
吉野俊太郎

彫刻展示のためにしばしば重宝されている展示台座に関して、それが単なる「台」以上の効

果と意味を秘めているのではないかという考えのもと制作を行っています。例えば展示台座

は形式やサイズ、色や質感によって作品の見え方自体を大きく変えることができるだけでな

く、内部に構造を隠し持つことで作品自体を固定したり立たせてしまうことができるもので

すが、その様子からは「台座は作品に載られている」という外見的状況と同時に「台座は作

品を載せてあげている」という逆転した主従関係をも見出すことが可能です。また人体彫刻

における「じあま /じやま」のように、作品との境界を明確に示すことが困難な存在も興味

深い。

そうした、〈彫刻〉と単なるオブジェクトとの間で暗躍する台座の存在に注目し、台座を（〈彫

刻〉を）操演する存在として、且つ〈彫刻〉＝操演される存在として捉え直すことを繰り返

し試みています。



	 	 CV

1993 年		 新潟県、村上市生まれ

2017 年		 東京芸術大学美術学部彫刻科	卒

	 	 Royal	Academy	Schools	/	英国へ交換留学 (2017.4-2017.7)

2019 年		 東京芸術大学大学院美術研究科博士前期課程	修了

	 	 小平市にてオルタナティブスペース「WALLA」をオープン、以降共同運営

2021 年現在	 東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程	在籍中

	 	 ほかグループ展

2014	年		 二人展（：大岩雄典）「ゲームのルールは知るべきだ」/代々木アートギャラリー（東京）

2015	年		 学内個展「天井の位置」/東京芸術大学（東京）

	 	 企画：研究展示「MAQUETTE	REVIVALS ！」/東京芸術大学（東京）

2016 年		 二人展（：大岩雄典）「囚人は通夜にいきたい」/アートスペースココノカ（東京）

	 	 学内個展「トゥルーマン・フリーク・ショー・ショー」/東京芸術大学（東京）

	 	 「木のシンギュラリティ」/旧平櫛田中邸（東京）

2017 年		 学内個展「ぽっぽないない」/	東京芸術大学（東京）

	 	 二人展（：大岩雄典）「理想の収納」/	東京芸術大学（東京）

	 	 「木のシンギュラリティ#2	」/	旧平櫛田中邸（東京）

2018 年		 「KUMA	EXHIBITION」	/	スパイラルガーデン（東京）

	 	 「みんな奴隷に厳しい」/	ギャラリー美の舎（東京）

	 	 「でんちゅうストラット」/	小平市平櫛田中彫刻美術館（東京）

	 	 「アトリエの末裔あるいは未来」/	旧平櫛田中邸（東京）

2019 年		 修了制作展示「死んだらラインおくるね」	/	東京芸術大学（東京）

	 	 「@Human」/ ギャラリー美の舎（東京）

	 	 「Mixed	Material	Arts	vol.1	首像」/麻布十番ギャラリー（東京）

	 	 「別人」/芸宿（石川）

	 	 「東風」/武蔵野美術大学	及び	東京造形大学（東京）

	 	 「無人演劇祭」/仲町の家（東京）

	 	 「彫刻と家」/旧平櫛田中邸（東京）

	 	 二人展（：亀元円）「Fire	Work」/ROJIBI（東京）

2020 年		 「WALLAby」/ 銀座蔦屋書店内	GINZA	ATRIUM（東京）

	 	 「本のキリヌキ」/瑞雲庵（京都）

2021 年		 「DOLLMAGE」/	TIERS	GALLERY	by	arakawagrip（東京）

	 	 トークイベント

2020 年		 登壇：トークイベント「雪火頌：第二回『手品のフィクション』」/コ本や（東京）

	 	 	 （奇術研究者の森下洋平氏とトークセッション、2020 年 10 月 17 日開催）

	 	 助成・受賞等

2016 年		 久米桂一郎賞

	 	 平成 28年度戸部眞紀財団	奨学生に採択

	 	 第 37 期国際瀧冨士美術賞特別賞

2017 年		 サロン・ド・プランタン賞

	 	 平成藝術賞

	 	 クマ財団クリエイター奨学金	一期生に採択

	 	 執筆活動

2020 年		 展評「みえないようにするしかけ」

	 	 	 「これぽーと	全国美術館常設展評」（https://www.coreport.online）寄稿

2021 年		 論考「君はともだち？芸術家と歩む“彼ら”についての断章」

	 	 	 『ユリイカ	2021 年 1月号	特集 =ぬいぐるみの世界』寄稿

	 	 展評「常設、それはもう一つの男性彫刻」

	 	 	 「これぽーと	全国美術館常設展評」（https://www.coreport.online）寄稿

	 	 企画・演出等

2020 年〜	 二人展シリーズ「嘔吐学」

	 	 	 Vol.1「ユー体、後ケイ」/	WALLA（東京）/	2020 年 3月開催

	 	 	 Vol.2「greenery	efficacy」/	WALLA（東京）/	2021 年 4月開催

2021 年		 演出：公演『デスクトップ・シアター』（主催：福井裕孝）

	 	 個展

2021	年		 「Plinthess」/	Gallery	美の舎（東京）/企画：原田雄（SYP	Gallery	ディレクター）



	 	 Awards	/	Scholarship

2016	 	 Keiichiro	Kume	Scholarship	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo	 	

	 	 Tobe	Maki	Scholarship	/	Tobe	Maki	Scholarship	Foundation

	 	 Special	Jury	Prize	/	37th	International	Takifuji	Art	Award,	Tokyo

2017	 	 Salon	de	Printemps	Prize	(Prize	for	graduate	first	on	the	list)

	 	 　	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Heisei	Art	Award

	 	 Creaters	Scholarship	(the	1st	year)	/	Kuma	Foundation

	 	 Biography

1993	 	 Born	in	Niigata,	Japan

2017	 	 B.A.,	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Exchange	program	at	Royal	Academy	Schools,	UK.

2019	 	 M.A.,	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Started	"WALLA",	Alternative	space	in	Kodaira,	Tokyo

	 	 Past	Group	Show

2014		 	 Duet	Show	"You	have	to	learn	the	rule	of	the	game"	/	Yoyogi	Art	Gallery,	Tokyo

2015		 	 Solo	Exhibition	"Position	of	Ceiling"	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Solo	Exhibition	"MAQUETTE	REVIVALS	!"	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

2016	 	 Duet	Show	"Prisoners	wanna	go	to	the	wake"	/	Art	Space	Kokonoka,	Tokyo

	 	 Solo	Exhibition	"Trueman-Freak-Show-Show"	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Singularity	of	Tree"	/	Former	Denchu	Hiragushi's	Studio,	Tokyo

2017	 	 Solo	Exhibition	"Mistranslation	(as	just	fluid)"	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo	

	 	 Duet	Show	"Best	Housing"	/	Tokyo	University	of	the	Arts,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Singularity	of	Tree	#2"	/	Former	Denchu	Hiragushi's	Studio,	Tokyo

2018	 	 Group	Show	"KUMA	EXHIBITION"	/	Spiral	Garden,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Everyone	are	severe	with	slave"	/	Gallery	binosha,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Denchu	Strut"	/	Kodaira	Hirakushi	Denchu	Art	Museum,	Tokyo

	 	 Group	Show	"New	Work	From	an	Old	Studio"	/	Former	Denchu	Hiragushi's	Studio,	Tokyo

2019	 	 M.A.,	Graduation	Work	"Long	enough	to	wait	for	any	man"	

	 	 Group	Show	"@Human"	/	Gallery	binosha,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Mixed	Material	Arts	vol.1"	/Azabujuban	Gallery

	 	 Group	Show	"Betsu-jin"	/	Geishuku,	Ishikawa

	 	 Group	Show	"Tong-poo"	/	Musashino	Art	University	and	Tokyo	Zokei	University,	Tokyo

	 	 Group	Show	"NON	HUMAN	THEATRE	FESTIVAL"/	Nakacho	House,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Sculpture	and	House"/	Former	Denchu	Hiragushi's	Studio,	Tokyo

	 	 Duet	Show	"Fire	Work"	/	ROJIBI,	Tokyo

2020	 	 Group	Show	"WALLAby"/	GINZA	TSUTAYA	BOOKS,	Tokyo

	 	 Group	Show	"Hon	no	Kirinuki	(a	clipping	from	a	book)"/Zuiunan,	Kyoto

2021	 	 Group	Show	"DOLLMAGE"/TIERS	GALLERY	by	arakawagrip,	Tokyo

	 	 Past	Solo	Show

2021		 	 "Plinthess"	/	Gallery	Binosha,	Tokyo



Plinthess

2021

Materials:	Plywood,	fabric,	cotton,	photopaper,	magnet

Size:	1822 × 1290 × 400（mm）

Form:	Sculpture

Plinthess Ⅰ



Plinthess

2021

合板、布、綿、写真、磁石

　台座とはある意味で、展示者が変身した姿でもある。

作品を持ち上げて顕示し、且つ保護し、解説し、なおも

良く魅せようとする。展示者が会場に常駐するわけには

いかず、その任務を展示者より仮託された影の者である。

展示者の影たる台座は、周囲環境としての建築に擬態し、

展示者からの任務を全うしようとする…。

写真に写るのは、台座扮する展示者、吉野俊太郎である。

影の者として仕えつつ状況を支配する「黒衣（黒子）」と、

状況を支配しながらも戯け、周囲を茶化し続ける「道化

（clown）」の二つをヒントとして新規に制作した白づく

めの衣装に身を包み、台座として演技する姿を写真作品

として綴じた。

-

　作品内では展示者で台座たる自身を酷い目に合わせる

ために、台座の化身と同じ服装のぬいぐるみを制作し、

それに台座を支えさせた。支えるといってもぬいぐるみ

にそんな構造も力もないので、ただ潰されるだけになる。

本作には台座の持つ強力な権威性への批判意識も含まれ

ているため「柔らかい台座」として、これくらい痛めつ

けることはするべきだと考えた。

-

　台座は展示空間の規模と吉野自身のスケールを元に検

討し、結果日本建築の基準且つ吉野の身長とほぼ同じ高

さとなる６尺（＝約 180cm）を選択した。幅は３：２

程度の比率になるように調整し決定。厚みは、吉野の体

が入ったときに無理のないサイズであることを条件に決

定した。ところで、台座はある意味で分離した一種の建

築物でもある。そしてそれは多くの場合、内部空間を秘

めている。安部公房の箱男がそうであるように、その内

部に潜む者がいてもおかしくないのではないか…そこか

ら今回の作品のプランは考え出された。

Plinthess Ⅱ



For	Plinthess

2021

方眼用紙、鉛筆

　最初に方眼用紙にボールペンで任意の直方体（＝台座）

を描き、その上から鉛筆で人物像を描いた。モチーフに

しているのはびっくり箱（Jack-in-the-Box ＝箱の中の

男）で、台座という箱から飛び出す者をイメージしてい

る。この飛び出す者は台座、台座の化身である。化身の

指差す先には台座——自身を規定するフレームが存在す

る。自身を規定するフレームとは、直方体以外に方眼用

紙や額縁、あるいは展示タイトルなどにまで及び、展覧

会を構成する客体（作品外らしきもの）すべてが指示の

対象である。台座は、常にその内部から展示空間を把握

し、指示をし、しかし物陰に隠れ続ける存在である。強

大な能力に反して、彼は恥ずかしがり屋である。

　その天板（あるいは裏板）を開けて、台座を台座自体

からびっくり箱のように飛び出させること。これが個展

「Plinthess」で吉野が試みたことの概説である。

For Plinthess

2021

Materials:	Graph	paper,	pencil

Size:	182 × 257（mm）

Form:	Drawing



Troublemaker

2021

合板、壁紙、布、綿

　台座の寓意を作ろうと思った。本作のイメージソース

には邪鬼（天邪鬼）がある。仏像の、四天王像に踏まれ

ている可哀想な鬼たちである。彼らの苦悶に満ちた表情

からは一見「踏まれている」という状況のみを多く伝え

てくるが、実は四天王たちを支える台座の役割をも果た

していることは見逃してはならない。被虐の姿勢の内に

彼らが隠し持つ主体性は、展示台座によく似た構造で発

生していると思った。

本作では二つの台座に挟まれた白いぬいぐるみを観るこ

とができるが、一番上に直立する台座の様子が、その下

のぬいぐるみやさらに下の台座によって決定されて固定

されていることは重要なポイントだ。

被害者にみえて、実は加害者ででもある——その両義性。

Troublemaker

2021

Materials:	Plywood,	wallpaper,	fabric,	cotton

Size:	1200 × 380 × 380（mm）

Form:	Sculpture



Devils	in	a	Box

2021

合板、壁紙、布、綿

　台座の寓意を作ろうと思った。本作ではびっくり箱

（Jackin-the-box）をモチーフにとっている。びっくり

箱から飛び出てくる姿は伝統的なものだとクラウンだと

か、昔は悪魔だったりしたらしいが、この作品で飛び出

てきているもののイメージは台座（	のクラウン、あるい

は悪魔）である。

　人形やぬいぐるみがしばしば内部に虚無を抱え、度々

そこに何かを憑依させる形代的役割を持つのだとした

ら、展示台座の内部にある虚無もそれと同じ役割を持ち

得るのではないかということを考えた。ぬいぐるみで可

能なように、台座の表裏をぐるりと反転させ、内部を露

出させる。

　台座という主体がどこかにいるとしたら、その時に

びっくり箱のように「バア」と出てきてもいい。

Devils in a Box

2021

Materials:	Plywood,	wallpaper,	fabric,	cotton

Size:	1250 × 300 × 300（mm）

Form:	Sculpture



Allocentric Room

	2020

Materials:	Mixedmedia

Size:	Dimension	variable

Form:	Installation



展示会場で配布したハンドアウト



他人本位の部屋

2020

ミクストメディア

　美術家・前田春日美との共同制作作品。

　「他人本位の部屋」。日頃の自身の身体にある種の不全

感を感じ取る経験から制作を続ける前田と、彫刻の操演

性について考察を巡らし、美術展示における台座をヒン

トにした制作を行う吉野が共同制作するインスタレー

ション作品である。なだらかな斜面を持った台座状作品

〈Atopic	Couch〉と、展示空間をゆっくりと往復するディ

スプレイを伴う〈Annoying	TV〉、他複数のオブジェク

トから構成される本作は、〈身体〉とその様態を起点と

して、二つの視点の交差点で制作された。

　前田は「唯一存在を確信できるもの」として、自身の

身体をこれまで自作の中で扱ってきた。その中で身体は

常に統御しきれない対象、つまり自意識とは距離のある

物として捉えられ、確かに客体化された状態で描写され

る。一方吉野は彫刻というメディアを検討する先で、「操

演されるもの」としての彫刻物とその身体を仮定しよ

うとする。吉野にとって、作品らは常にヒエラルキーと

力によって統御される側の存在であり、台座とはそれを

可視化しつつ象徴する表象である。人物と彫刻物、それ

ら二つの身体への眼差しを混交させて制作された本作で

は、空間内に立ち入る鑑賞者の身体すらも、その両方に

位置する可能性のある不安定な存在として作品に関係し

ていくことになる。		



Thread	for	Figurehead

2020

合板、ワイヤー、石膏	他

　美術家・前田春日美とのコラボレーションワーク。

　手を 24 時間連続で台上に固定し続ける前田の映像作

品《Figurehead》の制作プランに呼応して、専用の固

定器具付きの台座を制作した。本作で映像の様子を再現

するには台上に立つ姿勢が自然であるように設計してい

るが、台上に立ってポーズを取れば、たちまち古代ギリ

シャ彫刻《ミロのヴィーナス》の推定復元図と同じ姿と

なってしまう。固定し、固定され、彫像に変身する。そ

の主体性の有無と、台座の操演性に関して検討している。

Thread for Figurehead

	2020

Materials:	Plywood,	wire,	plaster	etc.	

Size:	

Form:	Sculpture



水死の氏

2019

アクリルケース、ベニヤ板、桜材、シリコンオイル	他

　傾いた展示台座の中で一体のハンドパペットが浮かぶ

作品。使用する展示台座の傾きは、彫刻を演出する台座

の特性を逆手にとって、造形物自体を死や崩壊のイメー

ジへと転落させる役割を持っている。

　例えば美術史上での彫刻物は、彫刻家たちによって台

座や床の安定した平面上に置かれて、初めて〈彫刻〉と

しての生をスタートさせるとも考えられ、こうした展示

演出によって鑑賞者の「まるで…生きているような…」

という感想が引き出されるが、この言葉でさえも、眼前

の彫刻物が「作者の手によって用意されたモノ ( ＝無機

物 ) である」という認識を前提にして、演出された生命

感を指標に評価しようという言葉と言えるのではないだ

ろうか。逆に言えば、彼らの生は台座や床が崩壊して、

鑑賞し難い状況に陥ることで初めて危ぶまれると言え、

展示という形式自体が崩壊してしまうことで、彫刻の生

は途端に死へと方向転換をすると言えるのではないかと

思う。この死への旋回は、まさに劇の後に放り置かれる

人形のそれと同様のものである。人形劇における人形の

生とは彫刻に同じく、まさに人に操られ、人に見られる

ことを想定している時間にあるのだとわたしは考えた。

　台座ケース内に浮かぶパペットは、イギリスの古典

人形劇『Punch	and	Judy』に登場する主人公パンチを

模造したもの。この人形劇のシナリオは公演する人物に

よって多くのアレンジが存在するものの、大枠は主人公

であるパンチが妻のジュディから果ては悪魔まで、他の

あらゆる登場人物を棒で殴り倒してしまうという子ども

向けのスラップスティック・コメディである。ぶちのめ

された人形は出番を終え、舞台裏へと消えて行くが、そ

のようなシナリオにおいてあらゆる人形をぶちのめす役

割を持つ彼は、独善的に他の人形の生を奪うことができ

る特権を持っているとも言え、そして彼もまた操演者

という存在によって生を文字通り握られているとも言え

る。吉野はここでパンチ自身が持つ生死のタイミングを

操作する役割を、作品を造って壊す、彫刻家の姿に重ね

ている。そのような人型の造形物が死のイメージに真っ

逆さまに突き落とされたとき、生と死を軽快に行き来し

ていたかのように見えた造形物の裏に、また一人似た姿

をした特権的な存在がいたということが、微かにモノた

ちによって告発されうるのではないかと考えている。

Drowned Punch

	2019

Materials:	Acrylic	case,	wood,	plywood,	silicon	oil,	etc.	

Size:	

Form:	Sculpture



背中の手

2019

ブラウン管テレビ、	樟、	ロープ、	粘土

　舞台裏で暗躍する人物の姿を想定した。

　何者かの手がロープを懸命に引き続ける姿は、古代ギ

リシャ演劇で「神」が浮遊して登場と退場するシーンに

て使用されたとされる、滑車とクレーンを使った舞台仕

掛けを操作する姿に取材している。神が機械仕掛けにで

なく、あくまで本当に飛来してきたかのように観るとい

う古代ギリシャ演劇の不文律は、人形劇において操演者

の存在に言及しないことに似つつ、彫刻家と彫刻が演出

するモノとされるモノという間の中で主従の関係を保ち

続けていることに繋がるのではないかと考えた。

　しかし本作ではその関係が逆転する可能性として、

ロープを引く手は泥まみれの姿になっており、それが彫

刻家の姿なのか、彫刻なのかの具体的な指示はない。

Puppeteer

	2019

Materials:	Analog	television,	wood,	rope,	cray

Size:	Dimentions	variable

Form:	Installation



昨日こそ君はありしか

2019

ブラウン管テレビ、	ロープ

　足立区の古民家での展示作品。閉塞感のある細い廊下

に、一台のブラウン管テレビを設置した。

　真っ暗な画面が長く続く間に、時々上から下へ、ある

いは下から上へと、既存の彫刻作品の姿を表すぬいぐる

みがロープによってゆっくりと昇降する。

-

　古代ギリシャの劇場で神の役割をなす俳優や像の姿を

登場させる際に使用されたというクレーンの動きから着

想を得た。

　シナリオの混乱をを解決へと導くために絶対的な力

を持った存在を突然登場させるという演出技法を表す

“Deus	ex	Machina”( 機械仕掛けから出てくる神 ) とい

う言葉も元はこのクレーンの仕掛けに由来するものであ

るそうだが、私はこのクレーンが場を強力に治めるため

の構造であると同時に、あらゆるものを立ち去らせて、

場を脱臼させることのできる特異な存在であるとも考え

ている。

Kinofukoso kimihaarishika

	2019

Materials:	Analog	television,	rope

Size:	Dimension	variable

Form:	Installation





Scene	-1

2019

ミクストメディア

　武蔵野美大で開催された展示「東風」に出展。同展で

同じく展示者であった画家・衣川明子に作品を借用した

いと最初依頼し、衣川の選択によって《無題》(2018)

を展示期間中借り受けられることが決まった。本作は他

者による特定の作品を展示するためだけに制作した台座

形の作品である。一方で本作は、衣川作品を支える役目

だけに徹する慎ましさを持ち合わせてはおらず、むしろ

地表から隆起する謎の白色物体としての顕示性を備え持

つ。最上部に取り付けられている装置はクレーンを模し

ており、展示物を操作する天上からの超越的意思と力を

意識して制作したものだが、それらは同時に展示者や台

座の暗躍の比喩としても扱い置かれている。

　クレーンの先に設置されているのは、コンスタンティ

ン・ブランクーシによる彫刻作品《Sleeping	Muse》

(1910) を模したぬいぐるみ。彫刻、あるいは超彫刻と

しての覚醒を予感させたまま眠りに落ち続けるこの作品

は、単なる物質と主体性との境界に立つピースであると

吉野は捉えた。元はブロンズ製であったが、より有機的

で短命な素材へと作り変えたこれをクレーンの先へと結

びつけることによって、彫刻の主体性の如何と、展示台

座の悪どさを問わんと試みた。

Scene -1

	2019

Materials:	Mixedmedia

Size:	

Form:	



Scene	-2

2019

ミクストメディア

　前頁《Scene-1》が参加した展示が東京造形大に巡回

したため、それに合わせて同作品を改変し再展示した。

衣川《無題》は落下したかのように設置し直され、クレー

ンの先に設置されていたはずのブランクーシ《Sleeping	

Muse》のぬいぐるみは、くくりつけられていたはずの

紐の途中から丸ごと消え失せた。本作は《Scene-1》の

アフターエピソードを念頭に置いて再配置しており、台

座の斜面に隣り合う床面にはぬいぐるみと同じ黄色の、

菊の花を横たわらせた。

Scene -2

	2019

Materials:	Mixedmedia

Size:	

Form:	



Long enough to wait for any man

 2019

Materials: Mixedmedia

Size: Dimension variable

Form: Installation



展示されたテキスト -1　　空間内では同内容が音声として飛び交っている



展示されたテキスト -2 展示されたテキスト -3



展示されたテキスト -4



展示中に発生した事象につき、会期中に急遽追加されたテキスト

死んだらラインおくるね

2019

インスタレーション

　多くの人格によって主観的に造形された“彫刻”なる

ものの叙述について。

　そもそも、それはどこかにいる、その前提で考えてい

るのがいけなかったのだと悟った。誰もその存在を正し

く語ることができない。正しいのか判断することもでき

ない。知覚することができたという確信は、その対象を

すでに間接的であれ知覚しているという経験の矛盾から

発生する。誰も何も確信ができない、いるかもしれない、

いないかもしれない、みんながみんな、好き勝手にそれ

を認識した気になって、それをそれだと結びつける。

　まだ一度も姿を現したことがない可能性もある。そう

考えてからベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』を下

敷きにして、一方で例えば“彫刻”自身の自己同一性の

側からも何かという意図で、戯曲『わたしじゃない』な

ども併せて参照した。展示空間内では３つの声が、会話

とも独り言ともつかない状態で鳴り響く。

-

展示にまつわる、ある一つの出現：

　会期のうち一日、同展示空間内でのトークイベント「何

も展示しないことはできない」を開催。新潟市美術館の

藤井素彦学芸員をお招きし、同館で 2018 年に行われた

企画展「〈正・誤・表〉美術館とそのコレクションをめ

ぐるプログラム」での試みについてお話しいただいた。　　　

藤井さんは「〈正・誤・表〉」では、《学芸員》として展

示された展示物でもあった。

-

展示にまつわる、ある一つの消失：

　会期二日目に、展示物の一つとして設置していた作品

《いのちのねじ》が消失した。おそらく持ち去りか盗難

の類だと思われる。同作は『ドラえもん のび太のねじ巻

き都市冒険記』(1996) に登場するキーアイテムであり、

それを使用するあらゆるものに意識と知性を併せ持った

‘生命’を与える機能を持つ、それを桜材で模刻したも

のだった。



Merry-go-round-trip

 2018

Materials: Wood

Size: 000 × 000 × 000（mm）

Form: Text with sculpture

作品の一部として有料配布したダイアグラム - 表　　

( 会期中は黄色の用紙に印刷し、筒状にして配布 )



作品の一部として有料配布したダイアグラム - 裏　　

( 会期中は黄色の用紙に印刷し、筒状にして配布 )

猿猴捉月

2018

紙、インク、樟、金箔

　彫刻家・深井隆の作品に関する考察を作品化。

　深井作品の中で重んじられる‘物語’の拡張可能性を

できるだけ侵害しないことを考えて、作品の一部である

ダイアグラムを、有料という枠を設けて展示受付にて頒

布した。



Verticality Cat

 2018

Materials: Wood

Size: 000 × 000 × 000（mm）

Form: Sculpture

身の毛

2018

樟に着彩（一木）

　猫は苦手である。

　気味が悪いなあと思う。

　猫の威嚇の姿がいつも猫ではない何かに見える。



Lonely Room

 2018

Materials: Plywood, speaker, paper, etc.

Size: Dimension variable

Form: Installation

作品の一部として展示し、配布したテキスト



翳りゆく部屋

2018

合板、スピーカー、紙 他

　小平市平櫛田中彫刻美術館にて。

　展示することを決めた部屋には、既に三つのブロン

ズ作品があった。村上炳
へいじん

人 (1916-1997)、浜田泰三

(1919-2000)、宮本理三郎 (1904-1998)、各者による「平

櫛田中」を象った作品だった。

　彫刻家とはおそらく“彫刻をつくる人”のことである、

その職業の名前である。そして平櫛田中は“彫刻家”と

呼ばれていた。その“彫刻家”が…である…、彫刻にさ

れてしまっているのだ…まるで自身と眼があってしまっ

たメデューサかのように。彫刻にされてしまっている…。

　それは人間をつくったと言われる「父なる神」が、人

間によってつくられている可能性を含んでいることと地

続きの形態でないだろうか。ここでは、つくる者とつく

られる者は、交換可能な関係にあるのではないか。

-

　そして彼は、3 人いた。( 展示室には写真もあり、それ

らを含めれば 4 人いる、と言ってもいい )　彼らはそれ

ぞれに、彫刻であるのか、平櫛田中であるのか、そのど

ちらでもないかが不明瞭な者たちである。誰も言い切る

ことはできない…できない。そこまで考えて、わたしは、

彼らの間で交わされる言葉について想像し、取り扱うこ

とにした。

作品部分。同美術館に既成の台座を模刻、内部に展示空間と振動スピーカー

を組み込んだ。台座内部には《いのちのねじ》( 桜材 , 金箔 , 2018) を展示。



The Late Courtesan (Heaulmière)

 2018

Materials: Plywood, stenless, printer, speaker, etc.

Size: 2500 × 1200 × 1200（mm）

Form: Sculpture and sound



作品の一部として配布したテキスト

消えたオーミエール

2018

合板、ステンレス、プリンター、スピー

カー 他

　“〈彫刻〉が消えたあと”が独り、自身の生い立ちをモ

ノローグする、というシナリオのある作品。

　近代の美的判断の中では「(かつての美であった、)老い」

というモチーフが、ロダンによって彫刻に採択されたが、

ではそのあ
・ ・

とはどうであったか。Life が尊ばれた彫刻た

ちにとって、病と死はどういった存在であったか。日本

近代の文脈の先に生き続ける彫刻の実材主義は、肉体の

滅びをいかにして受け容れられるだろうか。

　彼らは彫刻であり続けることができるだろうか。

-

埋め込まれたスピーカーからは機械的な音声で、定めら

れたセリフが読み上げられる。作中の用紙で引用してい

るテキストはロダン作品《美しかりしオーミエール》の

元となったとも言われる、フランソワ・ヴィヨンの《遺

言詩集》( 堀越孝一訳 / 悠書館 /2016) より引用。展示中

はプリンターから不定期に用紙が排出される。

美しかりしオーミエール ( メトロポリタン美術館蔵 )



Best Housing

 2018

Materials: Mixedmedia

Size: Dimension variable

Form: Installation (with Euske Oiwa)

SY-3　　※一部に大岩作品を含む。床のラインや台座横の穴などは彼の手によるものである。

SY-1



SY-5　展示したキャプション

※写真内一部に大岩作品を含む。平面作品や右下ソファのグループは彼の手によるものである。

SY-2　　※一部に大岩作品を含む。台座上のオリーブ瓶と床上の皿のイメージは彼の手によるものである。



作品 SY-2 に組み込まれたプリンターから鑑賞者に配布したテキスト designed by Euske Oiwa

理想の収納

2018

インスタレーション：

大岩雄典との共作

　二人展という形でインスタレーションを作成。生活空

間における「家具」が、機能的でありながら一方で非常

に限定的な様と、展示空間における「什器」などが汎用

性と特異な状態を併せもっていることとを比較し、それ

らの空間にまつわる鑑賞者へのアフォーダンスを射程と

した展示になった。展示空間は大岩雄典の実家の間取り

と美術館的制限の領域区分が直接重なり、交わっている。

-

　展覧会を、一つの凍結状態として扱う。

　展示することの機能と、作品保存への欲望とが交わる

美術館という空間では、その場にある殆どのオブジェク

トが静止を続けていると言っても良い。その中で凍結し

きれないものや解凍できそうなものについて探ぐること

が、この期間では試みられていた。

　解凍の糸口として、移動や消失の可能性、あるいは脆

弱なオブジェクトについて注視する。

　作品内にプリンターを組み込んだ。

　展示什器の「無口なアトラス」と例えられるような状

態を、演劇的な所作を交えてでも、仮定的に喋らせてみ

ることについて思案するもの。プリンターによる情報の

頒布は、台座自体にキャプションがへばりついて離れな

い状態とは異なる、台座の獲得可能な作品性と、情報出

力装置としての機能を意識している。

　また、展示用什器の特権的なマッスを分解していくこ

とについても取り上げている。展示空間においては什器

が base、つまり基礎や土山として高さと高さに由来する

( 上物や場の ) 権威性をいつでも完璧な状態で担保してい

ることに対して、家具的な要素としての複合性 ( あるい

は利便性、とりわけ特定のアイテムを収納するためにだ

け作られたミクロな空間の集合 ) を、展示空間からリビ

ング空間への応答の手がかりとして作品内に回収した。

またたき、フローズン

…いや、催眠術士の

2018

合板、アクリル、プリンター 他



Mistranslation (as just fluid) 

2017

Materials: Mixedmedia

Size: Dimension variable

Form: Installation

展示内に設置したキャプションの一部



展示内に設置したキャプションの一部

ぽっぽないない

2017

インスタレーション展示

　5 日間の展示期間の内、１日ごとに作品の様相を変化

させる。欠損、損壊、保存、保管、移動、消失、盗難。
変化と消滅の試験的な運用を実践する。以下は展示記録。

-

2017.10.16 mon :

壁を立てる。高さはきっかり 2m で吉野俊太郎の身長よ

りも少し高い。一枚の壁は不明瞭に領域を隔てられ、こ

れから先４日間分の作品を待つ。

2017.10.17 tue：

自分の声を 5 秒間録音し、そのデータを CD に移動。ディ

スクのみを展示する。日付を読み上げるだけの音声だっ

た。ディスクの中身を確認する手段は用意しない。

2017.10.18 wed：

プリンを皿の上に載せ、その日の夜までの間に少しづつ

食べる。展示された、埃の積もるプリン。減っていくプ

リン。移動するスプーン。

2017.10.19 thu：

封筒を 5 通用意し、中に手紙と、お気に入りのポストカー

ドを入れる。5 通以上は用意しないが、鑑賞者はそれら

を持って帰ることができる。

2017.10.20 fri：

20 日の作品のために待ち続けていた壁を撤去する。穴

が残る。撤去された壁は他の壁の裏に立て掛けられた。

-

* 展示壁とは別に、展示とは直接的に関係のない書籍類が「交換留学の報

告展示」という体で並べられる。これらの書籍は持ち去ることが容易に可

能になっていたが、展示期間中にどこかに持ち去られるようなことにはな

らなかった。



Gate

 2017

Materials: Wood

Size: 3920 × 1820 × 1350（mm）

Form: Sculpture



門

2017

木（主に樟、榧、銀杏）

が出来上がるはずで、この電子に相当するものが過去か

ら未来を結ぶ「彫刻家」の系譜…特に統御と対立である

と仮定した。昨今の日本美術界では「彫刻とは何か」と

いう言葉はしきりに交わされ続け、ともすると「あれは

…ではない」「あれは…だ」というような否定と肯定の

戦争が繰り広げられているわけでもあるが、その双極と

関係線を丸ごと一体として囲んでしまうことで、本来的

な「彫刻」の姿形の１つのパターンとして表現できるの

ではないかと思考し、今回実践に至り、本作の制作にお

いては特に攻撃的行為の方をを繰り返すことで彫刻の誕

生を試み、寄木・千切・鎹などの「接合する」技術を多

用しており、過去に制作された彫刻のイメージを断片的

にコラージュするような感覚で制作されている。

　殊に、寄木という木彫（造仏）技法がロダンやピカ

ソの多用したアッサンブラージュの技法と重なるのは、

「無理やり接合する」というような攻撃的行為が仏像と

Sculpture を先祖に持つ”彫刻”の重大な一要素である

ことの証左になりうるのではないだろうか。

　本作では創作（美術・彫刻）の枠組みの内、作者（送

信者）と鑑賞者（受信者）の関係内に巻き起こる攻撃的

行為と、取り交わされる嘘あるいは不文律に関して主に

考察し、彫刻家オーギュスト・ロダンの記念碑的作品「地

獄の門」をイメージソースとしながら、イメージのアッ

サンブラージュによる（日本語圏における）彫刻の総合

主義を目指し、制作した。

　前述の「攻撃的行為と、取り交わされる嘘あるいは不

文律」というものは、彫刻ジャンルの二つの重大な要素

である。まず「攻撃的行為」とは身体性の伴った暴力と

もいえ、物質やイメージを扱うことそれ自体を指す。例

えば彫刻家がイメージする形を木や石などの塊に彫り起

こすことは、素材を矯正する行いであり、素材それ自体

に物真似を強要する行為と言えるだろう。神話めいた発

言として今も語られる「石の中に埋まっている人物をた

だ彫り出す」というミケランジェロの考え方も、結局は

ただ一方向的な思考状況と夢見であり、これまではそう

いったロマン主義的な思想が攻撃的要素をあたかも隠蔽

していたにすぎない。

　もう一方の「取り交わされる嘘あるいは不文律」とは

彫刻における台座・内部空洞などのある種の「定型」の

ことを指す。台座が建築の延長のように振る舞うこと /

あるいは固定具を隠すこと、鋳込み（ブロンズ彫刻技法）

や内刳り（木彫刻技法）によって発生した内部空洞が隠

蔽されることなどは、鑑賞者を幻惑することを目的に行

われる行為だが、それは裏を返せば「嘘をついている」

とも言えるだろう。これらは彫刻を観る上で「目立たな

いこと」を強いられ、大多数の鑑賞者はそれらを不文律

として認識する。

　また、日本語圏における「彫刻」という言葉の射程に

ついて彫刻史を皮切りに研究し続ける中で、統御するも

のや対立しあうものの構造関係にも強く興味を惹かれ

た。先の、「攻撃的行為と、取り交わされる嘘あるいは

不文律」が彫刻という存在の二つの原子核とするならば、

その周辺を電子が覆い、初めて”彫刻”そのものの輪郭



The Exposer (and St.Sebastian)

 2017

Materials: Display, glass, oil clay, wood, iron, etc.

Size: 1500 × 600 × 600（mm）

Form: Sculpture and Video

種明かす人

（聖セバスティアヌス）

2017

ディスプレイ、ガラス、油粘土、木、鉄 他

6 分（ループ）

　ハリー・フーディーニを想う。

　19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてアメリカで奇術師

として生きたフーディーニは昔、亡くなった母親を交霊

術によって再び取り戻そうと試みたが、それらがインチ

キであることに気がついた以後サイキックハンターとし

ての道を歩みはじめる。だがしかし、彼がイカサマを暴

き続けたのは、おそらく心霊否定を声高に訴えたかった

のではなく、いつしか自身が暴けないトリックを使える

--- 本物の霊媒師を探すためだったのではないだろうか。

彼はきっと心から信じられるものを探していたのだと、

そのように思われてならない。

　さて、美術 art や彫刻 sculpture が本質的に抱え続け

るものの一つとして、嘘、あるいは不文律のようなとこ

ろがあるだろう。造られたものは観る者を魅惑しなけれ

ばならず、そのためには必死におめかしするのだ。我々

もまた、それを黙って了解し、受け入れている。

　

--------

　テーブルマジックや剣刺しマジックなどの、彫刻の手

口に近似するポイントを接合しつつ、かすかに失敗へと

導く。失敗のための失敗の中で、既存の彫刻や美術の成

立と構造を少しづつ露見させることが本作の主眼であ

る。



Tree of Life : Princess of Moon be illminated by "A Green Sun"

 2016

Materials: Wood, "A Green Sun"(written by Kotaro Takamura), torch, lens, metronome, etc.

Size: Dimension variable

Form: Installation

別添用紙



作品の一部として展示したテキスト #1 作品の一部として展示したテキスト #2



作品の一部として展示したテキスト #3

Tree of Life : 

緑色の太陽に照らされる月姫

2016

　「シンギュラリティ」をテーマにする展覧会への出品

を前提にして制作された。

　シンギュラリティ singularity とは日本語には " 特異

点 " などと訳され、物理学においてはブラックホールの

持つ重力の絶対的な始点が示されたり、工学においては

未来、技術の躍進によって人類史が後戻りできない程に

飛躍する、その始まりを表すようだが…噛み砕けばこれ

らは、新たなる求心力（に引き寄せられ構成された大き

な物語）の出現を指し示す言葉であるとも言えるだろう。

　本作では主に、近代彫刻史におけるロダン - 高村光太

郎（『緑色の太陽』）- 平櫛田中（〈月姫〉）の関係と、新

海誠作〈雲のむこう、約束の場所〉に描かれる恋物語な

どとをトポロジカルに重ね合わせることで、双方に別の

可能世界を見出すことを試みる。

木、緑色の太陽（高村光太郎著作）、

懐中電灯、レンズ、メトロノーム 他

北海道の中心に立つ約束の場所＝塔（新海誠監督作〈雲のむこう、約束の場所〉より）



True・man・freak・show・show

 2016

Materials: Photos, etc.

Size: Dimension variable

Form: Installation

トゥルーマン・フリーク・

ショー・ショー

2016

写真 他

　「彫刻 / 断層 」という、ある与えられたテーマに対して、

" モデル（モチーフ）" と " 造形 " との間の断層的な現象

をひとつの答案として提示する。

　〈青銅時代〉がモデルから直接型取りを行ったものな

のではないかという疑惑がかけられた時、オーギュスト・

ロダンはモデルの写真を証明に、その疑惑を晴らそうと

した。それが彼にとっての ( 模造家ではなく彫刻家とし

ての ) 所信表明の類であったにせよ、少なくともここで

わかるのは彼の作品は形態においては " 本物そっくり "

でない方が良かった（＝まがい物であれ）ということだ。

　解剖学的に見ると奇妙な点が多数見つかるロダンの造

形は、ある種彼の意図する（形態の）偽物っぽさを裏付

けているとも言える。意図された奇なる造形が彼の芸術

における…そして日本彫刻史における、一滴のエッセン

スであるとしたら、我々は展覧会という見世物小屋にお

いて人工のフリークショーを観劇し続けているだけなの

ではないだろうか。

モデル・August Ney の写真

作品部分



The Abuser

 2015

Materials: Camphor wood

Size: 2620 × 640 × 640（mm）

Form: Sculpture

虐待者

2015

樟に着彩（一木）

聖徳太子二王子像（『唐本御影』宮内庁蔵）

　国内において、彫刻行為の経験的暴力性は作者 - 鑑賞

者の関係上で無意識的に隠蔽されているように感じる。

　日本美術史の中で積み上げられた、現代に生きる職工

主義のようなものが「物質」を取り巻く純粋性にメディ

アを還元している風景に対する懐疑心から、行為の暴力

性自体を物質：彫刻素材において顕現させることを試み

た。

　法隆寺・夢殿の救世観音菩薩立像が聖徳太子の等身像

と伝えられているのは有名な話であるが、一方で「聖徳

太子は実在しないのではないか？」という説もある。像

高 178.8cm の等身だとすると、推定される同時代の日

本人平均身長から考えても眉唾な話だ。ともかく虚構説

の真偽は置いておくとしても、『唐本御影』に写される

聖徳太子像は紛れもなく仏を表す時に使用される三尊形

式であるし、救世観音像は現在も秘仏として扱われ、信

仰されている。実在したと言われる人物が「聖徳太子」

という聖性を持った存在として認知されるのは興味深い

ものであるし、そもそも非実在の人物があたかも実在の

人物として信じ扱われているのだとしたら、それはそれ

で不思議な話だ。

　本作ではそういった聖徳太子にまつわる説と図像を

「存在しないといわれるものの暴力」「大きい物事と小さ

い物事（またはその間の抵抗）」のための骨子として「暴

力」を組み上げていった。

　

　また本作では上野恩賜公園にて整備のため伐採された

樟を使用した。切られて間もない木は乾燥が十分でない

ために鑿を叩くたびにその傷口から水分が滲み出る。乾

燥と共に表面と内部の水分量の差によって複数のひび割

れが現れる。少し、人体に似ている。

上野恩賜公園不忍池周辺再生整備工事における伐採対象札救世観音立像（法隆寺蔵）



Position of Ceiling

 2015

Materials: Tatami, masking tape, tile floor, etc.

Size: Dimension variable

Form: Installation

天井の位置

2015

畳、マスキングテープ、タイル床 他

　日本において認識される彫刻概念を立体的ダイアグラ

ムとして、通路の途中にあるディスプレイ状の空間にイ

ンスタレーションの形式で構成することを試みた作品。

前提として、展示空間全体に高さが約 6 尺の所に黒線を

引き、そのレベルをこの作品における一つのルールとし

た。

　　

　畳と襖のサイズがだいたい同じ。というのは彫刻のス

ケールと進化にとって、重要な事実である。（3 尺× 6 尺）

明治以降の日本に「Sculpture」の概念が急速に流入し

た時、公共空間とシンボル、あるいは神殿と神像の関係

で成長を繰り返してきた Sculpture が出会ったものは江

戸期日本が持っていた「仏像」と「人形」の文化に育ま

れた天と地の距離の近さであった。この、西洋人と日本

人の地面と床面の感覚差こそが後の Sculpture と彫刻の

出自的な袂を分けた。それを象徴する言葉が「天井」で

あり「畳」である。

　また日本の居住空間を見れば、それ自体がそもそも寺

社仏閣の建築構造などから影響している所も大きく、明

確に土足（不浄）と素足（淨）のエリアを区分している

ことがわかる。

仮定的に分類すると、

　①地面（土間含む）　　②畳面　　③床の間面

の三つに整理することができるが、それらの用途からは

①は居住空間外部、②は居住空間内部、そして③はそれ

以外というように捉えられ、なおかつ②畳面に見られる

この裸足の空間は日本特有のレベルであるように思われ

る。西欧の土足居住空間に比較すると、裸足空間は人間

と人間以外の距離が圧倒的に近い。日本人は畳面の高さ

には自身と近しいもの（それは生活用品から、幼児の人

形まで）を置くが、一方で高価な工芸品や“置物”はそ

のレベルの一つ上の床の間面に置くように思える。

　日常にとって異質なものを居住空間としての畳面より

上に配置すること。これは考え方としては仏像表現にお

ける須弥壇に相当する。これらを国外から流入したホワ

イトキューブと白色台座に比較すると、非ずして似てい

るような、不思議な感覚に囚われる。

　本作ではそれぞれの作品をこれらの三段のレベルを仮

定的に使用しながら、彫刻の構造を建築の構造に接続さ

せた状態で明確に区分して比較し、配置していった。

一部（皿を模刻したものを逆さまにして

　　　　　畳の上に間接的に置いたもの）

一部（皿をタイル床に直接置いたもの）

一部（写真作品で使用した粘土の星を

　　　　　白色台座の上に置いたもの）



Artist's trick

 2015

Materials: Inkjet print

Size: 297 × 420（mm）each

Form: Prints

芸術家の手品

2015

組写真

　アーティストがあたかも”新たにモノを生み出してい

る”かのように振る舞うことへの疑問と、作品を見せる

ことがイリュージョンで語られることへの興味がある。

本作において5枚の写真の順番は特に設定されていない。

　「手跡を見せなければちょっと不思議」

　実材的な…メディウムが物質的な強さを持つ種類の彫

刻は、中を空洞にしていることが多々ある。運搬や設置

において重量が難を呼ぶことを多いのも理由の一つだろ

う、例えば木彫などにおいては「内刳り」と呼ばれる、

造仏の歴史から続く軽量化を兼ねた技法を使用する場合

がある。またブロンズ鋳造であれば使用する銅をできる

だけ少なくする目的もあって、当然のごとく内側は空洞

であるし、石膏やテラ・コッタによるキャスティングの

際も同様に空洞にされる。（石膏像を思い浮かべて欲し

い。）

　だがしかし、その事実を鑑賞者は知り得るだろうか？

事前知識としてでも承知していなければ彫刻、その表面

を見て誰も中が空洞だとは思わないだろう。作り手がそ

れを言及しなければ、誰もがブロンズの、石膏の、木の、

粘土の、塊と信じ続けるところなのだ。

　何かの目的のために見る人にとっては映画のフィルム

のような、コマとコマの間の隙間を持たない。例えば信

仰している宗教に偶像があったとして、それが実は中身

のない空洞だったと知らされた後、どんな気持ちで見れ

ばいいのだろうか。



Still Alive

 2015

Materials: Terracotta

Size: 000 × 000 × 000（mm）

Form: Sculpture

Still Alive

2015

陶

　2014 年 7 月に、「日付絵画」で知られるアーティスト

の河原温（1933 〜 2014）が亡くなったというニュー

スがあちこちで飛び交った。彼は知名度に反して全くメ

ディア露出をしないミステリアスな作家であったため、

誰もがその知らせに驚いた。

　一方でそのミステリアスな性格からか「彼は本当に

亡くなったのか？実は生きているのではないか」と

いった憶測が飛び交った。それに応答するかのように、

Twitter では＠ On_Kawara という名前の bot システム

が毎日一度づつ「I AM STILL ALIVE」とつぶやき続

けていた。

　河原温という（ニックネームの）一人の人間（アーティ

スト）は、もちろん生きているに越したことはない。ただ、

私にはこの bot システムの一言が「嘘」に思えて仕方が

なかった。河原温という存在が死んだことが真実だった

として、河原温生前の本人による『Still Alive』と死後

の誰か（ここではこの bot システムの管理者を指すが、

河原温本人の意思ではないことは作家の奥村雄樹氏に

よって判明している）による『Still Alive』は性質がそ

もそも違うのだと思う。嘘は嘘で、真実は真実で、生き

ている人は生きているが、死んだ者はもう死んでいる。

これらは変化しようのないことだ。

　生きていない人間を目に見えない誰かが（しかもその

名前を騙って）「生きている」と言い続けること、その

一言の嘘。たったそれだけのことに対して私は思惟的な

感動ではなく、小さな怒りを覚えてしまった。

河原温が亡くなったと言われる 2014 年 7 月 10 日とその前後の @On_Kawara のツイート履歴



Pair

 2015

Materials: Plaster, robot cat, wood

Size: 200 × 330 × 450（mm）each

Form: Sculpture

二匹の猫

2015

石膏、猫のロボット、木

　一概には言えないが、ロボットの夢というのは鉄腕ア

トム然り「人間（生き物）になること」である。現代

工学技術はロボットを大きく進化させ続け、最近だと

Softbank が一般用人型ロボットとして発売した pepper

や、シャープが今後販売予定のスマートロボットである

RoBoHoN などがある。

　さて、話は変わるが日本の美術鑑賞においては度々「本

物みたい」「生きてるみたい」などといった感想の常套

句のようなものが聞かれる。これは国内における（鑑賞

者批判では全くなく）視覚芸術のある一つの評価基準と

して、根底に「再現率」のようなポイントがあるのだと

いうことを知る、良い例である。

　「再現率」を踏まえ、芸術ジャンルそれぞれを一度「模

造芸術」として捉えようとした時、私は美術評論家の山

本和弘氏の画像論に使用されるダイアグラムを援用しよ

う。これは "Picture" を仮に Painting / Photo / Movie 

で区分した際に、現代においてはその間で進化現象と

( 隔世の ) 退行現象が起こっていると指摘するものである

が、仮にそこに Object の項を配置してみた時には、未

だ Movie に対応するものが現れていないのではないかと

いう疑問が生まれた。

　本作は ( ロマン主義的な意味合いではなく ) 現実問題

として、「再現率を高く維持する」流動時間的な芸術が

未だ現れていないと仮定した場合、そこにどういったも

のが当てはまるべきなのかについての私の試験的回答で

ある。

（展示中は度々片方の猫のみが動き、鳴き声を発する。）

画像進化論に対応させた模像 - 彫刻論図



Causes of my admiration

 2015

Materials: Acrylic, wood, oil clay, desk light

Size: Dimension variable

Form: Installation

　見間違いの話。ある日、誰かかの作品展のためにギャ

ラリーへ足を運んだ。帰り際、ふと横目に過ぎた風景に

「ローマの雌狼像」が映ったのでもう一度よく見ようと

振り返ると、ただのパソコンのディスプレイだった。自

分は脳みそまで全てが美術で埋め尽くされてしまったの

かと思い、えらく気味が悪くなった。

　あるはずのないものを無いとわかっていても「見」て

しまう感覚について、あるはずのものをあると思いこん

で見る感覚について。

私の憧れの種

2015

アクリル、パネル、油粘土、デスクライト

絵画（カピトリーノの雌狼）

油粘土（カピトリーノの雌狼）



Photo #1 (about Slippery)

 2015

Materials: Inkjet print

Size: 297 × 420（mm）

Form: Prints

写真 #1（ぬるぬる）

2015

インクジェットプリント

　1980 年に公開されたマーティン・スコセッシ監督の

映画《レイジング・ブル》ではモノクロ映画の特性を利

用して、血の表現の代わりにチョコレート・シロップを

利用しているらしい。何らかの再現のために別素材を利

用するというのは芸術表現ではよくある話ではあるが、

意味合いとしては、血とチョコレートに共通する部分と

いうのは実は見出しがたいように思える。そのギャップ

が芸術においては当たり前のように無視される場合があ

ることにほんの少しの疑問を覚えた。

　意味を持たない形状と、鑑賞者の眼差し・思考によっ

てその形状に意味が足されていくような動き。それらに

逆行するようチョコレートをかけることで「素材感（チョ

コレートっぽさ）」を「純粋感覚質（混じりけのないメディ

ウムっぽさ）」に変換していくこと。



Allegorical statue (just before die)

 2015

Materials: Camphor wood

Size: 2550 × 840 × 550（mm）

Form: Sculpture



寓意像（辞世に際する）

2015

樟に着彩（一木）

　私の好きな画家に Paul Gauguin（1848-1903）がい

る。彼は 1898 年に病と借金の重苦に苛まれ自殺を図っ

たという話が残るが、その時に残そうとした " 遺作 " が《わ

れわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれ

はどこへ行くのか D'où venons-nous? Que sommes-nous? 
Où allons-nous?》であると言われている。

　このエピソードは私に芸術家の自殺（未遂含）、実際

にその身を投げようと決めた時に彼らは遺作として何を

残そうとするのか？生前に遺作を決めるとはどういうこ

となのか？を考えさせた。そして一番に「なぜゴーギャ

ンは自分の死の直前まで " われわれ " をテーマにしよう

としたのか？」について悩んだ。

　そして…遺作について考えていた同じ頃に御嶽山（長

野 /2014 年 9 月 27 日 11 時 52 分）で噴火が起こった。

同山頂から見る青空の写真を Twitter にアップロードし

た人が、その投稿のわずか 1 分後に噴火に見舞われた事

を知り、当時大きなショックを受けた。「意識の終わり

は突然やってくる、かもしれない。」3・11 で感じた恐

怖が蘇るような感覚だった。さらに同時期には美術批評

家の土屋誠一が主催となって「反戦 - 来るべき戦争に抗

うために」展を開催していたという事もあり、大袈裟か

もしれないが、自分存在が戦争・自然災害その他諸々に

よってある日突然の瞬間に「死」に落とされるのではな

いかということを本気で考えた。

　本作は目に見えない悪意と軽い嘘、それに内在する暴

力がテーマである。インターネット上の悪意 - 目の前で

なければ人は死を笑っていられるという事への怒りに対

して、責任の伴わない嘘に対して。そして自分自身が嘘

をつかないでいられるか？という事に対して作品を通し

て言及していくために制作した。そして 2014 年の私に

とっての遺作になる予定だった作品。

《われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか》（1898） かつて存在したブラウザクラッシャーの画面



Ghostlike book / Book (shutting now)

 2015

Materials: Paper, ink, silk

Size: 210 × 148（mm） each

Form: Sculpture

おばけの本 / 本（今は閉じている）

2015

紙、インク、糸

　二冊の本を制作した。

　一冊は目の前にない彫刻を文字を足場として脳内に召

喚するということについて、視覚認識での彫刻は見たも

のを見たままでしか理解しえない一方、文字認識として

の彫刻はもちろん既知の作品しか再現しえず、更に連な

る文字として読み取れば彫刻は単体としてではなく連続

体として、あるいは他イメージとの複合体として脳前（目

前ではなく）に現出するのではないか、という仮定の元

に制作した。これは記憶の性質に近いが「印象の強さや

記憶の深さに左右されない、イメージの融合と分離の可

塑性の高さ」というポイントでの思考実験である。ペー

ジ内にはそれぞれおおよその時代順と共に彫刻作品の通

称名のみが記載されている。

　もう一冊はドイツ児童文学の巨星 MIchael Ende

（1929 〜 1995）の作《The Neverending Story》を引

用した作品で、ページごとに同作の章ごとのタイトルと

共に「Ink on Paper」の文字を併置した。「はてしない

物語」とは内気な少年が同名の一冊の本と出会い物語の

進行と共に物語自体に没入していく話であるが、その中

では度々閉じられた本と物語の関係性について、あるい

は想像力について言及するような文章が登場する。

　本作ではこの二冊の中で片方は彫刻を主題とする物語

的なビジョンの生成を狙う一方、「想像力の欠乏による

物語 - 世界（＝ファンタージエン）の危篤」という世界

観の章全てに物質性を強調する一文を加えることで読者

を現実に引き戻し、ファンタージエン中の「彫刻」と読

者の間を振動させる。



Voice.1926

 2014

Materials: Cloth, cotton

Size:  000 × 000 × 000（mm）

Form: Sculpture

声と 1926

2014

布、綿

　水泳競技において選手がひたすら泳ぎ進んでいる時、

おそらく観客の姿は見えないし、声援もほぼ聞こえない

世界を知覚していることだろう。でも多分、それでも水

泳選手を応援して、最初も最期も一緒に喜び悲しむ人が

いること。それが一番重要なのだ。

　瞼を開けなくなった人に花の絵を送ること。それがそ

こにあるかどうかさえわからないだろう。でも多分、絵

をその人に送ること、絵がそこにあることが、一番重要

な事だったのだと思う。

　2014 年 8 月、母方の祖父：吉野忠雄が亡くなった。

その時の「見えない事」「聞こえない事」に関する経験

を思い返しながら縫い上げたもの。



Can I speak to use own voice ?

 2014

Materials: Fabric, cotton, extension cord, canvas, picture frame

Size: Dimension variable

Form: Installation

僕は声を使って話せるか

2014

布、綿、延長コード、キャンバス、フレーム

　2014 年 6 月、二人展「ゲームのルールは知るべきだ」

にて展示した作品。

　手製の白いぬいぐるみが６種類床に置かれ、それぞれ

に色の違う延長コードが接続してある。コードの先は上

方へと伸び、天井に設置されたキャンバスの切れ目の中

に消える。ぬいぐるみたちの中心には A4 版のフレーム

が設置されており、中には芥川龍之介『蜘蛛の糸』の一

節「しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんな事には頓着

致しません。」が引用し表示される。

-

　2011 年の東日本大震災の被害で感覚したのは、電気

というものの存在だった。電気がなければ話もできない、

すべてがそうというわけでもないが、そんな感覚があっ

たのは覚えている。この当時の作者にとって、延長コー

ドとはコミュニケーションを可視化、あるいは象徴する

ものでもあった。あるいは…天、極楽などのイメージを

持ち出そうとする本作では、延長コードというのはおそ

らく生死を司る延命器具の役割も帯びている。

　どちらにせよ、そのコードの行く末はキャンバスの穴

以降は有耶無耶にされている。このキャンバスは明らか

にルーチョ・フォンタナが切り裂いたキャンバスの引用

だが、フォンタナがイメージを切り裂いてキャンバス

自体の即物的側面を表出させたのとは反対に、本作での

キャンバスは未だ物質を超えたイリュージョンを抱えた

ままでいる。

　白いぬいぐるみは形代をイメージソースとしている。

キャンバスの白と同様に形代の白も、客体の侵入を歓迎

する効果がある。



(Road sign isn't a person)

 2014

Materials: Iron, lacquer

Size: 2600 × 1050 × 600（mm）

Form: Sculpture

（道路標識は人ではない）

2014

鉄にラッカー塗料

　見えない相手とのコミュニケーションについてを考え

る。

　例えば Facebook などでは架空の人物を装うアカウン

トが「友達申請」をしてくることがある。実在しないは

ずの架空の人物がメッセージを送ってくる事は実に気持

ちの悪い事であるが、インターネットには事実そういっ

た側面があるもので、実在と不在がひっくり返される事

は珍しい事ではない。しかし、一つのアイコンを仮面に

して様々な人格があたかも取り憑いていくような感覚に

は、日本人形から始まる怪談話などに通じるものがある。

　相手がどんなメッセージをインターネット越しに送っ

てきたとしても、そこに書かれた署名と筆をとった者を

同一視する事は危険である。一度存在と意味を確認され

てしまえば、その後は再び確認される事のほぼない道路

標識に、SNS のイメージを重ね合わせた。



d / o / g

 2014

Materials: Potter's clay, ink, cotton

Size:  000 × 000 × 000（mm）

Form: Sculpture

d / o / g

2014

陶土、墨、綿

　製法：テラ・コッタとは焼いた土という意味であるが、

象られた陶土の乾燥と焼成の際の温度の上がり方を全体

に均一にするためにほぼ必ず内部を空洞にしなければな

らない。ハリボテのようなそのあり方は、言葉の意味の

変化順序を思わせた。

dog という言葉は英語圏では犬という意味の他に、「失

敗作」という意味や、相手を罵る言葉としても使われる

意味合いがあるらしい。

本作では d/o/g の三文字を立体的に象った（整形）後、

中を空洞化（身の喪失）し、床にわざと落とす事で変形

させ、800 度での焼成（固着）を行い、そして焼成後に

内部に綿を詰め込むという複雑な制作方法をとる事で、

「言葉」の立体化を試みた。




