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2013年3月、鋤田正義は初の海外写真展をロンドンのSnap Galleriesにて開催した。
デヴィッド・ボウイの母国であり、鋤田にとってもそのキャリアに重要な意味を持つ
ロンドンでのボウイ写真展は大変意義深いものとなった。

　鋤田のボウイ写真展を一番待ち望んでいたのはロンドン
の人たち　だったのかもしれない。ボウイがそのキャリアをス
タートさせた街では、その熱心なファンたちは近年のボウイ
のゆったりした活動に物足りなさを感じていたようだ。そこへ
きて鋤田の写真展が開催と　なったため、ファンたちの喜び
もひとしおだったと思われる。
　鋤田にとってもロンドンでの写真展は念願のもので、ボウイの40年にも渡る写真を最初に展示する
のはこの街が　ベストなのではないだろうか。

　実際、Snap Galleriesのオープニングパーティに
は多くの鋤田・ボウイのファンが訪れ、そのギャラリ
ーには人があふれるほど集まった。この来場者の
熱気がさらに高まったのは、ボウイのそっくりさんによ
るライブが始まった時だ。ボウイもどきの歌に来場
者は大合唱で応えたが、本物のボウイのライブに
も劣らない盛り上がりであった。

今回の写真展は、イギリスの国立博物館であるヴィク　トリア＆アルバート ミュージアムが主催する
大規模な　ボウイの総合展覧会 "David Bowie is" の開催に合わせて開かれたものであり、こちらの
展覧会にも当然鋤田の写真が多数使われている。結局、大好評を得たこの　"Davis Bowie is" は、

開催期間を2度延長した後、世界各都市を巡回していく大規模なも
のへとなっていくのである。　鋤田自身の写真展もこの機会をとらえ
てロンドンにその第一歩を踏み出したが、この後世界中を巡っていく。
(Aki)

会期： 2013年3月22日 ～ 4月30日
会場： Snap Galleries　http://www.snapgalleries.com

【今後の写真展の予定（2015）】
開催中  「鋤田正義 写真展 ワールドツアー vol.5」 @オーストラリア、メルボルン、 Mossgreen Gallery

9月下旬～ 「鋤田正義 写真展 ワールドツアー vol.6」  @イタリア、 ミラノ、TBA

11月～　 「鋤田正義 写真展 ワールドツアー vol.7」  @アメリカ、ニューヨーク、 Morrison Hotel Gallery

12月下旬～「鋤田正義 写真展 ワールドツアー vol.8」  @イタリア、アルバ、 TBA

12月下旬～「鋤田正義 写真展 ワールドツアー vol.9」  @日本、 福岡、TBA

写真家デニス・モリス氏と

【主な写真集】
1992年 「氣 デヴィッド・ボウイ」
1999年 「映画ワンダフルライフ─その登場人物たちと撮影現場の記録」 
2001年 「鋤田正義画像集『波』─ 好きという思いをひもとく数十篇の小文とともに」
2007年 「T.Rex 1972 Sukita」
2008年 「GELATIN SILVER SESSION─ 21世紀の銀塩写真」
2010年 「Y.M.O.× SUKITA」
2012年 「鋤田正義 サウンドアンドヴィジョン」
   忌野清志郎写真集 『SOUL』
 「David Bowie × Masayoshi Sukita Speed of Life」
 「THE SHOOT MUST GO ON　写真家鋤田正義 自らを語る」

L O N D O N鋤田正義 写真展  
 World Tour vol.1  

 ῾̔Time - David Bowie 
   by Masayoshi Sukita᾽̓  

῾̔Masayoshi Sukita :
  Photographs Of David Bowie
  1972 To 2002̓᾽

ロンドン編
2014年12月、東京は青山のSpiral Gardenにて
鋤田のデヴィッドボウイ写真展が開かれた。
意外なことに、鋤田が東京でボウイの写真展を開催するのは今回が初である。
期間は短いが、12月という時期に青山という場所での写真展は、大いに注目を集めた。

　その写真展は年も迫った2014年12月、青山のSpiralという
大きな会場で開催された。ギャラリーでの写真展とは明らか
に違う雰囲気であり、展示作品にしてもアクリルでコーティン
グされており、会場の大きさをいかした大きなサイズでの展
示となっている。見た目にも迫力・美しさのあるユニークなも
のだ。

　また、会場の最深部にある螺旋階段のある吹き抜けのホ
ールには、この写真展のイメージショットであるボウイの巨大な垂れ幕があり、その両サイドには鋤田
とボウイの略歴を載せたポートレートが並
んでいる。これもこの会場を活かした展示
だ。ここを訪れる人の多くはこの垂れ幕を
前に写真を撮っている。

　オープン2日目の夜、オープニングレセ
プションが開かれた。この広い会場に人
がごったがえす様子は圧巻であった。東
京の真ん中での写真展ということもあり、日
本人のみならず多くの外国人の来場が目
につき、メディアにしても海外でとりあげら
れているものが多々あった。この時期に、徒歩圏内のギャラリーNPでも鋤田のロック全般を扱った写
真展が開かれており、このSpiralに訪れた人の多くがそちらのギャラリーとはしごしたようだ。最終的に

6日の間に1万人を超える来場者を迎えることができ
たこの写真展は （Spiralの展示イベントとしては動員
記録だったそうだ）大成功だったと言える。(Aki)

会期： 2014年12月4日 ～ 12月9日
会場： 青山 Spiral Garden　http://www.spiral.co.jp

T O K Y O鋤田正義 写真展  
 World Tour vol.2  

 ῾̔David Bowie 
   par Masayoshi Sukita᾽̓

 ῾̔Time - David Bowie 
   by Masayoshi Sukita᾽̓  

東京編
2013年、ロンドンの Snapギャラリーからスタートした鋤田正義の
デヴィッド・ボウイ写真展 ワールドツアーも、2014年末の東京青山での vol.2を経て、
2015年3月よりパリでの vol.3の開催となった。
パリでは新進の "La Galerie Stardust" を会場とした。

　ここ近年、パ
リでもギャラリー
や尖った感覚
の店がどんど
ん増えている地
区として知られる Republique 

の Notre Dame de Nazareth通りにそのギャラリーは居を構え
ている。ヨーロッパらしさを多分に感じさせつつ、新しさも見
せてくれるその通りはデヴィッド・ボウイの写真展にはこの上
ない環境と言えるかもしれない。

　鋤田正義の写真展は2015年3月3日からスタート。5
日にはオープニングレセプションも開かれ、多くの熱心
な鋤田・ボウイのファンが詰めかけた。鋤田もその熱
意にサインで応えた。ファンの中には日本のみで発売
された写真集「氣」を持参し、それにサインを求める
人まで現れた。

　3月3日のスタート以来、メ
ディアのインタビューのオフ
ァーも多数あり、地元でのこ

の写真展に対する関心の高さがうかがえた。
　そのインタビューも、若者向けメディアから音楽専門のメディアまで、そ
の幅の広さにも驚かされるとともに、素材としてのボウイがいかに世代・時
代を超越した存在であるかも再認識させられた。同時に、そのボウイを40
年にも渡って撮り続けている鋤田正義という写真家に対する人々の関心
の　高さも日本以上に感じられる場面が多 あ々った。
　 現在、鋤田も写真で参加しているボウイの総合的な展示イベント”David Bowie is"もパリで開催さ
れており、そのプロモーションの一環として地下鉄のプラットフォームに大々的にボウイのポスターを
並べるという計画がある。4月下旬からのこのプランに鋤田にも10枚以上の作品の使用オファーが来
ており、当分パリでは鋤田・ボウイへの関心は続きそうだ。(Aki)

　今回のパリ La Galerie Stardust での写真展の開催と期を同じくして、ロンドンの国立 Victoria and 
Albert Museum 主催でデヴィッドボウイの総合展示イベント "David Bowie Is"が開かれた。ここでも
鋤田の写真が多数使用されたのだが、このイベントのフランスでの会場である Philharmonie de Paris 
がプロモーションためにパリのメトロの "Pigalle" という駅で、大々的にボウイのポスターを貼りだした。
それはプラットフォーム一面を丸々埋め尽くすような力の入ったものであった。当然、多数の鋤田の写
真も使用された。日によってはその展示
に合わせてバンドの演奏もあったという。
日本では考えられないが、非常に面白い
プロモーションと言えよう。(Aki)

会期： 2015年3月3日(火) ～ 5月31日(日) 
会場： La Galerie Stardust　http://www.lagaleriestardust.paris/

P A R I S鋤田正義 写真展  
 World Tour vol.3  

 ῾̔David Bowie 
   par Masayoshi Sukita᾽̓

パリ編
パリでのボウイ写真展と同時に、イタリアのボローニャでも写真展を開催。
ラテンの地でのボウイ写真展も、地域全体を巻き込んでの熱のこもったものとなった。

　一般的に芸術の国として認知されているイタリアでの写真展の会場は非常にユニークなつくりとな
っており、入口から入ってすぐ左側は天井まで約6メートルの壁がそびえ、鋤田の写真を様々なレコー
ドが囲むように展示してある。また、入って右にはゆるやかな螺旋階
段があり、中2階、地下へと行けるようになっていて、中2階にはちょっとし
たカウンターバー、右手にはレコードショップやグッズショップがあり、
地下はプロジェクターを備えた完全なる展示室となっている。この地
下の展示室のみならず、カウンターバーやレコードショップにも鋤田
の作品が展示してある。

　この会場で、3月7日から鋤田正義の写真展は開催された。オープン当日の夜、オープニングレセ
プションが開かれたのだが、ホストギャラリーを始め、メディア、来客、すべての人が熱心で、この写真

展に大いに興味を持っていることがひしひしと伝わってきた。
このさほど大きくない会場に、実質4時間で実に2,500人もの
人が集まったのである。パーティの際、人の波が途切れるこ
とはなく、鋤田もその人々の熱心さに4時間の間、ほぼ休みな
くサインで応えた。フランスと同様、若いボウイファンの中に
は鋤田の写真でボウイを知ったという人もいて、熱心に鋤田
にその気持ちを伝えようとする様子は感動的ですらあった。

　ギャラリー内に留まれない人たちは、ギャラリーの外にまであふれた。
また、親子連れも目についた。

　また、今回鋤田は世界最古の大学の一つと言われるボローニャ大
学（卒業生にはかの映画監督ミケランジェロ・アントニオーニやコペ

ルニクス等）で講演も行った。聞けばボローニャ大学には10万人も
の学生が在籍しており、映画や写真の学部もあるという。教室には席
に座りきれない学生が床に
座りこむほど詰めかけ大盛況。
　プロジェクターを使用し、
実際に作品を見ながら話を

する鋤田に熱心に耳をかたむけるこの学生たちの中から、将
来写真家として羽ばたいていく者も出るのかもしれない。教
授が切り上げるまで質疑応答が止むことはなかった。

　このボローニャでの写真展は5月9日まで続いたのだが、わずか2ヶ月の開催期間内で実に26,000
もの来場者があった。ギャラリーによれば、この数はボローニャのミュージアムすべての半年の来場

者数よりも多く、このギャラリーのこれまでの動員記録（Nirvana展の
24,000人）を塗り替えるものであったという。大成功の写真展であった。

会期： 2015年3月7日(土) ～ 5月9日(土)  レセプション 3月7日(土)
会場： ONO Arte Contemporanea　http://www.onoarte.com/

B O L O G N A鋤田正義 写真展  
 World Tour vol.4  

῾̔DAVID BOWIE῾̔HEROES̓ :̓
  fotografie di Masayoshi Sukita̓᾽

ボローニャ編
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