
初めて応募した「IPA」での受賞をきっか

けに、現在は世界を舞台に活躍する写真

家の池谷友秀氏。そのスタンスは、インター

ネットの世界でワールドワイドに展開する

ゲッティとも相性がいい。池谷氏のゲッティ

との付き合い方、また写真家としての姿勢

を聞いた。

横木　池谷さんはいつ頃からご自身の作

品を撮りだしたのですか。

池谷　もともとは広告プロダクションに

所属していたのですが、アシスタントから

フリーになってやっていく過程で荒木経

惟さんに作品を見てもらえる機会があって、

「雑誌に載ってるような写真やってちゃダ

メだよ」と言われたんです。カチンときま

したが、その通りだなと（笑）。そこから「自

分にしか撮れない作品を作りたい」と考え

るようになりました。

─このとき始めたのが、波打ち際で撮

るポートレイトのシリーズ「WAVE」。池

谷氏は2007年、IPAの「セルフプロモーショ

ン」カテゴリーで見事ファーストを受賞。

2009年には、池谷氏の代表的シリーズで

ある水中写真の「BREATH」が「ムービン

グイメージ」と「ピープル」の両カテゴリー

で受賞する。

海外コンペ参加でチャンスをつかむ

池谷　最初は日本のコンペに出したんで

すが、一切ひっかからなかった。そこで、

海外も視野に入れてインターネットで賞

金が高いコンペティションを検索したら出

てきたのが、インターナショナルフォトアワー

ド「IPA」だったんです。初めて受賞したと

き、ビヨンセの出ている広告やマクドナル

ドの広告が他の受賞作でした。「欧米では

そういったメジャーなフィールドの作品と

も同一線上に並ぶんだ、純粋に作品の中

身を評価してくれるんだ」ということが驚

きでしたね。

横木　日本の広告も元気だった時代はあ

る意味フラットでした。僕が写真を始めた

時代はカテゴリーで分けることもなく、グ

ラビアもファッションも広告も全部やって

いました。日本はその後、どういうわけかフォ

トグラファーをジャンルで分けるようになっ

てしまったけれど、欧米はずっと変わらない。

アートもファッションも棲み分けはできて

いるようでありながら、活動の領域が多岐

に渡っている人もいますね。

池谷　日本はカテゴライズしたがりますが、

欧米はそうじゃないです。アニー・リーボ

ヴィッツもピーター・リンドバーグもそう

ですが、たまたま自分の写真がここに使わ

れた、という感じです。ギャラリーに所属

している作家ともなればギャランティーも

天井知らずに上がっていくので、そういう

意味でも作家としてやっていくことが大

事になってきます。ところが日本では広告

写真とアート写真は別物になっていて、写

真家もジャンル分けされている。依頼仕

事は広告写真家に頼むもの、と思われて

いますよね。

横木　不景気になってからじゃないでしょ

うか。不景気で広告やファッションの仕

事が減るなか、アートだけが日本は少し元

気になりましたが。また日本でかつて「プ

ロの写真家」といえば、基本的に依頼仕

事を指しました。そのかわり広告の写真

はギャランティがすごく高かった。ただア

イデアを考えるのはADだったんです。カ

メラマンは企画立案時は参加せず、ある

程度形ができたところで呼ばれる。仕事

として効率がいいという側面はあるものの、

「これを売るための方法」という本質的な

ことは考えてこなかった。それはADの仕

事で、カメラマンは技術の人だと思われて

いたフシがあった…。写真は技術の時代

が終わって次のやり方を世界中で模索し

ているのに、写真教育も含めてビジネスと

しての写真をないがしろにした報いだと

思います。

受賞をきっかけにゲッティと出会う

─池谷氏とゲッティとの付き合いは、

賞を獲った後の2007年頃のこと。池谷

氏のもとに、ゲッティの小林氏からコンタ

クトがあった。

池谷　自分の好きなフォトグラファーもた

くさんゲッティに写真を預けていると聞い

て、それだけでもう「自分もやりたい」と思

いました。

横木　どういう写真を預けていますか。

池谷　賞を獲った写真も預けていますが、

ギャラリーで預けているもの以外はだい

たい入れています。

横木　ゲッティのために撮影したりもす

るんですか？

池谷　僕はギャラリーに出す前の段階で、

これが本当に作品になるかわからないもの、

実験的なものを出しています。プロトタイ

プの段階って、まったくお金に変えること

常に海外に目を向けて作家活動を続ける
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2015年ドイツ・パッサウのSoiz Galerieで開催した
「BREATH」シリーズの個展の様子。

2016年富山市ガラス美術館で開催された「BREATH」
展の会場風景。

左上／2009年 IPA、2010年PX 3など数々の海外賞
を受賞した「BREATH」より。
左下／2007年の IPA（セルフプロモーション部門）
で1stを獲得した「WAVE」より。
右下／2010年 IPA（ピープル部門）2ndを獲得した
「MOON」より。
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ができないんです。コンセプトがまだ固まっ

ていないけれど、クオリティはある。そう

いう作品を出せるというのはとてもありが

たいです。しかも作品への反応も見られ

ますし。

横木　コンポジットを1回作ってそれを人

に見せても、時間が経つと古くなってしま

います。でもせっかく作品をつくるんだっ

たら何が求められているのか、リサーチも

かねてゲッティに載せてやっていくという

方法は健康的ですね。「売れ線」の作品を

作ることもありますか？

池谷　そういうこともありましたが、小林

さんから「池谷さんは池谷さんらしいもの

を撮ってよ」と言われてしまいました（笑）。

例えば舞踏家の吉本大輔さんはずっと作

品として撮っていたんですが、ゲッティで

は2015年に「ジェンダーブレンド」という

キーワードに注目していると聞いて、ちょ

うど吉本さんが「女装したい」と言ってい

たので撮影しました（P111右上）。僕とゲッ

ティのテーマが合ったケースですね。

─ここから話題は写真家の著作権問題

に。慣例でやり過ごしてきた「古き良き時

代」を過ぎて、日本でも肖像権は強く主張

されるようになった。一方で、写真家の権

利はないがしろにされていると指摘する。

世界基準への意識変革が必要

横木　ある仕事で撮った写真が日本では

自分の作品集にすら使えないということ

が起きています。ゲッティは撮影の際に

モデルリリースをとることを徹底させますが、

これは本当に大切なことです。

池谷　海外の仕事だとすぐにサインを要

求されて、それを送ってようやく仕事が始

まるという感じです。

横木　日本ではある時期から、被写体側

の権利だけが重要視されて、カメラマンの

権利はないがしろにされている。でも海

外のように、写真の二次使用に関しても

写真家はちゃんと契約を交わさないとい

けませんね。

池谷　僕がドイツの出版社「T
タ ッ シ ェ ン

ASCHEN」

から写真集を出したときも、モデルリリー

スをくれと言われました。世界の大手出

版社はそのあたりがきっちりしています。フォ

トグラファーはどんな媒体に使われようが

何に使われようが自分の写真集で自分の

撮った写真を掲載します。なぜなら撮影

時に契約書を交わしているから。ゲッティ

の契約書にももちろん、それが全部書い

てあります。そういう意味で、ゲッティは

安心なんです。

横木　欧米ではエージェントに預けた写

真が世界中にまわっていく。例えば報道

写真は昔から何度も使われることでお金

になるのですね。

池谷　欧米だと雑誌の仕事ってギャラが

ないこともあります。でもたとえば『ヴォー

グ』に載ったことで、作品が高く売れたり

する。ただともかく二次利用するためには

写真家が著作権を持っていないといけま

せん。それが一番大事です。

横木　今、日本のカメラマンは自分の写

真を自分で使えないから先に進めないん

です。そこに尽きると思います。ゲッティ

がやっているのは、世界の写真家にとっ

てのビジネスの基本であり、日本人の写真

家に一番抜けていたところです。

─池谷氏曰く、「写真家はとにかくワー

ルドマーケットに視線を向けること」。日

本人の写真家はそこへ意識を変えること

が必要だと語る。

池谷　日本のギャラリーに所属している

場合でも、海外のアートフェアに出せなかっ

たら自分のギャラリーだけでしか売れない。

でもそこの売り上げだけでは食べていけ

ません。僕は最初に賞を獲ったことで、い

ろんな雑誌やサイトに特集されました。そ

このリンクがどんどん拡散して、そのうち

いろんな人の目に止まっていったんです。

インターネットは国境もありません。

─現在、池谷さんの海外での活躍が

フィードバックする形で、日本での仕事に

も意外な変化が現れてきている。

池谷　以前はスタンダードなポートレイト

の依頼が多かったんですが、最近はだん

だん僕の作家性に近い依頼が増えてきま

した。海外からの依頼もあります。

　とにかく日本人は、海外にも目を向ける

べきです。たとえば自分が参加するわけ

ではなくとも、「IPA」の授賞式などに一度

行ってみるといいと思います。日本の小さ

なコンペとは規模が全然違います。そう

いう場を目の当たりにすることが、日本人

の意識を変えていくはずです。
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作品のプロトタイプをゲッティから世界に発信

広告、エディトリアル、ムービーまで幅広い分野で活躍

いけや・ともひで
1974年神奈川県小田原出身。2002年キャ
ラッツ勤務を経て独立。写真作家として海
外での数多くの受賞、日欧の現代アートギ
ャラリーと契約。展覧会開催や国際アート
フェアに出展する一方で、広告、CDジャケ
ット、エディトリアル撮影を中心にムービー
も手掛ける。

左／Marta Zura-Puntaroni
「Grande Era Onirica」
minimum fax  (Italy)
右／ Herbjorg Wassmo 
「Un verre de lait, s'il vous 
plaît」
ACTES SUD（France）
世界各国の書籍の表紙にも使
われている。

映画「SAVAGE NIGHT」
 （FILM  by  KRISTOF SAGNA）
池谷さんのパリでの展示を見
た監督からの依頼で、ポスタ
ーのビジュアル撮影に起用さ
れた。

AHKAH - Christmas Campaign Visual

Hebe Tien (Concert Tour Visual) 
HIM International Music Taiwan
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