとしては低いわけです。でもそれを「味」と言われるわけです。フィルムもそうですよ。絶対にデジカメのデー

タ量の方が多いでしょ。フィルムだと潰れてしまうところもデジカメだと出てくるわけだし、フィルムの限界を「味」だ

と思っているんだよ、みんな。それはそれで良いんですけど、分かって取り組まないと変な信仰が生まれるわけ

だよね。

今回の牧野さんの作品も、全ての作品にGPSを埋め込んでいるという話だけど、GPSを付けたことによって作品
を作った後の世界が広がっていくと思うんだよね。例えば、色んな第三者の人が参加していくこともできるし、プ

リントして終わりではなく、また違う可能性が出てくると良いと思いました。GPSを付けて、ここで撮りましたという情
報だけだとただの記録にしかならないでしょ。

牧野： 時間が経過したあと、その場所の変化が見えてきますよね。

都築： だから例えばこの作品を公開することで、5年後にこの作品を見た人がその場所に行って電線がなくなっていた
と気づいたら、誰か第三者がアップデートできるとかさ、色々とできてくると面白いですよね。

牧野： なるほど。

都築： すみません、勝手な感想ですけど。でもデジタルの時代になるってそういうことよ。プリントが完成ではなくなって

きたんだよね。それを牧野さんの作品で次のステップに活かせられたら、見てみたいなと思います。

〈電子書籍の可能性〉

河西： ありがとうございます。私からお二人にお聞きしたいなと思っていた事がいくつかあるのですが、その内の1つを
質問させていただきます。牧野さんは元々フィルムだったところからデジタルに移られていて、都築さんはずっと

紙の雑誌を続けていたところからウェブに切り替えられていますよね。内実を知っているといい点ばかりかと思い

ますが、お二人はそこに郷愁など感じることはありますか？牧野さんについては、先ほど都築さんから解説いた

だいたので、都築さんにその辺りをお聞きしたいです。

都築： そうですね、僕ももう軸足はインターネットです。あとはメールマガジンが主な仕事なんですけど、他にも自分で

電子書籍の写真集も出しているんです。昔出した写真集でぜんぜん再販されていないものや、僕以外の大きな

コレクションの写真集など、そういうものを電子写真集として作っています。USBに入れて販売したり、ダウンロー
ド版を作ったりしています。やはり写真が仕事ですから、10年前まではすごく格好いい写真集を作りたかったん
ですよね。なるべく大きくて、なるべく厚い、なるべく印刷の良いもの。でも、ある時からそういったことに全然興味

がなくなったんです。

河西： いつからですか？

都築： 10年とまではいかないけど、10年くらい前から。ここ数年は特にですね。雑誌もですが、本って金の勝負なんで
すよ。なるべく大きい方がよく見えるんです。僕の本も単行本や文庫本になっていますが、ディティールを見ると

いっても、文庫本だと意味がないんです。文庫本だと見えないものがいっぱいあるわけ。単行本でも、例えばA4
サイズのものもあれば、TASCHENの1mサイズの写真集もある。いくら格好いいことを言っても、1mの本には敵5

わないわけですよ。でも、1mの写真集を50万円で買う人ってのは、もう僕の写真を届けたい人ではないわけ。良
いものを求めれば求めるほど、見せたい人に見せられなくなる。

あとは、写真集はどうしてもページ数に限界があるんです。1000枚載せたいと思っても、100ページしかないと言
われたらそれまでじゃないですか。だから、見せたいものが見せられないという思いが何十年もずっとありまし

た。ようやく10年前くらいから電子出版の可能性が出てきて、本当はすぐにでも始めたかったんですけどそれが
出来なかったんです。

5 David Hockney A Bigger Book（TASCHEN）
https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/02641/facts.david_hockney_a_bigger_book.htm?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsA
Chq4atddTVKlSDAPMKCfmkGyzUP-fMgf_nlbMa9xfruqVYg7UHUsVaon34aAnQcEALw_wcB
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電子出版は基本的に2種類で「Kindle」か「iBook」しかありません。Amazonが運営しているKindleは、とても手軽
で良いですけどあれは基本的にテキストベースなので、データの大きさが限られるんです。だから写真を綺麗に

出したいと思うとKindleは不向きなんです。そうすると、Appleが運営するiBookしかないんですが、Appleの重大
な問題は、 Apple様の検閲があるということです。つまりエログロとかは一切ダメ。だから、秘宝館の方なんて絶
対にできないし、ラブホだって危ないです。この歳になって、 Appleのご機嫌を伺うのなんて嫌なんです。

一同： （笑）

都築： あとは、構造的な問題としては、電子書籍になって「古本」という概念がなくなってしまったということです。例え

ば、牧野さんが電子書籍で熟女の写真集を出すとするでしょ？それで誰かが買って、すごく面白いからと言って

もそれを誰かに紹介することができないんです。紹介された側も買うしかないし、買ったものを誰かに譲ることも

できない。本来であれば電子の世界はもっと開放的であるはずなのに、AmazonもAppleも自分の世界に囲い込
もうとしているんですよ。Kindleで見たら、ずっと一生Kindleと付き合えとか、 Appleはずっと Appleの中にいろと
か、その中ではすごく便利だよというシステムを作っている。でも「中古の本」がないということですよね。そこがす

ごく嫌だなと思って、じゃあこれは自分で作るしかないなと思ったんです。

これから牧野さんも電子写真集を出すかもしれないのでお話ししますが、例えばKindleやiBookのフォーマットを
使うということは、そのフォーマットを制作している会社にお金を払い、その代わりに「プロテクト」を貰うということ

です。要するに、勝手にコピーができないようにしてくれるんです。でも、僕はコピープロテクトを掛けたくないん

です。まず、自分の写真は情報だと思っているので、なるべくみんなに広まって欲しいんです。そういう点が1つ
と、あとはそうやってどんどん金額が高くなっていくのが嫌なんです。今、印刷の本と、電子書籍の本と、金額が

ほとんど変わらないですよね。でもおかしいですよね、紙も使っていない、印刷もしていない、なのになぜ金額が

変わらないのかと思いますよね。それは本屋さんを圧迫しないためにそうしているわけですけど。だから、そう

言ったことを一切使わないで、誰でも何のアプリも使わないでも見れる方法を考えたんです。それは2種類あっ
て、「JPEG」か、「PDF」です。その2つだったらスマホでもパソコンでも何でもクリックすれば見れるんです。

そこで、最初は「JPEG Books」というものを作ろうとしたんですが、テキストが多いと無理があるので、PDFで作り
ました。PDFだと例えば、高解像度の画像を１冊の中に1000枚、1500枚と入れられちゃうんです。それでも2ギガ
程度だから、ぜんぜんUSB１本で足りるんです。そうやって例えば『TOKYO STYLE』を作りました。そうすると、
紙の写真集だと入れられなかったボツの写真まで全部入れられるんです。そして、PDFの何が良いかと言うと、
見たいところを拡大できるんです。そうすることによって、どんどん中に入っていけるんです。例えば汚い部屋が

あって、拡大していくと、ぐちゃぐちゃの本棚があって、そこにある本の背が見えるんです。それはつまり、今まで

本にあった「金の力」を無にしたと言うことです。高いお金を払って、巨大な本を買わなくても、スマホで見たいと

ころを拡大したら同じですからね。今までは、デカい本を作れたやつが偉かったわけよ。でも僕はそれをチャラ

にしたかった。そのためには、高解像度の自分の写真を広めるのが1番良いなと思ってPDF写真集を始めたん
です。だから、すごく転換期だなと思います。

コミケなんかでは、もうすでに手焼きのCD- ROM写真集やDVDなんかは沢山出ているのよ。でも、Art Book
Fairがありますよね。僕もブースを持って参加していますし、トークも何度も出ていますし、トークの度に電子書籍
や電子写真集の可能性について話していますけど、いまだに電子写真集を出しているのは僕のブースだけだ

からね。あとは可愛い本から豪華写真集まで、さまざまな印刷本と、トートバックやTシャツなんかのグッズです
よ。だから、コミケのエロより、アートの方が100年遅れていると言うことですね。

河西： みんな紙が好きなんですよ（笑）。

都築： それは分かるよ、すごく分かる（笑）。でもそれってただの愛玩物だよね。ノスタルジーだし。言い方を変えると

フェティッシュですよね。それは写真における「フィルム」や「銀塩プリント」に対する思いと同じだと思いますけ

ど、やっぱり一種のフェティシズムがお金を産んでいくんだよね。それが悪いんじゃないですよ、でもそういう事を

分かってからやって欲しい。

河西： わかります。何だかボロボロと落ちました（笑）。

都築： 分かってやらないと、そっちの方が偉いと思ってしまうからね。

河西： ありがとうございました。
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都築： ギャラリーの方にこんな話をするのもアレですけど（笑）。

河西： 見事なご回答でした。ご教授いただきまして本当にありがとうございました。

牧野： ありがとうございました。

都築： 大きな場ではなく、こういった機会だからこそ話しました。これを見ている人の中でも、これからデビューをされる

方や、何か始めたいけど壁を感じている方も多いと思うんですよ。そういう人に、昔より今の方が全然良いんだと

いうことを伝えたいですね。だって、今ならタダで自分から発信できるでしょ。こんな事せいぜいここ10年くらいだ
からね。自分で写真集を作るのだって簡単じゃないですか。東京にいる必要すらないですよね。

少し前だと、展覧会を開催するとなったら、まずは東京にきて、バイトで貯めたお金で貸画廊を１週間借りて、で

も誰も来ないみたいなさ、そういうことを繰り返してきたでしょ。本を作るのも、まずは編集者の方と仲良くなって

だし、どんなに偉そうなことを言っても出版社がOKを出さないと本は出せなかったからね。本を作れても、本屋
さんに置いてもらえなかった。でも今は、ネット通販で自分で売れるじゃないですか。だから、今難しい立場にい

る人たちもいると思うけど、昔に比べたらめっちゃ楽だし、可能性があるよってことを分かってもらえたらと切に思

います。

河西： ありがとうございました。

都築： とんでもないです。別に、牧野さんのことを悪く言ってるんじゃないのよ（笑）。

牧野： いやいや、全然そういう風には感じていないです。

河西： 私は、牧野さんの作品を前のシリーズから今回の作品まで見ていて、カオスの中に面白さがあって、何かもっと

見ていたくなるような魅力があるなとしか見ていなかったですけど、都築さんのお話を聞いてハッとさせられまし

た。

都築： やっぱり蒲田のカオスと、おばちゃんのカオスは似てるんだよ。

牧野： ありがたいお言葉ありがとうございます（笑）。

河西： ありがとうございました。それでは、この辺でトークを終わらせていただきます。都築さん、牧野さん、本日はあり

がとうございました。

文・編集・ウェブアーカイブ／小林萌子 (KANA KAWANISHI ART OFFICE LLC.)
校正・文責／河西香奈 (KANA KAWANISHI ART OFFICE LLC.)
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