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﹄は
水野しず︑ゆっきゅんのW編集長体制です

分︑両方持ってるからですね︒それが﹁強

ティである部分とマジョリティである部

少し強い部分もある︒なぜなら︑マイノリ

と思うんですよ︒パーよりは弱いんだけど︑

えば男性批評家はそういう人がすごく多い

両方持っている立場の人が チョキ 〟︒例

それに対してカウンターで︑弱さと強さを

もしっかりした大人としてみなされる人︒

男性で︑権威ある地位で︑男性社会の中で

番強い人﹂が パー 〟︒つまりそれは成人

思っていただければいいんですけど︑
﹁一

上でのマジョリティ度合が指の本数だと

種類に分けることができる︒何かを論じる

﹁論じる人﹂を︑グー・チョキ・パー の三

しず これ︑ジャンケン理論なんですよ︒

いきたいと思うようになって︒

てあるはず︒

ゆっきゅん それが︑一番の潰され方とし

しず そうなんですよね︒

いるっていう感覚があるんですよ︒

う気が起きない 〟︒というか︑剥奪されて

うっていうことでもなくて︒そもそも 言

何かを論じたらその意見を潰されてしま

かってくれた人もいると思うんですけ ど︑

ゆっきゅん 綿密ですね︒今の説明でわ

て︒綿密 ですね︒

を︑実行する思想犯みたいなところがあっ

から計画犯罪︒ 年くらい抱え込んだ魂胆

に思い詰めた上での犯行なんですよね︒だ

い！っていうような話じゃなくて︑本格的

てるので︒思いつきで雑誌の編集長やりた

て︑ゆっきゅんはそのために大学院まで出

れる場を作りたいなあと独自に考えてい

トゥントゥン トゥントゥン ……
アアアア ……

ゆっきゅん アーッアーッアーッアアアア

のサビの前みたいなことになってて︒

持ちが極まっている状態というか︑EDM

漂流している人に届けたかった︒なので気

に居場所があります！というメッセージを

みを作りたいっていう意志があって︑ここ

しず 少女漫画ナイトっていうのも︑枠組

す︒

れてもらえないだろうけど︑我々は本気で

よかった︒SNS上ではネタとしか受け入

当にナウシカより早く歌舞伎になったって

﹄は本気で歌舞伎にした方がいい﹂
﹁
﹃ NANA
﹄が本
という結論になりました︒
﹃ NANA

けてもらえない言葉を全力で発した結果︑

るわけじゃなくて︑場面によっては チョ
ずっとそう︑割とそうなんだよ︑思い詰め

しず みたいなことになっていて︒人生

ゆっきゅん みたいなことになっている︒

しず ﹁ FEVER
﹂

いけど弱い人 ﹂︒
それで言うと︑私は グー 〟なんですよ︒
キとかパーを出したりするんですけど︑と
がち︒

しず そう︑実は同じ人がグーを出し続け
グーは何かっていうと︑
﹁弱いから強い人﹂
りあえずグーの手は封印されている︒チョ

が︑この二人で雑誌を作ろうと思った経緯
ゆっきゅん お互い生きていて︑問題意識
なんですね︒例えば︑単純な話私は︑すご

は？
が重なる部分があったんですよね︒
ゆっきゅん 結構そうかも︒切迫し続けて
しず サビそのものっていうよりは︑サビ

キとパーしか出せないじゃんけんは不健全

の直前のトゥントゥントゥンってのをやっ

く力がないです︒しかし︑絶対に力で負け

うよ？﹂と言われたりしたんですけど︒で
てるって感じなんだよね︒思い詰めたいみ

水野しず まず一言で言ってしまうと︑巨

も︑作ってる途中で﹁全くの逆だ﹂と気が
たいな︒

るよね︒

﹁弱いけど強い﹂チョキの人って︑パーに
付いたんです︒自分達の周りにこんなにい
上田 少女漫画ナイトもすごく面白くて︒

だからせめて自由な場を︑と思うんですよ

ウントで︼
︻論 じ れ な い も の が と っ
は勝てるんですね︒パーの人って一番社会
いものを作って︑良すぎて逆に取り上げら
ただここが好きという話ではなくて︑誰も

るからこそ︑説得力を持つ言葉っていうの

てもいっぱいある！︼
の中心的な意見を発する人として社会に存
れる場所もないような︑理解されない最先
気づかなかった独自の視点で論じていく

大な電光掲示板がここに浮かんでいるとし

っていう問題が︑浮かんでいるんですよね︒
在しているからこそ︑弱い部分と強い部分
端のジュエルが集結しているのであれば︑
じゃないですか︒原作を知らない人でも面

ね︒
﹁身内ばっかだと内輪ノリに見られちゃ

ゆっきゅん 私は大学と大学院で７年間主
を抱えてる人の意見に勝てないんですよ︑
むしろゴリゴリにゴリ押しまくるべきだろ
白い︒

がある︒弱いからこそ強いグー︒

に映画研究や批評を勉強する中で痛感し続
言葉の上では︒ところが︑グーはチョキに
う︑と︒

て

けたことがあって︒当たり前だけど︑映画
勝てるんですよね︒
﹁弱いけど強い人﹂が

︻SNSの公開アカ
︻論じれない︼

の歴史を学ぶ時に観るのって残された作品
ゆっきゅん 知り合いがドンドン出てきま
しず もちろん作品が飛び抜けて優れてい

抱えざるを得ない欺瞞を最もクリティカル
るから︑そこからどんどん世界が見えて克

だけ︒その作品がなんで残ったかって言う

明になるという側面もあるんですけど︑そ

す︒
しず 自分達はちゃんとジュエルを見つけ
れ以前にそもそも﹁ 年代の語られ方﹂っ

に衝けるのが グー 〟の立場だからです︒
ていたんだなって︒
ていうのがあまりにも種類が少ないことに

えーっ︑おじさんに気に入られた作品だ
に躍起になっているところがある︒だから

排除されているから︑SNSでは勝ち残り

そうなると︑チョキの人って︑グーを排
ゆっきゅん 面白い人に会いたくて知り

と︑評論家や研究者が高く評価したから︒
評論家の全員が男性ってわけじゃないけ
ど︑でも︑比率としても︑意見の強さとし
除すれば絶対に勝てるんですよ︑SNS
合ってきたんだもん︒

る︒それはそれで面白いんだけど︑視点の

けがデジタルリマスターされるんだ〟

ても︑
上で︒チョキの人は一般社会でパーの人に

前夜としての
少女漫画ナイト

見えないところでものすごく激 しい排除・

危機感があって︒いろんな文化の語られ方
がちょっと形式化しちゃっているところがあ

のためにも未来のためにもちゃんと語って

いる文化については︑心があるままで︑今

から︑せめて自分が同時代で魅力を感じて

ていったことが寂しく思えたんですよ︒だ

ずなのに書き残されなかったからなくなっ

ゆっきゅん それで︑即︑夢眠書店に集まっ

しず 即レス︒

いなあって︒二人とも元々︑自由に論じら

間欠泉のように爆発・暴走するから︑面白

そ強いグーのエネルギーが︑自由な場では

れちゃう︒そういう︑立場的に弱いからこ

グーの人がなにかものを言うと︑封殺さ

いな感じになりたい︑っていうね︒

しず 田舎者はEDMを聴く︒EDMみた

ゆっきゅん 確かに︒生音だね︒

野モヨコ作品とか︒本気になっても真に受

上がってその後﹃ガラスの仮面﹄とか︑安

ナイトが盛り
NANAナイトとか︑ NANA

ク イ ベ ン ト の 存 在 が あ っ た ん で す よ ね︒

て︑
﹁本気の少女漫画ナイト﹂っていうトー

ゆっきゅん この﹁場づくりの﹂前夜とし

たい︒やっぱり矢沢あい漫画︑安野モヨコ

への語られていなかった視点︑文脈を与え

視点自体が少なくて枯渇していると思う︒

ゼロ年代はこういう視点でしたよっていう

種類を増やしたい︒ゼロ年代にいたっては︑

漫画とか︑それくらい強く多くの人の心に
て︑﹃まろやかな狂気３﹄の最後に載せる﹁雑

になったのか教えてください︒

上田 どうして

淘汰の圧力が働いている︒

響いているような漫画だと︑必ず見えてく

ゆっきゅん わかるわかる︒わかるんだよ︒

って思うと︑私のために作られた作品だと

るものがあるんですよね︒当時はたわいも
誌を作ります﹂という野望の鼎談を収録し

しず どでかい花火︑打ち上げてえなあ︑

ういう気持ちを大切にし続けたいと思って

をひとりで布団に包まって聴いていて︑そ

私は地元で

国家やイデオロギー︑複数の人が 集まって

しず 自分を認識するものが壊れていった︒

ゆっきゅん 大きな物語というか︒

しず そうですね︑2020年代は虚数の

上田 その時点ではどういうものにしたい

いう﹁2﹂の崩壊 ︒そうして 2010年代に

る数字﹁3﹂の崩壊 ︒そのあと追幻想って

時代だ！って思っているので︑雑誌に書い

というタイトル
imaginary

﹂とは？
imaginary

だから︑まず何かを論じる前の︑時代性

ないものとされていた︑その時の人が抱え
たんです︒本当に︑全ての話が早かった︒

毎晩︒みたいな︒

﹁

てた切実な問題︑直面してた問題とか︒こ
しず 忍者︒

と考えていたのでしょうか？

るんですよね︒現実逃避という意味ではな

個性という﹁1﹂の幻想もめでたく崩壊しま

たテーマにもつながってるんですけど︑共

ゆっきゅん 批評的な視点を持って︑いろ

くて︑
キラキラした憧れの気持ちっていうか︒

したので ︑虚数の時代︒正確には﹁０﹂と

ゆっきゅん EDMを︑ひとりベッドでイ

んなものに取り組んでいる面白い雑誌キラ

しず やっぱ魂焦がしたいというか︒

虚数が並走しているというイメージですね︒

同幻想っていうか︒

上田 紙の雑誌に拘った理由というのは︑
キラの雑誌をね︑作ろうって︒

ゆっきゅん そうそうそう︑魂焦がした

ヤホンで聴いてる感じ︒クラブにも行かな

何かあるんですか？

しず 好きなもののことを好きなだけ論じ

い！ だからこの雑誌のコンセプトは﹁ど

ていうタイトルになりました︑伝わりまし

ゆっきゅん そういう感じで

いし︑みんなと踊ったりもできないけど︒

しず ここも意見が一致しているんですけ

ても誰にも怒られないっていう︒当たり前

れもこれも気に入らなかった人が最終的に

とかバキバキのやつ
CAPSULE

ど︑田舎にいた時に︑雑誌を買って信じら

のことなんですけどね︒でもそれがなかっ

手に取るしかないマガジン﹂っていうのを

っ
imaginary

れた実在感みたいなものを形にしたい︒で

たから︑やっちゃおうかなって︒

しず 何言ってるかわからない感じでした

たでしょうか︒

もいま雑誌に実在感が薄れちゃって︑サブ

掲げてます︒

ら︑申し訳ないです︒
それはわかるってことだと思うね︑私は︒

ゆっきゅん でも
﹁なんかわかる﹂
としたら︑

かいのが良い︒

るものがいい︒物としていま作るなら︑で

たまま︑衝撃を︑新鮮に感動し続けら れ

トレーションを︑作品としての強度を保っ

上京したい︑みたいな︒そういう︑上京の

てるのに片思い︑みたいな︒東京いるのに

イマジナリーな﹁田舎者﹂です︒付き合っ

んでるけど田舎者もいると思うんですよ︒

しず 田舎者って言っても︑別に東京に住

ン﹂っていう特集で︑2010年代に起こっ

しず 創刊号が﹁2020年代のファッショ

よろしいでしょうか︒

ですよね︒創刊号は︑何特集かお伺いして

上田 毎号毎号︑特集のテーマが変わるん

しず わかりそう︑っていいよね︒

ね︑自分は︒

どん享受していく時期みたいなのがあった

は！ ギリわかるみたいなやつをさ︑どん

るものじゃないんだよ︑世界っていうの

ゆっきゅん 瞬時に自分の言葉で噛み砕け

るじゃん︒

2020年代の
ファッション

上田 物質感は相当ありますよね︒それが

したさ︒

たことを振り返りつつ︑2020年代に起

ゆっきゅん それで︑わかんな！ってなる

田舎者〜！

ゆっきゅん それをどういう人に届けたい

ゆっきゅん そうなんだよねー︒結構︑当
たり前の感じではありましたね︒しかも結

どう具体化していったんでしょうか︒

ゆっきゅん 自分がいる場所を辺境だと

こることを予見しつつ︑いろいろな話をし

しず ﹁なんかわかるやつ﹂が︑一番わか

ゆっきゅん こういうのがやりたいってい

思っていて︑もっと輝いている場所や自分

浴
んじゃなくて︑なんかもっと︑こう ……

構大きめのものにしようと︒写真やイラス

う思想をただ抱えてて︑インディペンデン

ていこうっていう号です︒同時に自分達の

上田

びたい︑みたいな︒そういう気持ちが最高♡

言葉でゼロ年代〜 今を語る土台となる視座
も提示しつつ全体的にキラキラ︒

見たことのない世界が広がってい

自 分 が 上 京 す る と き に 本 棚 か ら︑こ の

がもっと輝けるはずの場所への憧れがある

って思っ
いるし︑まあやれるのかなあ ……

てたんですけど︒2020年の 月くらい

ずちゃんと雑誌も作ろうって考えてて︑っ

来年のことをずーっと考えてたんですよ︒

て︒そのとき私︑修士論文が無理すぎて︑

とが見えてきますね︒一昨日ゆっきゅんと

ガールを対比させてるとすごくいろんなこ

しず やっぱり︑田舎者とシティボーイ・

ねっていうことを話してました︒

いくような︑宝物みたいな雑誌を作りたい

という生き物の定義自体が︑どういう枠組

どういう存在になっていくか︑とか︒人間

人間がどういう形になってくか︑とか︑

ないです︒

しず トレンドの流れの話は︑ほとんどし

くって︒

モチーフが流行るとかそういう予見ではな

しず 〜世界はそれをないと呼ぶんだぜ〜

みたい︒

よね︒強いて言うなら︑自分たちの頭の中

ゆっきゅん 何みたい︑ってのがないんだ

ないです︒撮ってるときに︑しめた︑これ

しず 見たことないですね︒表紙とかも︑

ますね︒

て野望語りをずっとして︒そしたら︑ねむ

ファッションショーに行ったんですよ︒終

みに包まれていくかとか︑そういう話がメ
ティボーイとシティガールは

ションの情報が知れるっていうよりも︑考

ゆっきゅん ぱっと読んで︑現在のファッ

はないぞ！と思ったので︒

さんが﹁うちの出版社で作れば良い〜じゃ

わった後︑こちとら東コレだからってもう
ション︶
﹂

ジーンズで来てんの︒もうね︑
度肝抜かれた︒

すね︒

えるための雑誌を︑今作っているところで

インで︒
ゆっきゅん もう相槌のような速さでし

ゆっきゅん 気合いの入れ方の違いってい

シャツ︑
た︒
﹁雑誌作りたいと思ってるんですよね︑

しず EDMにならない︒

うか︒
らうちで﹂みたいな︒

こういうので﹂って言ったら﹁え︑だった

﹂もやるし︑あとし
来年は﹁ DIVA Project

ん♪
︵フィクション︶
﹂

ガンガンにおしゃれしてるんだけど︑シ

﹄って雑誌だけを東京に持って
﹃ imaginary

ゆっきゅん でも2020年代はこういう

よ う な 人 に 届 け た い っ て 思 い ま し た ね︒

２人

スクっぽくなっちゃってるので︒もうね︑

田舎者へ届け

の雑誌でも︑ 年代〜 今にかけての切実な

思えるようなものが絶対どっかにあったは

90

トな感じで︑周りに書く人もデザイナーも
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しず ﹁YOU出せばァ？︵完全にフィク
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作るか︑人類滅亡かどっちか︒

2021年に紙の雑誌を
作る理由
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問題や視点︑論じる土台になる視座も提示
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