
共同研究会「ストリートの人類学」 

第 8 回共同研究会（2006 年 6 月 24 日（土） 於：国立民族学博物館） 

報告題目：ストリート写真 

スピーカー：北島敬三（写真家、ゲストスピーカー） 

 

＜上映写真について＞ 

 1991 年をはさんだ以前と以後という、大きく 2 つに分かれる写真を上映する。前半は、

91 年以前のストリート・スナップ、つまり町を歩いて撮った写真である。後半は、この 15

年間継続している『PORTRAITS+PLACES』というシリーズである。1991 年を転機とし

て開始したこの肖像と風景との写真は、自身のそれ以前の写真とは大きく異なるものとな

った。 

 

[1] 1980 年代初め、東ヨーロッパ 

 1982-3 年ごろ、ウィーンとベルリンを拠点として、アルバニア以外の東ヨーロッパ諸国

の大きな町を回り、撮った写真。 

 

[2] 1970 年代後半、沖縄、コザ（私家版『写真特急便 オキナワ』より） 

 コザがいわば最も儲かっていて、華やかで、米兵が最も多かった時期は、60 年代終わり

からから 70 年代までの 7－8 年間だった。撮影した写真は、こうした時期の後半にあたる

75 年から 80 年ごろのもの。このシリーズは、まとめて写真集にはせず、発表も中途半端に

行ったのみであり、そのまま「中断中」として止めてしまった。その意味で消化不良とな

っている写真である。 

 

 [3] 1980 年代（81 年から 88 年ごろまで）、ニューヨーク。 

81 年と 82 年に撮影した写真は、写真集『New York』にまとめられた。83〜88 年の写真は、

朝日ジャーナルという週刊誌で２年間（88〜89）にわたって、中上健次の小説「奇跡」と

のコラボレーションという形で連載された。 

 

 [4] 1991 年、ソビエト連邦 

 1991 年、ソビエト連邦を 150 日間旅行した。旅行の終わりの時期には独立する共和国が



出てくるという、ソ連がまさに崩壊していく時期の写真。広い範囲を限られた時間で回る

という制約から、定型を用い、正面から人を撮るというオーソドックスな記念写真の撮り

方を選んだ。この後に『PORTRAITS＋PLACES』シリーズを始めたので、これが町を歩

いて撮る写真の最後となった。 

 

 [5]『PORTRAITS+PLACES』シリーズ 

 1992 年から始めたシリーズで、現在 15 年目となり、継続中。肖像と風景とを、もとは

別々のシリーズとして進めていたが、最近になって一緒に見せるのもいいかと思い出した。 

 

＜北島氏による解説＞ 

 自分の写真は、1991 年に大きく変わった。理由は 2 つある。 

 1 つには、風景と人間を別々に撮る試みを始めたということ。肖像と風景というテーマは、

写真の発明以来流れてきたテーマであり、そこに取り組み始めた。2 つ目には、街と人間と

の関係を中心的な主題として写真を撮ることに、リアリティがなくなってきたということ。

80 年代後半、自身の写真に対して疑問を持つようになっていた。どこかで予定調和してし

まう、上手くなってきてしまう。それに加えて、町がつまらなく感じられるようになった。   

 撮るということは、こちらもノリがあり、向こうにもノリがなければ成立しないところ

がある。どちらか一方だけになることはできない。 

 沖縄を撮ることを中断したのは、写真を撮るという行為によって不可避的に発生する「撮

る側と撮られる側」、「ヤマトと沖縄」、「消費する者と消費される者」といった様々な権力

関係に対して自分が 不注意なままで撮影を先行したため、それらの問題をやがて処理し

きれなくなった。中断し、しばらくは沖縄には行くまいと決め、実際に 20 年ぐらいは訪れ

なかった。その後のニューヨークでは、今はそのような考え方はしないが、当時の感覚で

は「死んでもいい」と思うくらいの、「それ以外のことは撮らない」と思うくらいのことが

ないかぎり、写真を撮るまいと決めた。何でも撮るというのは、写真家の力ではない。 

 町と自分とがずれていくような感覚を覚えるようになったことは、今考えると時代的な

ものだったのだろう。80 年代終わりごろから、東京も、ニューヨークも、町がつまらなく

なっていった。おもしろい写真が「撮れていた」のが、おもしろい写真を「作る」ように

なってしまったという気持ちがあり、町で人を撮ることを中断した。そうして何をしてよ

いのかわからなくなっていた時期に、自分が撮ってきたベタ焼きを見ていて、それまで渾



然としていた顔と風景とが、2 つに分かれて見えてきた。このことに正面から取り組もうと

思って『PORTRAITS + PLACES』のシリーズを始めた。 

 肖像は、現在 1 人に対して 1 年に 1 枚ずつ撮っている。まったく同じようなシチュエー

ションで 1 年後に同じ人を撮ると、メディアが写真であるがゆえの、何か不思議なことが

起きているだろう。そしてそこに、現在でも過去でもないような時間性が出てくるだろう

と考えた。 

 

＜質疑応答＞ 

竹沢：対象となる人との距離が、すごく微妙なところがあり、興味深かった。共感するわ

けでもないし、もちろん対立するわけでもない。しかも、1 枚 1 枚、対象との離れ方が違

う。どの程度の距離を取って撮るか、予めある程度考えているのか？それともアドリブ

か？ 

北島：町で撮るときは、基本的に何でも撮る。気になったものには、シャッターを押す。

相手に声をかける場合もあるし、声をかけない場合もある。「すごいこわい人だなあ」で

もいいし、「すごいみっともないやつだなあ」、「すごい美人だなあ」でもいい。クラスも、

カテゴリーもぜんぜん違うが、撮る自分の方で感情、関心がわいてくる。それをシャッタ

ーを押すことで、ベタ焼き状にできるだけ出そうということ。だから相手というよりも、

自分が反応した状態を、写真に全部置き換えていきたいという感覚である。 

竹沢：相手がいやがることはないか？あるいは相手がつくることは？ 

北島：いやがること、怒ること、いろんなことがある。逆に「撮ってくれ」と言ってくる

こともある。こちらはその都度、適当に対応する。「怒られそうな人は撮らない」、「殺さ

れそうな人は撮らない」とか、あるいはあまりに｢撮ってくれ｣とうるさければ、撮ったふ

りをしてフィルムを無駄にしない、とか。 

棚橋：92 年以降のポートレイツの写真は、1 年に 1 枚撮り、長い人で既に 15 年になるとい

うことだった。拝見して驚いたのは、写っている人の顔が、思ったよりも変わっていなか

ったこと。まるで顔だけを固定しているかのように、変わっていなかった。あれは、相手

に対して、顔をつくるようにとか、同じ設定にということを伝えたうえで撮っているの

か？  

北島：今日はスライドの状態を見ていただいただけなので、できればプリントを見ていた

だきたいという気持ちがどうしてもある。たしかに、できるだけ同じようなものを、変化



をつけないように撮ろうとしている。まったく同じシチュエーションで撮るようにしてい

る。なぜならその方が、小さな違いがものすごくショックだったりするから。 

最初に考えたのは、10 年間で 10 枚が貯まったときに、それをあたかも 1 日で撮ったかの

ように見えなければだめだ、ということだった。「10 年経ったもの」そのままに見えるよ

うではだめだと。ところが、当初 5-6 年とも考えていたこのシリーズが、15 年をすぎ、

被写体にも明らかに経年変化が見えるようになってきた。では、このままこのシリーズは

つまらないものになっていくのか？そこはわからないし、見極めたいと思っている。 

棚橋：時間を越えたものとしてポートレイトを作っていきたい、とおっしゃっていた。逆

に、町の方は変わり放題変わっていくということでしょう。 

北島：風景の写真では、「この町とこの町との違い」というよりは、「どうしてどこも同じ

場所があるのだろう」という、そこを抽出したいと思っている。 

小馬：私の印象では、91 年以前のものが PORTRAITS “AND” PLACES であって、91 年以

後のものはむしろ PORTRAITS “OR” PLACES という感じだった。つまり、後半で上映

された『PORTRAITS+PLACES』の一連の作品において、肖像のパターン 1（1 枚目で

目を閉じ、2 枚目で目を開く）の人と、パターン 2（1 年に 1 枚ずつ撮影）の人は交わら

ないし、その人たちと見る者も交わらない。そしてまた、プレイスとポートレイツも交わ

らない。そこでは、場所と人とが OR の関係になっている。 

ところが 91 年より前のスナップでは、経年的なものも、短時間でぱっと捕らえている。

その場所はストリートであり、きわめて雑多な人々が通っている。 

東ヨーロッパの写真では、ああいうつらい時代において、打ちひしがれ、これ以上硬い表

情はないという、モノみたいな顔がいっぱい出てくる。その一方で、ぬくぬくとうまくや

っていて、愛人らしき人を連れながら歩いている人なんかもいる。こうした雑多な人々が

通っていた。沖縄の写真においては、まったく違った状況の人がそこで偶然出会ってしま

って、あふれでてしまって、侵食し合っていた。写す側も含めて、相手に殴られるかとか

殺されるかとか、あるいは撮ってくれと言われるとか、お互いにあふれであって、溶け合

っている。その意味でエロチックであった。 

この両者を分けたのが、1991 年であった。つまり、ある意味で、ひとつになろうとして

いたものが、ばらばらになっていく。そこには感じ方の変化が起きている。写真は、まっ

たく人のいない場所、まったく場所のない人になっていく。 

こうした流れから、ストリートというものが見える。ストリートとは刹那的なものなのだ



ろう。いろんな雑多なものがそこで出会って、溶け合ったり、暴力的に犯しあったり、あ

るいは排除しあっている。AND と、91 年以降に徹底的に作風が変わってからの OR。こ

の両方の作品群を並べて見ることで、私は今日の話を理解した。 

北島：人間と町とを渾然と見ると、両者が同じ強さで写ってしまうことがあった。90 年代

以後、町がつまらなくなったいうことがやはりあるが、顔と風景に裂け目が入り込んで来

たような感じがあった。 

今は町に、監視カメラがすごくはびこっている。その一方では、ストリートで写真を撮る

人が絶滅しかかっている。もはや裂け目どころの話ではない。自分たちを写すカメラを自

分たちで増やし、監視する。ところが、個人が町で写真を撮ることは許さない。若い写真

家がちょっと撮ったら、すぐ通報されてしまう。ここ 2 年ほどで、本当にひどい状態にな

っている。これでは監視を見返す契機すらなくなってしまう。 

ウォーカー・エバンスというアメリカの写真家がいる。彼がヨーロッパに勉強しに行った

とき、「ヨーロッパ人は、自分のことをじろじろ見る」ということに驚いたという。彼は、

野蛮な視線を浴びることで、見るということはまなぶということなのだと気づいた。ニュ

ーヨークに戻ってからは、それまで社会派でドキュメンタリー的な写真を撮っていた彼が、

地下鉄で隠し撮りを始める。道徳的にはむろん許されはしない隠し撮りだが、そういうこ

とは越えてでも見ることを起こさねばならないということを、彼は実感したのだろう。 

竹沢：91 年までの写真は、撮るのに自身でものすごく疲れたのか？あるいはやはり、フェ

スティバルというか、楽しかった？ 

北島：面白い。後半におかしくなってきたのは別として、町をぶらぶら歩くのはやはり面

白い。それでちょっと何か撮れたら、また面白いという。 

竹沢：それが変わったというのは、感覚としては同じ？写真を撮ることの意味とか、楽し

みというものは同じなのか。 

北島：今だって、町を歩くのはやはりおもしろい。撮るのも楽しい。でも、そうして撮る

写真はだめだと思っている。だから撮らない。 

安部：「観察しなくなるじゃないか」と言われた。それは写真家あるいは写真家の卵につい

て言えるとして、一般の人については？ 

北島：自分も含めて一般に、ということ。何か、人間が一つのイメージになってしまった、

という気がする。正確にどう言えばいいのかわからないのだが。 

阿部：観念ということ？ 



北島：互いに相手を一つの単一のイメージとして固定しようとしてしまう。そこには、無

理があるはずだ。むしろ、なにかを抑圧的しているのではないか。 

阿部：見ることに発見がないというか？  

関根：同一性という言葉を、何重にも使われているという感じがする。今おっしゃったイ

メージの同一性というのは、いい意味では使ってはいなかった。一方の、仕事の中で「1

日で撮ったように見せたい」といったような同一性の意味とは違うものだろう。差異を見

た上で、見つけ出す一種の同一性という、次元の違う同一性に向かっているという感じな

のだろうか。たとえば、シカゴで撮ろうが、東京で撮ろうが、ベルリンで撮ろうが、もの

すごく似てきているとおっしゃった。違うところを撮っているのに似てしまう、という。

それは 1 回見た上で発見している同一性、あるいは同時性であろう。それは「都市とはこ

んなものだ」と思っている同一性とは違う。 

北島：それはたしかに違うだろう。たとえば人間で言う、この人はこういう人だ、という

同一性とはまったく違う。言えるのは、最終的に同一性が見出されるかどうかというのは、

写真に任せておこうと思っている。自分で作り出すのは、まず間違いであろう。 

小馬：棚橋さんも言ったが、同じ人を 15 年間も経年的に撮り続けて、ほとんど変わらない

とにむしろ驚くと。ああした写真を前にすると、こちらはほんのわずかな差異に何かを読

み取ろうという姿勢になる。ところがストリートで撮った写真には、無限の反照のし合い

があり、そこから自由に読み取るのはすごくらくになる。 

野村さんが以前、「人間というのは、交流する現象なのだ」と書かれていた。つまり、人

間はその人 1 人であれば、たとえ老いても、15 年経っても、ほとんど変わらない。それ

が、同じ人間が、違った出会いや違った関係のなかでいかに変わり、違った者になるか。

私は「AND」ではなく「OR」だと言った。それはつまり、ふつうは 1 人の人間は年をと

って変わるというが、実はその顔を見てもほとんど変わらないのだ。つまり交流しない現

象としては、変化はしない。モノみたいには変わらない。その意味で、アイデンティティ

のかたさのようなものがわかる。 

関根：『PORTRAITS + PLACES』の「＋」という意味はよくわからないのだが、「OR」で

はないと私は思う。 

北島：「＋」は、2 つの仕事を１つにした、という程度で、大して意味を込めてはいない。 

竹沢：最後の作品群には、対象との距離をすごく感じる。人類学でいえば、科学的思考が

距離を置いて客観的に眺めるような。逆に 91 年以前のものは、呪術的な世界というか、



渾然一体となって、その中で自分がやりくりしているような印象を受ける。距離を調整し

たり、自分で居場所をつくっていったりというような。 

松本：すべての写真をここで出されたわけではなくて、あとで写真をセレクトする自分が

ある。もちろん、まなざしの自分もあるだろうけれど、セレクトする自分という次元を考

えておかねばならないのでは。「どこも同じに見えた」、「同じように距離をとっている」

と言うけれど、それはセレクトするという自分があるということだと思う。 

北島：「こうでなければならない」とか、「このものさしを使おう」とか、「こういう枠組み

で選ぼう」とか、そういうセレクトはできるだけ避けるというセレクトをしていきたい。

｢いい/わるい｣で選ぶのではなくて、「驚くようなこと」を選ぶというか。ある種の写真家

は、「セレクトなんてしなくていい」「セレクトなんてない」と言いたいのだと思う。だが

そこに、セレクトという制度が入る。撮ったときの狙いそのままの写真を選ぶことはなく

て、むしろ狙いとは違う写り方をしたものを選ぶ。その意味で、セレクトというのは言葉

で説明しにくい、撮ることのほうが言葉にしやすい。 

野村：写真家の澤田知子さんの作品に、街頭の証明写真みたいなところで色々な扮装をし

て撮ったセルフ・ポートレイトの写真がある。彼女のそうした作品は、同一性という点で

今日見せてもらった写真と対極にあるように思う。つまり、澤田さんの場合は、「自分が

ひとつだ」ということをありとあらゆるバリエーションで出そうとしたのではないか。彼

女の作品は若い人の間で人気があるというが、私は共感できないでいる。たとえば森村泰

正さんの作品だと徹底的な変身願望というものが根底にあるが、一方の澤田さんの作品は、

ランダムに色々なものになってみる、それをただ撮ってみるという、同一性の失調症のよ

うなものを感じる。 

今日の写真を見ていて、私は 15 年が経っているということに全く気づかなかった。1 週

間のうちに撮ったのかと思ったほどだった。人間というのは、変わらないというか、変わ

らない中に変化しているというか。同一性の中に変化というのが生まれているというのは、

ああいうことなのかと考えたりした。 

北島：澤田さんは、社会的ジェンダーを、セルフ・ポートレイトを通して表象しようとし

ているのではないか。ただそういう意図ならば、それは言葉でもイラストレーションでも

できることであって、写真であえてやる意味は無いのではと思う。 

関根：プレイスの写真について、やはり撮り方、選ぶ場所があると思う。それを「種明か

し」していただきたい。 



北島：撮る場所は、実は変化している。大きな巨大な都市風景から、そのへんの駅の裏の

場所などに、関心がだいぶ移って来ている。 

関根：そうではなく、カメラの向けるところ。たとえば、今日の作品の中だと典型的には、

後ろに高層ビルがあり、こちらに古い一軒屋の住宅があるというような、風景の断絶した

ような写真。あと、敷地の端、フェンスの部分が入っていたりする。全体として、かなり

アングルが似ていると感じる。 

北島：何と言うのか、自分がぶつかっちゃって、どうしようもなく止まってしまう場所を

探している。奥行きがないというか。でも「薄っぺら」という言い方でもないのだが。後

ろにビルがあり、手前に民家があるという風景は、けっこう撮ってしまう。なんだか変で

おもしろいと思うからで、それを単なる「新旧の対比」などにはせずになんとかしたいと

思っている。 

関根：もうひとつよく出てくるのが、高速道路がスパーンと通っているパースペクティブ

の強い写真。 

北島：あれは、パースペクティブを完全にしてしまうと、わりと平らになってしまう。お

もしろいと思って撮った場所が意外とつまらなかったりするし、その逆もある。 

関根：ものすごい数を撮って、選んでいるのか？ 

北島：風景は、撮った中から選ぶということはほとんどない。1 日に 3、4 カット、実際に

シャッターを切るのは 5 回くらい。風景の写真については、よく「どこにでもある」風景

だといわれるが、実はそんなこともないのだが（笑）。 

竹沢：人間だと 1 日にどのくらい撮っている？ 

北島：人に来てもらって撮っているので、重なって多くなった場合で 4、5 人くらい。 

関根：私の深読みだと思うが、『PORTRAITS+PLACES』の「＋」を、ただ並べただけと

いうけれど、それは違うと思う。実際に写真集にしても、肖像と風景とで別冊にしておき

ながら、セットにしてまとめている。ここにはやはり、自身の何らかのこだわりがあるの

ではと思えてならない。 

北島：合わせてもいいと思ったのは、ここ 3 年くらいのこと。 

関根：そこにはやはり、合わせてもいいなあという何かがあったのだろう。ポートレイト

を定型化した仕掛けで撮るということと、プレイスのあり方とに、似ているところがある

ということではないか。そのくらい、町が変になっている、つまらなくなっている、とい

う感じがあるのではないか。ポートレイトとプレイスとで、やっていることはだいぶ違う



ように見えて、何か同じようなものが結果的に出てくるのではないか。 

近森：「無表情」ということがキーワードになるのではないかと感じた。都市にしても、人

にしても。80 年代の写真は、人も場所も渾然一体となっていて、表情豊かである。そこ

から内面なり、生活なりが読みとれる。しかし今撮っている写真からは、生活も内面も読

み取れない。ことさら無表情ということを強調しようとして、都市ならば無人の風景を撮

り、人ならば白いシャツを着せて真正面から撮っている。ことさらに無表情にすることで、

「表情の奥に内面を読む」という構図を取り払い、「表情だけに、表層だけにまず驚け」、

というメッセージがあるのではと感じた。 

北島：「つるつるの表面の、底なしの深さ」と、宮川淳が言っている。もっとも自身として

は、むろん感情がはっきり出ているわけではないが、あれらの写真に表情がないとは思っ

ていない。でも、ニキビだけ写っていればそれでいい、というのではない。 

関根：今日、われわれにあれだけしつこく作品を見せ続けた意味とは？あの冗長さの意味

は？  

北島：量をある程度見せたいと思った。ちょっと苦しいくらいに。それがないと、写真を

見るということではないと思う。飽きたり、眠くなったり、疲れたりしないと。 

阿部：1991 年までのものは、あれだけの量を見せられても、そういったことはまったく思

わなかった。 

棚橋：ブダペストで撮った写真と、沖縄やニューヨークで撮った写真で、どちらに表情が

無いかといったら、境目がわからなくなってくる。表情というのは結局作ったものなのだ

ということを、身にしみて感じた。似たような風景で人がいないストリートの写真は、果

たして表情がないのだろうか。ブタベストを歩く人々は、表情をつくることをやめて、ス

トレートに憮然とした顔で歩いている。 

北島：「素顔」というのはないのだと思う。東ヨーロッパの人たちの顔は無表情で、ニュー

ヨークの人々が表情豊かかというと、そうではないということにだんだん気づく。東ヨー

ロッパの人々の顔は、たしかに自己表現をする顔ではない。あの人たちの顔を見て、ニュ

ーヨークや東京に行くと、みな気づかずに、顔が広告になっている、つまりどこか表現し

ている。「俺はこういうやつだ」という表情をしていることがわかる。そういう表情は、

果たして表情なのだろうか？  

関根：ポートレイトをずっと見せられて、言うならば「人間って、みんな生まれてきちゃ

って、生きてるんだな」という印象を抱いた。そう思ってプレイスの写真を見返すと、や



はりそこも、「生まれちゃった、できちゃった」場所なのだという感じを受けた。生の受

動性、場所の受動性というものが、強化されてきているのかという印象を受けた。 

 

（文責：大阪大学大学院 森田良成） 


