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『円盤が地球の地勢を観察しに来た火星の地理学者の乗り物だとしたら、火星の歴史はわれわれの世界

と同じリズムで成熟し、われわれが地理学と航空写真を発見したと同じ世紀に地理学者を生み出した

ことになる。唯一の進んだ点は乗り物それ自体であり、だから火星は、理想化の夢すべてにおいての

ように完全な翼を持った夢想の地球に外ならない。』　　　『神話作用』ロラン・バルト著・篠沢秀夫訳（現代思潮社）

　これはロラン・バルトの著書『神話作用』、《火星人》の章の一節です。バルトは「すべての小市民

的神話体系の恒常的特徴の一つ」として「他者を想像する事の不能」を挙げ、「特異性は最も《良識》

に反する概念」である故に、「天空に形成されるや否や、火星は適合の最強力の形、すなわち同一性に

よって整理される」と言います。確かに人は、個々の幽閉される自己という閉鎖空間それぞれが、あ

たかも共通の言葉を持っているかに振る舞い、不測の理解し得ぬ事態を直ぐさま命名をもって共有化

し、人であることを保持しています。

　それ故に、バルトの言う円盤や火星人の場合と同じように、作品鑑賞という行為も神人同形同性論

的に作用し、それによって鑑賞対象（作品）も自動的に整理されるかに思われます。しかし、美術と

は物理的に見聞きすることが出来、読み取られることを待つ素材や形式によって存在が保証されるも

のではありません。一般に作品と便利に呼ばれるそれらはむしろ単に媒介物でしかなく、あくまでも

関係性の内に生じる、鑑賞者が重箱を突つくような鑑賞作法に則り対象を同一性によって整理しよう

とも瓦解させる、あのある種の暴力こそが、唯一作品の質を問う材料となり得、また、作品の現場な

のです。

　作家は作品をもって自身の内なる他者を換骨奪胎し、〈在りのままの世界〉へと接近することによっ

て、この夢の良心として、その独自の存在を保ち得るのではないでしょうか。  　　　　　　　水谷 一 

　

《暴力と宇宙》開催にあたって　
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遠藤利克：TE ／ 水谷一：HM

HM　今回の展覧会《暴力と宇宙》では、期せ

ずして全員が現地制作という形を取る事になり

ました。たとえば、アーティストがグループ展

に参加する場合、企画者が設定した展覧会の全

体テーマと、展示スペースとして割り振られた

会場の在り様によって、自身の作品の置かれる

場というものは出来上がっている、そう仮想す

る事で、当のアーティストは「その場にどうやっ

て関わるか」を考えられるという事があると思

います。

しかし実際には、全てのアーティストの展示作

業が落ち着くまで、開催当日を迎えるまで、もっ

と言えば鑑賞者個人がその場所を訪れるその時

まで、当の作品を位置付ける場というものは宙

吊り状態のまま、ゆらゆらと揺らぎ続けてい

ます。

展示されて隣り合う作品同士の影響関係とか、

どういう導線が築かれ鑑賞者が歩くかというだ

けではなく、広報がどのような形で展開された

か、ギャラリーに在中する人は何人でどういう

接客を行ない、行なわないか、果ては天候の具

合等といった細かな沢山の事が関係し合って醸

し出される展覧会全体の雰囲気や方向性が、一

つ一つの作品の受け止められ方に影響を及ぼさ

TE　今回の展覧会における「現場性」というの

は、参加作家それぞれに位相の違いはあると思

いますが、いわゆるサイト・スペシフィックと

いうものとは少し違うと思います。サイト・ス

ペシフィックというのはその現場の属性と作品

の内容が、かけがえなく密接に結び付いたもの

だと思うのですが、今回は、泉君を除いては、

それほど強い現場性を持っているわけではあり

ません。ほかの三者は、条件さえ合えば、別の

展示空間でも置き換え可能なものであり、どち

らかといえばかつての貸画廊の展示状況に近

く、たまたま、制作作業と展示作業が重なった

という程度であり、特別な意味を見出そうとす

る必要はないと思います。

ただ、一言いうならば、近頃常套的になってし

まった、作品の展示＝商品展示でもあるような

展示形体とは一線を画すことができたというこ

とで、それは、ひとつの救いだったと思います。

それから、貸画廊といいましたが、全体に、貸

画廊時代の 70 年代的状況を思い出しました。

泉君の県民ギャラリーでの展示にも同じような

印象を持ったのですが、最近の若い作家の中に

70 年代のような気分がでてきたのでしょうか？

　べつに懐古趣味で言っているわけではありま

せんが、ここ 20 年くらい、いわば現代美術と

ないわけはないと思うのですが、現実的に、展

示作品を作るにあたって、展示される場を形成

するだろうそうした細々とした事にナイーブに

妄想を抱き続けていても何も始められません

し、そもそも、鑑賞者個人の会場を訪れるタイ

ミング一つ一つを考慮する事なんて出来るはず

もありません。

だからいつだって、アーティストはその都度の

自身の作品を規定する見えない場を、仮想の場

に置き換えて、つまり得られる情報をもとにし

て世界を想定し、そうやって想定された世界を

作品の場と考えて、制作を行なうしかないわけ

ですが、そうした仮想、当のアーティストが抱

く世界観を乗り越えてゆこうという意志のよう

なものを、今回、私は皆さんの現地制作を見な

がら感じる事が出来ました。

この展覧会で、参加アーティストの皆さんが現

地制作という判断を下した理由には、展覧会参

加決定から開催までの期間がとても短く、また、

全員がそれぞれに甚だしく多忙であったという

事ももちろん関係しているとは思います。そし

て今書いたような意志とは、何も現地制作にだ

け言える事ではないとは思いますが、遠藤さん

にとって、展示を行なう現場で展示作品の制作

をするという事とはどういう特異性を持ってい

るのでしょうか。

いう枠が先験的に是認されてしまっているよう

な状況の中で、枠自体を問い返す事も無く、い

かにも手つきのこなれたような仕事が繰り返さ

れていることにうんざりしていたので、そうし

た慣れに懐疑を持つようなかたちで、不器用な

実感を支えとして自分の表現を立ち上げてゆく

のは極めて健康的であり、かつ、重要だと思っ

たのです。とりわけ以前から、泉君の、長いゴ

ムシートの上で等身大の作業ボックスを回転さ

せてゆくばかばかしくナンセンスな切迫感に

は、今の状況における現場性を感じていたわけ

です。

HM　私も今回の展覧会の参加アーティストの

皆さんの作品がいわゆるところのサイト・ス

ペシフィック作品であると言いたいわけでは

ありません。もちろんおっしゃられるように、

泉さんの作品では会場の分かり易い特性に焦

点が当てられ、サイト・スペシフィックな作

品と説明する事が出来ますが、しかし僕が感

じた現場性とは、どちらかと言えば、ハプニ

ングと呼ばれるものに近い感覚なのだと思い

ます。つまり、非再現的で一回性の強い制作

の現場がそこにはある、或いはあった、とい

う事自体が拡大提示されているように思った

のです。

INTERVIEW
遠藤利克
 （電子メールによる往復 書簡・2011年 1月29日 — 4 月11日）
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制作とは、たいていのアーティストにとって、

常に非再現的で一回性の強いものである事はも

ちろん承知していますし、当たり前とも言えま

すが、そうした生々しい部分というのは、どこ

か隠蔽される傾向があるような気がします。し

かしながら、今回の展覧会における作品一つ一

つには、その制作行為をした人間の亡霊が付き

纏っていて、むしろそうした生々しさだけがあ

るような、そんな感じがするのです。

各アーティストが現地制作になった事情は ʻ た

またま ʼ であったのかも知れませんし、ʻ 条件

さえ合えば、別の展示空間でも置き換え可能 ʼ

であるとおっしゃられる事もよくわかり、その

通りだとも思いますが、一方で、作品の前に立

つ人間に、別の時空ではなく、この時空で起

こった、或いは起きているという事を非常に強

く意識させる事も確かな事であるように思え

ます。

「70 年代のような気分」というものが、今一つ

想像の域を超えないので、それが、僕達のよう

な 70 年代生まれのアーティストの中に出て来

たのかどうか、それは判断しづらいのですが、

今回の展示と同じ時期の遠藤一郎さんの６箇所

での展覧会開催（その内の 3 箇所が個展）、泉

さんの制作に見られる直接的に自分の身体を制

作の素材として扱うやり方、身体的にあからさ

TE　今回の展覧会における「現場性」の顕在に

ついては、水谷君の見解におおむね賛同します。

それから、「70 年代的」と形容した私の発言に

関してですが、いかにも曖昧すぎたと反省して

います。そこで別の説明の仕方を探ってみたの

ですが、たとえば、「仮設性」といった表現が

比較的わかり易いのではないかと思い至りま

した。

日本の 70 年代というのは、いわゆる戦後アバ

ンギャルドから反芸術に至る流れが終わって、

美術というもののもう一つのとらえ返しの時代

に入った時期だと思うのです。たとえば欧米の

思潮に連動して前衛を標榜するといったありよ

うから一線を画して、もっと自分の固有の立ち

位置に立って表現をとらえ返そうというような

心性が表れてきた時期だと思うのです。そして

その模索のかたちが「仮設性」といった様相を

呈していたと・・・。

そうした状況のもう一方のあらわれとしては、

当時の仮設的「現代美術」は、それと併存する

公募展系、あるいは野外展系の表現とは明確に

棲み分けされていたということがあります。ま

たそれ以上に、当時の「現代美術」は反芸術の

まに無理を自分に強いて行く様に、実感に対し

ての貪欲さを感じます。そうしたアーティスト

が今の僕等の年代に多いかと問われれば、わか

りません。ただ、現代美術、或いは現代アート

という言葉の持つ輪郭、ぼんやりしながらも確

実に色濃くなって来た輪郭の存在意義につい

て、色濃くなって来たからこそかも知れません

が、違和感を感じる事の出来る環境は生まれて

来ているのではないかという気はします。

よろしければ、もう少し遠藤さんの言われると

ころの「70 年代のような気分」「70 年代的状況」

について、もう一歩、具体的にお話頂けますで

しょうか？　遠藤さんが懐古的な意味で 70 年

代的状況、気分について話題に上げていない事

はよくわかりますが、一般に、懐古的に、或い

は昔の事として遠近法的に、アーティストや作

品が何かと一絡げに語られる事は多い気がしま

す。その為に、現存している当時の作品やアー

ティスト、当時から活動しているアーティスト

の新作に対して、門戸が狭められている現状と

いうのがあるのではないかと思うのですが、い

かがでしょうか。これは何も世代に隔たりがあ

る場合にだけ言える事ではなく、同時代的にも、

多分ほとんどの隔たりと言えるものがある場合

にはお互いに言えるように思われますが、何だ

か世の中に様々な ʻ 美術 ʼ があり過ぎる気がし

ます。

気分を強くはらんでもいた。そして、自明的表

現に対して否定性が強く、その否定性が「仮設」

的様相をより際立たせていたのだと思います。

そしてそこには、中期の＜もの派＞や、概念芸

術派、ミニマルアート派の作家たちも含まれて

いたといって良いでしょう。要は、美術という

ものを暫定的に括弧に入れることによって、常

に既存系の美術に対して、懐疑と異議申し立て

をするという構造を持っていた。それはよく言

えば実験的かつ前衛的であり、悪く言えば、モ

ラトリアム的、小児的な、いわば態度の確立を

常に後方送りにして保留に逃げ込むような態度

ともとれるような危うさを伴った状況でもあっ

たことは確かでありますが・・・。

しかし状況はいつのころからか、つまり、80 年

代後半あたりから、いわゆる「既存系の美術」

と「現代美術」をわけていた境界が溶けはじめ、

「現代美術」は、それが模索していたはずの到達

点あるいは決着というものを見ることなく、「仮

設性」から「完結性」へと移行するようになっ

ていった。そして「現代美術」は異議申し立て

の美術ではなく、並行関係にあった「既存系美

術」をも包摂する、全体状況の中へとあっとい

う間に溶融してしまった。それが、90 年代から

2000 年代にかけての風景なのです。

「現代美術」は、反芸術時代からの異議申し立
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ての流れに何一つ結晶化した言葉を与えられ

ず、流されるように横滑りしてゆき、様相転換

を来してしまった。言ってみれば日本の「現代

美術」はそれまで、その「仮設」的側面への踏

みとどまりゆえに辛うじてその存在理由を担保

されてきたわけですが、にもかかわらず「現代

美術」自身が、「仮設性」の本質である「仮構の枠」

というものを、順当なる手続きなしで取り外し、

無自覚的に、「完成性」の枠組みの列車へと乗

り換えてしまった。これがその後の、「現代美術」

の商品化の加速の状況へとつながって行ったの

です。同時にそれは、「日本現代美術」というも

のが己の立脚点を根こそぎ喪失した、重大な転

換点でもあったと言うことができると思うので

す。私もまたその渦中にあったわけで、やはり

未だ、継続的に、やり忘れてきたものを抱え続

けているような居心地の悪さと不甲斐なさを感

じている次第です。

美術というものは、常に「否定形」のベクトル

を孕んでいて、孕んでいるぶん、常に「完成度」

からは逸脱破綻し続けるものだろうと、そして

その現れが「仮設性」であり、「仮設性」ゆえに

商品化の囲い込みからは、逸脱逃走し続けざる

を得ない存在なのだろうと思うのです。

だからここ数十年、どっぷりと「常套化した現

代美術」に浸かり続け、皮膚もふやけてしまっ

ならギャラリーの現場というのはそういうもの

だと考えるからです。現場のリアリティーと切

迫感とは、そういうものだと考えるからです。

この一郎君の展示から連想されるいくつかの展

示があるので三つほど上げてみます。一つはボ

イスがよく行った、アクションの “ 残遺物の再

構成 ” としての展示。もう一つは、田窪恭治が

行った、酒を飲んで酔っ払うというパフォーマ

ンスの “ 残遺物 ” の展示。それから、70 年代の

初期に剣持和夫がインスタレーションの初日に

行ったパフォーマンスの “ 残遺物 ” の展示です。

余談ですが、先日、泉君の展示に 70 年代的な

雰囲気があるといった根拠にはこうした剣持の

インスタレーションなどと通底するものを感じ

たからです。

まず、剣持の展示は、詳しく言えば、私的な文

脈性を帯びた殺伐とした状況設定の中、白い

シーツをかけたテーブルの上で、豚の肉塊を切

り刻むといった行為を行い、その、肉片と脂肪

と血にまみれたシーツ、そしてその行為を撮影

した多数のモノクロのスナップ写真を、インス

タレーションの一部として状況設定された構造

物の内部に展示するというものでした。

ある面、演劇的ともいえるインスタレーション

なのですが、私の記憶では、その薄汚れたシー

たわれわれの姿を見て、いささかこの浸かりご

こちにうんざりした世代が出てきてもよいの

じゃないかと思うわけです。こういった期待も

含めて、先日、70 年代的な「仮設性」を再設置

しなおすような動きが出てきたのかなというよ

うなことを言ったわけです。つまり「仮設性」

の裏側には反芸術のベクトルが張り付いている

ということです。

この国の風土はもはや改革の自己展開を発動で

きないものになってきているような気がして久

しいのですが、商品化された前衛ではなく、もっ

と無骨な、等身大の前衛が待たれるところだと

思うのですが、いかがでしょうか。

それからもうひとつ、遠藤一郎君の作品に触発

されて考えたことに、触れてみます。

一郎君の展示はいわば存在証明の展示、あるい

は行為の記憶としての展示であって、眼目は、

このギャラリーの外でおこなわれた身体活動

の方にあることが明々白々であることは解りま

す。だからこの展示は、あくまでも二次的なも

のであり、本人はそれを自覚のうえ確信的に展

示作業を完了していることは承知しています。

にもかかわらず私は、この場を二次的なもので

はなく一次的な場にしてほしかったという、い

ささかささくれ立った感情に駆られます。なぜ

ツが乱雑に添付された写真によって過去の経緯

がシーツ自体に逆照射され、そのシーツが、特

別な記憶を帯びたかけがえのない布であること

を見る者の内側に強く再構成してくるというも

のでした。そしてこの血液で汚された凄惨な布

が、思いがけないアウラを帯びてくるといった

鮮烈な印象をもたらす展示でした。

そして一郎君の、展示された幾つかの作業着も、

その汚れと擦り切れによって一つの記憶装置と

して機能し、過去の行為の様相と激しさを容易

に思い起こさせるものでした。しかし剣持作品

の布との違いは、その関係性全体の中で、ア

ウラがたち昇るほどの領域にまで観客を導かな

かったということです。それはむしろ、田窪作

品の “ 残遺物 ” の展示とも通底する、日常的な

水位での軽快でポップな表出構造といっていい

ものだったと思います。まあ一郎君の作品行為

の中核であるパフォーマンスについてはほとん

ど知らず、あくまでも展示物だけを見ての感想

なので一郎作品自体とはズレた議論であること

は大前提として聞いていただきたいと思います

が・・・。

ではボイスについて・・・。

ボイスは、というよりボイスの作品の多くは、

“ 残遺物 ” の集積といっていいほど、行為の後に

残された物体や物質のほとんどが捨てられるこ
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となく作品文脈に移行され、保存の行きとどい

た展示品として残されています。そしてそれら

の物体は、全てがおどろくほど濃密にアウラを

まとっています。

どうしてそのように見えるのかということです

が、一つは、それらの物体がアクションと呼ば

れる行為と密接に結びついていて、アクション

の記録映像や記録写真が、それらの物体の存在

証明システムとして機能していることが挙げら

れます。そしてその機能によって、それらの

物体が、見る者にとってかけがえのない、ボイ

スの身体性と連続した特別な一回性の物質とし

て、あるいは一種の聖化プロセスを潜り抜けた

物質として迫ってくるからだろうと思います。

もう一つは、それらのアクションが、ボイスの

個的な経験と、個的な神話に裏付けられ、固有

の文脈によってすべてが相互に結び付けられて

いるからです。

さらにはボイス個人の文脈が、キリスト教文脈

と・・、また、ヨーロッパの古層にある神話構

造と・・、有機的に結びついているからです。

それらの輻輳する文脈の階梯から立ち上がるボ

イス生、そしてその固有の生から発露する情念

ゆえに、それらは、キリスト教文脈の外側に棲

むわれわれにも、強いアウラを伝えてくるのだ

何かの用途・使い道になってしまった瞬間に作

品は道具となり、手段になり、制作は当の目的

を達成する為の退屈な、時に楽しい、ともあれ

やらなくてはならないアルバイトの単純労働と

そう大差ないものとなります。多く、作家自ら

の立ち位置の決定を、無意識に自分ではない

誰か、時代や気分を共有する集団やクライアン

トと呼ばれる存在に（あたかもそれが当人の正

当性の保証要件のように）一任する事、つまり

作品を何らかの道具とする事が、常套化されて

しまっているという現状は確かにあると感じま

す。しかし、一方でこうした状況とは今に始まっ

た事なのかどうか、私にはやはりわかりません。

70 年代的、ではなく、70 年代の気分が、「仮設

性」への衝動、「もっと自分の立地に立って表現

をとらえ返そうというような心性」を生み出し

ていた状況は、当時確かにあったのだろうと推

察します。しかしその気分が生み出した作品が、

本当に「完成度」から逸脱破綻し続ける、商品

化されえぬ仮設的表現であったのか、何の用途

にもなり得ない事によって存在が初めて保証さ

れる、そうしたものだったのか、わかりません。

もちろんそうした、どうしたって「完成性」「商

品性」の枠組みから逃れ続ける作品が全く生み

出されなかったかと言えば、そうではないと思

いますが、全体的状況は現在とどれほども違わ

ないのではないかという気が少し、してしまい

と思います。

先の剣持の布に話を戻しますが、剣持作品には

ボイスほどに背景の深度はないと言えます。が、

その当時の剣持作品の文脈の中で、剣持固有の

輻輳する階梯を作り得ていたことは確かだと思

います。そしてその布は、剣持の文脈の中でい

わば〈聖骸布〉としてのポジションを獲得し得

ていたのです。

さて、まあ、結論を急ぎますが、私がこだわる「仮

設性」の再現ということでいえば、その背景に

は機能的な「仮設性」という意味だけではなく、

固有の情念性や、文脈の輻輳する階梯をも平行

して再現される必要があるという、そうした側

面も含めての話だということです。

HM　「70 年代的状況・気分」について、また、

遠藤さんが現在の日本の美術に対して感じ、考

えておられる事が、たいへんよくわかりました。

ありがとうございます。なるほど、「仮設性」と

いう言葉は、地面から少し浮かんでしまってい

るような感じでいいですね。現実のあらゆる用

途、作品とは別の何ものの目的にもならず浮か

んでいる、着地点を見出さない事は美術の価値

であり、単独性であるように思います。

ますがどうでしょうか。

複数人のアーティストが共通の否定対象（たと

えば既存系美術）を持っているという集団意識

と、自分以外（たとえば作品販売市場）へ価値

を依存する事は、似たような精神的安定を当事

者にもたらしているように私には思えます。精

神的安定とは「完成性」への傾倒と多分言う事

が出来ると思いますが、そうした衝動は、おそ

らく人間に本来的に具有するもので、仕方がな

い、というか、そういうものだ、という気がし

ます。そうであるが故に、「商品化された前衛で

はなく、もっと無骨な、等身大の前衛」、「仮設性」

を体現する「現代美術」の必要性は常に生じて

来たし、生じているし、生じて行くのではない

かと思います。

80 年代後半から 90 年代に、一般企業と結託

する事で一部のアーティストはそれまでにない

物理的規模の作品を展開する事が可能になった

り、それによってアーティストがセレブ化する

ような状況があったりしたその辺りから、現代

美術の商品化、道具化に拍車がかかった事はお

そらく事実なのだと思います。そしてそうした

現代美術は、常套化すればするほど必然的に排

他的になる。排されている事を肌で感じる人は

おそらく少なくないだろう事を思えば、確かに

今再び反芸術時代に差し掛かって来ているのか
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も知れません。

ただやはり、明確な否定対象を見出す事が表現

者自身の立脚点を見つめ出す契機となり、「仮

設性」を持つ制作が生じる事は歓迎すべき状況

かと思いますが、「完成性」に傾倒する事なく、

70 年代当時に模索していたはずの到達点、或い

は決着というものを獲得し得るかと言うと、ま

たそれは別の話のように思えますがどうでしょ

うか。

遠藤一郎作品、ヨーゼフ・ボイス作品、田窪恭

治作品、剣持和夫作品の比較、興味深く読みま

した。ここから様々に考えてみたい事がありま

すが、遠藤一郎作品に対する僕の見解との違い

を少し書いてみます。まず、以下はインターネッ

ト上の遠藤一郎さんのインタビューからの引用

です。

『僕はどの活動がメインということもないんだ

けど、「未来へ」と書かれた「未来へ号」という

車に乗って、そこで車上生活をしながら日本中

を回って、出会った色んな人に車にメッセージ

を書いてもらって、またそれを各地に運ぶとい

うことをやっています。メッセージを運ぶ中で、

さらなる出会いを生みたいと思ってます。

その活動を通じて「未来へ向かっていく」とい

うメッセージを伝えるというか、ホント、ただ

た事を物語っていると思います。

さて、そうして考えたとしても、やはりボイス

作品や剣持作品よりも、田窪作品に表出構造は

類似していると言えそうですが、その両者の比

較は、実際に「酒を飲んで酔っ払うというパ

フォーマンスの残遺物の展示」を見ていない以

上、あまりこのパフィーマンスについて僕が知

識を持っていない以上、迂闊には出来そうにあ

りません。しかしともあれ、実存は本質に先立

つといったやり方で作品を生み出し続ける遠藤

一郎さんの活動には、「完成性」とは無縁の表現

を牽引する熱や、未知なる表現の予感が内包さ

れているように、私には思われるのです。

TE　返事受け取りました。でも、申し訳ないけ

れど、私の発言の真意がいま一つ伝わりきれて

いないようなので少々残念です。まあ、70 年代

という言い方が水谷君の経験していない年代な

のでそこに反発もあったかもしれないですね。

そこで、今後は、70 年代という枠を外して「日

本美術」全体の問題として、聞いていただけな

いでしょうか。

70 年代は、水谷君たちの世代からみればリアリ

ティーの薄い時代だろうと思います。でも、要

それを毎日やっているだけです（笑）。』

（Tokyo Source 50 遠 藤 一 郎： http://www.tokyo-source.

com/interview.php?ts=50）

常に何らかの形で自分自身に負荷をかけ、ギリ

ギリの精神状態を作りながら〈とにかくやって

みる〉という実践を行なう中で〈起こった事が

一切だ〉と自身にまつわってくる出来事を全肯

定する〈覚悟〉と、次を生み出す前進の〈意志〉を、

伝えて行こうとする所に遠藤一郎さんの作品は

生じていると、私は一つ、解釈しているのです

が、そこでは、たとえばボイスのように、個的

な経験（自らにかける負荷等のような）や個的

な神話といったものを残留物の表れや記録媒体

によって提示し、行為の背景の深度を作品に持

たせる意図は、それほどないように見えます。

遠藤一郎さんの『暴力と宇宙』展出品作《another 

line》は、「おそらく初めて個人的なことを題材

にして制作された」との事です。展示物には確

かに水戸芸術館で 2009 年、遠藤一郎さんが行

なったパフォーマンス《46 日間ほふく前進 「愛

と平和と未来のために」》の際に使用された作業

服が配置されていますが、この展示ではその事

を示唆する要素は提示されていません。それは

つまりその当時のパフォーマンスを今回のイン

スタレーションから想起させたい意図はなく、

自律した、一次的な現場として作品は制作され

は、日本の美術が、「近代美術」から「現代美術」

という枠組みへ移行する過程で、「軸」が若干変

わった時期だったと思うのです。要はそこを起

点に日本美術を考えてみたいというのが今回の

動機なので、そのように構えなおして聞いてい

ただければ幸いです・・・。

重要なポイントの一つは、日本における「美術」

というものが本質的には輸入文化としての出自

を持っているということです。そしてそこに費

やされたエネルギーの多くは、西欧文脈の受容

と、それと背中合わせに張り付いた、受容への

内省に捧げられてきた・・。そういって過言で

はないと思います。そして我々は、そうした西

欧文脈への偏愛と反発のあいだで激しく揺れて

きたという、経緯を持っています。

そして 70 年代は、どちらかといえば反発の時

代だったと考えています。「仮設性」というのは、

このような出自をもつ日本の「美術」が自らの

立地点を自己対象化して眺めようとしたときに

表面に現れ出た、表層のスタイルだったと言っ

ていいと思います。

この構図は、美術への認識がグローバル化され

た今の状況にあっては、設問自体が相対化され

てしまいがちですが、実のところそれは未だに

きわめて重要な問題をはらんでいて、今におい
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てもなお意識しなおされるべきテーマだと、私

は個人的には考えているのです。だから私は前

回の発言においては、けっして 70 年代的「気

分」という言い方はしていません。「気分」の問

題としてとらえるべきではないと思います。逆

に、このような出自を持つ「日本美術」という

ものは、いかに展開していこうとも、その裏側

では常に無意識的に立ちあらわれる無明の洞穴

のようなものに突き当ってしまうのであり、ま

たそれは「日本美術」にとっての宿命的な不可

能性の表象であり、そしてその不可能性に立ち

向かう戦略自体が、「仮設性」というものであっ

たと思うのです。だから「仮設性」は、どの文

化圏にも通用する様態というよりも、日本とい

う文化様態、あるいは「外発的な近代」という

出自を持った体制においてのみ通用する、いう

ならば、「日本美術」がよって立つ、固有の道標

を模索するためにこそ有効な、戦略であったと

思うのです。つまり私が言いたいのは 70 年代

をノスタルジックに、センチメンタルに肯定し

ているのではなく、そこに、一つの構えの萌芽

のようなものがあったのだと・・・。

だからこの構図が、そろそろもう一度いわば「検

証原器」のようなものとして再機能化すべき時

期がきているのではないかと思うのです。さも

なくば、もはや日本の現代美術は地滑り的に風

俗のほうへ、サブカルチャーの方へなだれ込ん

式性」ということです。「形式」は美術にとっ

てはおもに絵画とか彫刻といった分類概念であ

り、さらには表現思想にかかわる部分になるか

と思いますが、重要なポイントは、それらが明

らかに「仮設性」とは対極に位置するというこ

となのです。いうならば「仮設性」は「形式」

化への保留状態、あるいは警戒状態にあると

言っていい様態です。それはあくまでも未然形

の在りようではありますが、それゆえに、そこ

に内在する構造性、文脈性についての思考が自

在に過熱する様態でもあると思うのです。われ

われの話の文脈で言えば、60 年代後半から 70

年代初頭にかけてが、確かに、そのような時期

に当たっていたと思うのです。

たとえば＜もの派＞の初期の試みのほとんど

が、いわば「仮設性」に立っていたと私は解釈

しています。しかし 70 年代中期以降、それぞ

れのメンバーはそれぞれの方法で「形式性」確

立の方へと向かって行ったと言っていいと思い

ます。関根伸夫や小清水漸は工芸性を帯びた彫

刻へと向かい、榎倉康二は絵画へと向かった。

またどちらかといえば、反＜もの派＞側に立っ

ていた清水誠一や彦坂尚嘉や堀浩哉も、仮設的

試みから絵画的形式性へと向かっていった。ま

た当初から自覚的に「仮設的彫刻」を標榜模索

していた戸谷成雄も、木を素材として選択して

以降、しだいに「完成性」の彫刻形式へと向かっ

でゆくほかないと思うのです。美術というもの

が、現代においては本質的にサブカルチャーの

側からしか語りえないのだという議論もありま

す。また、文学も思想もすべてサブカルチャー

の側からしか語りえなくなっているという議論

もあります。それらはもちろん、一面では正鵠

を射ている指摘だとは思います。でも他方では、

両者の間に横たわる消し難い境界線が厳然と存

在していることも確かなのです。

さて、ここまでの文脈のなかでお気づきになっ

たかもしれませんが「仮設性」の内実というの

は、別の言い方でいえば「コンセプト性の突出」

ということなのです。というか、己の存立状

況を外部の目、他者の目から継続的に自己検

証し続ける精神様態のことなのです。これは

見方を変えれば、あまりにも神経症的、強迫的、

病理的様態ではあります。しかしこの機能が低

下して低位な自己肯定性に移行してゆくとき、

大勢は、低位な「完成性」へと向かってしま

いかねないということなのだろうと思います。

でも個人的には、このいささか病理的様態に大

いに共感と可能性を見出していることは確か

なのです。

ということで、まだ話が抽象的すぎる感じがす

るので、もう少し具体化するために、新たな “ 枠 ”

を提示してみたいと思います。つまりそれは「形

ていった。自分自身について言えば、明確に「形

式」を標榜したわけではないですが、あえて位

置づければ「完成性」の方へ向かっていったこ

とは否定できません。例外的存在としては、依

然として「仮設性」を内包しながら展開継続し

ている、菅木志夫や川俣正がいるといったとこ

ろでしょうか。

しかしながら前回の回答に述べたように、我々

は「仮設性」から「完成性」へと切り替わるとき、

そこにはっきりと論理的な決着をつけることな

く、半ばなし崩し的に横滑りしながら秩序の側

に移行してしまった。つまり構造的な文脈闘争

を戦うことなく既存の「形式」へと回帰してし

まったように思うのです。そして今更ながらの

語りでしかありませんが、もしかりに、そこで

横滑りすることなく 10 年間ほど耐えて構造論

を展開していたとすれば、もしかしたら日本固

有の誇り高き現代美術が立ち上がっていたかも

しれないと空想するのです。

戦われるべき戦いが戦われなかったために、因

果継起の結果、以降多くの異種表現が招かれる

べくして招かれる仕儀となりました。それらの

例のひとつとして挙げられるのが、たとえば

奈良美智の作品です。彼も含めてその周辺の

作家は、その年代の文脈を体現したその時代

の寵児として扱われているのは知っています。
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でもしかし、ここには「仮設性」の足音はまっ

たく聞こえてこないのです。つまり近代の夜明

けから反芸術を経て連続してきた文脈の戦い

という意味での、「仮構の音」の響きはありま

せん。

とはいえ、別の文脈で読み解くことはもちろ

ん可能です。たとえば奈良作品の少女像が人

を引き付けるのは、その得も言われぬ強烈な

気持ち悪さであり、そのインパクト自体が日

本有史以前から伝わる、一種の呪物の系譜に

つながるという見方もできるからです。たと

えば近畿奈良地方や飛騨地方に、赤い布袋に

綿を詰めて「ひとがた」に成型した土俗民芸

品がありますが、それらは昔から魔除けとし

て伝承されてきたものです。そして奈良作品

には、明らかにそうした古民具の系譜に連な

る深度が潜んでいると、個人的には見ていま

す。さらにさかのぼれば縄文の土偶人形の系

譜に連なる射程距離を持っているとも言える

だろうと思います。だからそれらは、岡本太

郎が言うところの、縄文から連続する日本美

術の固有性の文脈で再評価して読み解くこと

も可能ではあるのです。

しかしながらここでわれわれが問題としてい

る、「仮設性」を梃子とした文脈形成とは切断さ

れていることは確かなので、これ以上は語りよ

藤さんの文章を読んで、そして前回の文章を読

み返し、私は「仮設性」という言葉を純粋に作

品の「あらわれ」ではなく、勝手に違う次元の

意味、たとえば「実験志向」というような意味

に置き換えたりといった手続きをして、勝手に

話をややこしくしていたかも知れないと反省し

ました。

70 年代については、確かに私はその後半を幼年

期として過ごしたに過ぎず、当時の美術の動向

に至っては、大学に入ってしばらく経つまで、

つまり 90 年代後半まで私の意識の外側にあっ

たと言えます。しかしながら、西欧文脈への偏

愛と反発の間で揺れる日本の美術の「反発の時

代」としての 70 年代、そして「仮設性」とい

う〈表層のスタイル〉が、日本美術独自のアポ

リアへの戦略として生じたとのご指摘は、説得

力を伴って伝わって来ました。

それは、私の制作の出発点が、他人とのディス

コミュニケーションというよりも、むしろ自分

自身とのディスコミュニケーションにあるから

かも知れませんし、表現というものを一から始

めようとしていたかに感じられる「もの派」等

の 70 年代当時のアーティストの考え方に共感

しながらも、現存する当時の作品を目にした時

に多く私が覚える、どこか〈途中〉という印象、

物足りなさに由来しているのかも知れません。

うがないということです。

さて、話は翻って、今回の展覧会の話に戻りま

すが、たとえば水谷君の今回の作品は、私の目

から見ればきわめて「仮設的」にみえます。別

の言い方をすれば、コンセプトが突出していま

す。それはあたかもジョン・ケージの、あの有

名なピアノ演奏のように、観客に意識の集中と

沈黙を強い、暗闇の中で永遠に光を待ち続ける

者が誰でも経験し得る、究極の実存的状況に導

こうとします。しかし残念な点は、コンセプト

が突出しすぎていて観客をして全人格的な状況

には導き得なかったということです。それは皮

肉なことなのですが、装置と思考が原理的過ぎ

るゆえに、反作用として、通俗的な説明性が不

足してしまったためだろうと思います。それが

興行的にいつも及第点を獲得しているタレル作

品との相違だと思います。でもこのようなアプ

ローチは大変重要だと私は思います。なぜなら、

人間の認識の問題、生理の問題、情念の問題が、

観客との経験共有の強度、見せ方の作法改革を

伴って拡張されて行くなら、この作品系列は「仮

設性」としてのある到達点を見るのではないか

と思うからです。

HM　ご返答ありがとうございます。今回の遠

また、「形式性」という言葉を「仮設性」の対

極概念として提示し、お話頂きました。たいへ

んわかりやすく、私がこねくり回してまた抽象

的な話にしてしまうつもりもないのですが、「仮

設性」とその内実とおっしゃられた「コンセプ

ト性の突出」に、もう少し言葉で、道順を私な

りに加えておきたいと思ったので、「仮設性」の

対極とされる「形式性」の解釈から、以下少し

書きます。

『造形美術の一。線や色彩で、物の形・姿を平

面上に描き出したもの。絵。画。』

上記が大辞泉によるところの絵画の定義です。

異論も当然あるでしょうが、ここから大幅に外

れない以上、絵画は絵画であり続け、誰も他の

何かだという風に当の対象を眺める事はないわ

けです。見ようとする対象が自明のものである

時、人の意識は一直線に内容に向かいます。ど

ういう内容の絵画か、という事です。つまり、

表現における「形式」とは、会話する言葉の成

り立ちとか本性の議論をすっ飛ばして、内容を

直接やり取りする為の仕組みであり、それは鑑

賞者と表現内容との意思の疎通をあたかもス

ムーズにするかに見えます。

しかしながら、であるからこそ、「モノの埃を払

う」と言って、物（世界）の本性と出会いなお
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そうとした李禹煥のエピソードを引き合いに出

すまでもなく、いささか病理的様態を保持して

いただろう 70 年代の多くのアーティスト達が、

西欧の文脈からの借り物の言葉では収め切れな

い衝動をもって、「形式性」に対する既成の信

頼関係や自明さに懐疑的になる事で、「仮設性」

に向かって行った経緯を想像する事はそう難し

い事ではありません。

常にアーティスト当人自身を形成していると思

われる沢山の言葉一つ一つに懐疑主義的に関わ

り、自身や自身にまつわる様々を解体してゆこ

うと指向するところに「あらわれ」て来るもの

を「仮設性」と考えた時、反対に「形式性」へ

の楽天的依存、傾倒は、そうした言葉を無批判

に容認して行く、ある時には盲目となる指向性

の「あらわれ」と言う事が出来るように思いま

す。それ故に「仮設性」というものの表層のス

タイルの内実はすなわち「コンセプト性の突出」

と言う事が可能であると思われますが、まだ、

言葉が足りないようにも思えます。

では、「仮設性」の行き着く先は、絵画でも彫

刻でも、既存の何ものでもない、日本固有の全

く新しい「形式」の確立に向かうのか、それと

も、絵画でも彫刻でも既存の何ものでもないが、

かと言って新しい形式名を獲得するわけでもな

い、あくまでも宙吊り状態を保持し続ける中に

の外発の文脈の自己内在化、つまり固有の文脈

の構築にむけて 70年代に選択したドメスティッ

クな戦略が、「仮設性」という方法であったと・・、

私はそう考えるわけです。そしてそれは、既

存の美術への継続的な異議申し立ての構造を持

ち、同時に楽観的な実験性および前衛性を有し

ていたと。そして他方においては、態度の確立

を常に後方送りにしてしまいかねない危ういモ

ラトリアム性、小児性も合わせ持っていた。そ

して全体としては、その方法が目的達成まで継

続するということを前提とした場合に限り、そ

れは有効な方法であっただろうと・・・。

しかし実際には、目的達成まで継続することは

なく、状況はいつのころからか、いわゆる「既

存系の美術」と「現代美術」を分けていた境界

の溶融へと向いはじめ、「現代美術」は、それが

模索していたはずの到達点あるいは決着点を見

ないまま「仮設性」から脱落し、翻って、「完成性」

への道を模索するようになっていった。そして

「現代美術」は「異議申し立ての美術」という

側面を失い、それと反比例するように、並行関

係にあった「既存系美術」をも含む全体状況の

中へと、あっという間に溶解してしまったわけ

です。我々は、「仮設性」から「完成性」への

切り替えにおいて、はっきりとした論理的決着

をつけることなく、半ば無し崩し的に横滑りし

ながら秩序の側へと移行してしまった。つまり

日本固有の現代美術が浮上するのか、と、書い

て、日本は絵画にしても彫刻にしても、もとも

と相対的であった概念を絶対的な物として外国

から輸入してしまった経緯を思い出しました。

思い出したと言っても、体験から来るものでは

なく、私には単なるそれも知識でしかありま

せんが、ともあれ、70 年代にこの国で起こり、

80 年代以降、道半ばで美術の全体状況の中に溶

解した「現代美術」とその変遷を、遠藤さんの

言われる「検証原器」のようなものとして位置

付け、機能させる事が、如何なる事を押し進め、

如何なる重要性を内包するのか、遠藤さんの言

葉によって、明確に立ち上がって来るように思

います。

TE　ところで、先日触れた田窪恭治ですが、偶

然にも東京都現代美術館で個展が始まってい

て、そこへゆけば充分に見ることができるはず

です。また、田窪作品の初期の展開もビデオ映

像で流しており、その映像を通して 70 年代の

一端を垣間見ることができます。

とりあえずこれまでの話を整理してみます。ま

ずは「仮設性」についてですが、本質的には輸

入文化としての出自を持つ「日本美術」が、そ

構造的な文脈闘争を戦うことなく既存の「形式」

へと回帰してしまったのではないかと考えるの

です。

しかしながら、「仮設性」に意味を与えなければ

いけない文化というのも奇妙といえば、奇妙な

話です。それは建築に例えるなら、本建築より

はバラックやプレハブの方に可能性を見出す文

化だということですから。つまり、本建築で勝

負するのが苦手な文化なわけですから。

前回までの内容を敷衍すれば、本建築というの

はいわば「形式性」の構築と拡充ということで

す。美術で言えば、過去から連なる「形式性」

の先端を拡充拡張して新たな先端部を構築して

行くことです。しかしながら我々にはその先端

部がよく見えない。ボヤーッと霞んでいて、そ

の部分を考えようとすると頭が霞んで、あたか

も思考停止のような情態になってしまう。あら

かじめ仕組まれた罠に自ら嵌ってゆくように、

脳が痺れてしまう。なぜでしょうかね。私だけ

ですかね。

理由としてはつまり、われわれの尻尾がしっか

りとコンセントに差し込まれていないからでは

ないでしょうか。差し込まれていないから充分

な電流が流れず、結果的に脳が痺れてしまう。

それで我々は本建築の現場からは引き下がっ
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て、つまり孤独な勝負を戦うべき最先端の現場

からは逃れて、自らを「保留」の状態に囲い込

むことになる。そのことによって始めて、われ

われの脳は作動を回復し、かろうじて精気を取

り戻すことができるようになる。なんともやる

せない状況なのです。

これまでの話の流れにおいて、「仮設性」に意義

を認めることはやぶさかではないにしても、要

は「仮設性」が永遠に維持されていても意味は

無いわけです。「仮設性」とはつまり、そのモラ

トリアム的状況から抜け出して、やがてすべて

の意味において自律的な様態へと反転すること

を前提とした場合にのみ、それは有効な手段と

なり得るわけです。しかしながら 70 年代から

80 年代にかけて、我々は予定されていた変革に、

おそらくは失敗してしまった。そしてそうした

反省において、今現在、私としては「仮設性」

の再発動が要請されるのではないかと、そう思

うわけです。

しかし、前回の失敗経験もあり、われわれの内

には、このようないわば弁証法的な構造展開が

はたして可能なのかどうか疑う気持ちが強くあ

るのです。またこの試みは、たとえば、近代以

降「日本美術」において波状的に試みられてき

た、モダニズムに則った「形式性」の開拓とい

う作法で、事足りるのだろうかと言えば、そう

綻の繰り返しこそリアルな美術史であり、不整

合を不整合のまま生き切る射程こそ重要なのだ

と。だから現在の日本のモダニズムの状況も、

あまりにも線的に捉え過ぎる点に問題があるわ

けで、「僕はもっとそのへんをやらなければい

けないと思っている」というようなことでした。

人間が制作をしようと思う初発の動機というも

のは他者とのコミュニケーションを図るためで

はなく、人智をこえた「大自然の力」に訴えよ

うという欲求から来ているのだと。これもまた、

中原さんから出た意外な言葉でありました。

中原さんの内に、ある転回が用意されていたの

でしょうか？それはわかりません。しかし上記

のような言葉が全体として示唆しているのは、

いわゆる精神分析で言われるところの、創造的

退行という状況に非常に近いものではないか

と・・、そのように私は勝手に解釈しているの

です。そして、われわれの文脈における、「仮設

性」が体現する領域も、そうした創造的退行に

非常に近いものだろうと思うわけです。

それはつまり、かなりの程度、己の意識水準を

低下させてゆき、低下させることによって意識

下の心的レベルが精神の内部に侵入しやすくな

るような状況をつくること、そしてその空間に

おいて、一種の心的な溶解状況を形成すると

いったイメージなのです。その場面においては、

ではないという気がするのです。なぜならそう

した方法は、常に、後追い的な心性に満ち満ち

ており、モダニズムを内発的に発動させた西欧

の文脈を決して越えられないという、「アキレス

と亀」的な限界構造を先験的に内在させている

からです。つまりそれは学習主義という限界性

を持っているからです。

さて、このあたりでうすうすお分かりいただけ

ているのではないかと思うのですが、私が言お

うとしているのは、もっと全体性として把握さ

れる領域、我々の自我体制をも含めた、もっと

トータルなものとしての美術なのです。それは、

モダニズム的発展段階説といった枠を超え出

て、人間の共同体的存在様態を大本に置いたう

えでの生命の営為、そうした領域に沿った試み

としてイメージされる何かなのです。

先日他界された中原祐介さんの言葉を思い出し

ます。中原さんといえば主知主義的で理詰めの

論理展開をする批評家だというイメージを持っ

ていたのですが、昨年ある会話の中で、むしろ

そうした枠組みで批評することへの限界なり失

望を匂わすような言葉を聞いたように思ったの

です。つまり、美術の歴史を線的にとらえ、そ

うした作法で記述された美術史は信用できない

のだと。実際の歴史が生成する場面においては

不整合性が際立っており、非線形的な逸脱と破

概念的思考への意識の支配度は弱くなって、当

事者をして共同体の薄明のなかに浸り込ませる

ような状態へと誘ってゆく。そしてやがて全体

性というか、全存在的に、われわれの意識水準

は半ば解体されてゆくような状況になる。そし

てその場所に退行することによって心的内容は

組み直され、再度、現実の側へと再構築され

てくる。その時にわれわれの意識、あるいは心

的構造というものは、学習された概念性からは

離れて、幾分かは存在の根源的なレベルに連続

してゆく内容になっているのではないだろうか

と・・。そのような行程としてイメージするの

です。

さらに言えば、「仮設性」の場とは、心的な退行

状態に沈んで抵抗力を失った精神を保護する、

保育器そのものなのです。そしてその場におい

て組み直されて再生されてくる自我こそが、本

来的な意味でのオリジナルなものと言えるので

はないでしょうか。

その変容が個々人の中で単発的に起るのではな

く、集合的に、つまり、日本の美術状況全体の

総意、時代の総意として強い意志をもって行わ

れるならば、70 年代に閃光のような可能性を

見せながら失速してしまった変革の試みに、も

う一度、再接続することができるのではないで

しょうか。そしてそれは、美術の領域において
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はもちろんのこと、また他の分野においても必

然的に、批評の再燃という側面を伴ったもので

あろうと・・。

こうして書いているうちに、東日本大震災が起

きてしまいました。

この煉獄の光景を今後どのようにながめる事に

なるのか、今はわかりません。ただ眼前に突き

つけられた東電原発問題は、その事態収拾の一

部始終を含めて、われわれの内なる暗部という

か愚部をこちらに向けて押し開く結果となりま

した。東電、政府他についてはあえて触れませ

ん。しかしこれら公的組織の、これほどまでに

深く原始心性にのみこまれた有り様は見過ごす

ことはできないと感じています。なぜならこの

現実こそ、自我退行に陥ったまま浮上すること

のない日本の心的体制を、如実に表していると

思われるからです。「仮設性」の底に自我を溶解

させたまま、浮上してこない弱さを感じるので

す。しかしこの暗愚さは、われわれが継続的に

共有してきたものであることに相違なく、目前

に開いたその傷口は、集合的で持続的な引きこ

もり状況ともいうべき、日本近代以降の極めて

深刻な事態を突きつけています。

この黙示録的荒野を目の前にして、われわれに

残されているのは、自我溶融の坩堝から今度こ

そは正当に甦ること、それ以外にはないと思い

ます。さもなくば、この三万に迫る死者と行方

不明者の、あるいは、放射能汚染下これから数

十年にわたって確実に増大してくるであろう犠

牲者の、行き場はないのです。
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カラムーチョを晩御飯にするべきではない。スパ

イスの効いた南米やどこやらの辛めの料理の代

替品としてはカラカラすぎる。指に付着したガラ

ムマサラみたいな粉、、、、なんだろう、とにかく

マサラっぽい粉を舐めてしまうのが悪い癖で、や

がて毎度のことながら夜中に胸やけを引き起こ

すのであった。それでもやめられぬ中毒性が、あ

る意味南米っぽくはあると思うのは、先入観をま

ぶした僕の擬似南米文化の印象だろうか。

人生の中身や健康の正当性を証明できる術は今

の僕には無い。

今さらながら、コンビニの棚からどうしてカラ

ムーチョを選んだのかという自問を繰り返してい

るのだが、うっすらとした、いや、うっすい煎餅み

たいなものを手に取る自分の姿が、巡る二時間前の

思い出の中で、海中のワカメのように揺れている。

そうだった。このペタンコの煎餅がどうしてカラ

それにしてもカラムーチョの袋の奥から、アマ

ゾンの奥地に住むであろう猿みたいなやつの雄

叫びが聞こえてくるようだ。いや、むしろ僕の

腹の奥地に広がるジャングルから、猿もどきが

ゴリラもどきに首を絞められているような切羽

詰まった雄叫びが不規則に腹膜を揺らす。

とにかく得体の知れないものが得体の知れない

胃もたれを引き起こしているのだから、不気味

な話だ。

ムーチョに入れ替わったのか。海中のような記憶

の歪みの中で探るうちに、魚が食べたくなった。

魚屋で乾く前に食ってくれと目をギョロつかせ

る魚が目に浮かぶ。

口をパクパクさせているやつがより新鮮に違い

ないが、もはや蘇生が間に合わない崖っぷちの悲

劇のリアリティが、刺身よりムニエルを選ばせる

今晩の献立決定秘話であった。

第 三 次 変 声 期 物 語
泉太 郎

第一章　

刺激の針はヘソを通らず　

第二章　

決定 権を委譲せよ、タコに
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第 三章　

宙を舞う粉、および 柴 崎町内印象派の浅い歴史

第四章　

不意打ちについて

目がショボショボとする毎度の季節。

マスクで顔の大半が白いのも相まって、例の不安

物質飛び散り事件があるものだから、先入観から

か東京にいる人達の顔が青白く見える。

以前、「ガラムマサラを空から撒いて黄色味を足

すとちょうど良い顔色になりますよ。」と、柴崎

町内印象派の代表か福代表かが町内芸術協会で

力説していた。

そんな感じで肌の色や何かを表現するために青

や黄の筆触を配置していた印象派の本場とも言

うべきフランスも、国中に話題の電気エネルギー

不意に耳元で太鼓を打たれると私達の命の行方

も知れたものではない。

覚悟はできているか。

目の前すれすれを飛び抜けて頬に当たる何かを

捕まえてみたら、蚊であったのならまだ良いほう

だろう。もしそれが野球のボールで、万が一頬に

受けた場合の悲劇、、、、お多福風邪ですという言

い訳が、レンタルビデオを返し忘れた夜の風のよ

うに虚しく吹き抜けるほどの膨らみ、もしくは顔

面花火というあだ名がピッタリの赤みが顔半面

を覆うことになる。

生産用デカブツが万遍なく、一見行儀の良い肥満

体で鎮座している。外光のもとでの活動を主とし

た筆触配置系の彼らも、こいつを料理するにはガ

ムラマサラでは物足りなかったのではないか。

そもそもガムラマサラとは黄色いのか？と普段

は踏み込まない駅前のオシャレ系のスーパーに

立ち寄ってみたら、土みたいな色だった。むしろ

ターメリックとかいうやつのほうが恥ずかしい

くらいに真っ黄っきである。

都会人の顔色調整用に相応しいのは、ガムラマサ

ラよりターメリックのようだ。

それに比べると今回は比較的幸運であった。それ

は「球か蚊」という二択で考えた場合の話なので、

てんとう虫に当たる一見メルヘンチックな運勢

に恵まれる人もいるかもしれない。

さて、捕らえた捕虜虫を顕微鏡なる便利機械にか

けてみると、、、、これこそが不意打ちと言うべき

であった。なんと、オジャコに似ているではない

か。オジャコの半透明具合には賛否両論あるが、

私ははっきり言って大好きである。

蚊のやつめ、、、、ついに脳内の血脈を探り、私の

趣向を盗み見ることに成功したらしい。。。。
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第五章　

礼 節で満腹、ライオンは谷におやつを落とす

第六章　

物質論

「こんばんは」、というのは嘘。なにしろ今は朝の

5 時なのだから。

「おはよう」、というのも嘘、まだ半分寝ている脳

みそ坊やを気遣かってください。

間をとって「こんにちは」、というのはなお悪い。

だったらどうすれば良いのですか、と頭を抱えて

いるうちに６時間少し経過し、問題無く「こんに

ちは」で通すことができた。

そんな調子で毎日「こんにちは」しか使わない生

活。こんなのは手抜き、いや省エネすぎると疑問

を持たれるかたもいるだろう。

しかし、例えばである。例えば、「こんにちは」

の中に比較的浅い時間帯の感覚と、わりと深めの

時間帯の気分を織り込んでみてはいかがだろう。

つまり、「おはよう」を引きずった「こんにちは」と、

「こんばんは」に片足を突っ込んだ「こんにちは」

を使い分けてみることで、挨拶を越えた情感のよ

うなものを伝えることもできるのではないか。

このような文章を書くのはわりと好きである。ポ

テトチップスの粉だけを舐める時の快感の次に

刺激的だといえる。そんなことならポテトチップ

スを袋のまま押さえつけてバラバラに砕いて粉

いや、むしろそのようなことは昔の日本人なら

やってましたよ、くらいのことをおばあちゃん、

おじいちゃん達に言われそうなので、現代の省エ

ネ社会に適応するには物足りないといえる。

ならばまた例えば、であるが、「こんにちは」の

中に「お腹空いた」、「魚が食べたい」、「まぶしい

ね、気取った金属製皿からの照り返しが」、など、

盛り込む内容をより複雑にすることで、「こんに

ちは」の幅を超肥満体並に膨らませることはでき

ないだろうか。

このように増幅された「こんにちは」の威力を味

わうには、より優れた感受性が必要になり、人間

は無駄に枝分かれした言語の鉱脈を一本の筋道

にまとめることで進化できる。

そしてそれは動物への道でもあるだろう。人類

が皆、「こんにちは」としか発音しなくなった

時、それは封印されていた鳴き声の復活に他な

らない。

状にしてから食べれば最高に刺激的じゃない、と

言う人がいたがそれは違うだろう。

付属した物と、物そのものを粉砕したものの違い

は地球を例に出して考えればわかりやすい。
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第七章　

山羊の歌

第八章　

縁起と演技

携帯電話でテキストを書く。電車で隣に座った人

のために。できるだけ手を伸ばし、隣側からの角

度を浅くして視線を待つ。

「私は歌手を目指しています。歌手といっても、

皆さんがカラオケで親しんでいるような歌を歌

うような歌手ではなく、口を開けないで歌う歌手

を目指しています。

実は今だって歌っているのですよ。耳を澄ませば、

このような車輪にはねられた突起物の悲鳴の中

ででも、聞き取ることは可能なはずです。あなた

の耳しだいです。。。」

あとはこれを盗み見した隣の人が、必死に耳を澄

ませるのを待つだけだ。何しろ口を開けないとい

 やはり７章あたりで終わるのが縁起が良い。

というわけで、そろそろ寝る準備をしないと明日

の室内ピクニックの約束に間に合わない。冷蔵庫

にしまってあるおやつを確認する時間だ。定番の

バナナはいいとして、たまにやってくる「パンに

ハチミツを塗って食べたい気分」のサイクルが私

うことは、具体的なジェスチャーで歌を確認でき

ないのだから、音の専門器官であるお耳様に頼る

以外にないのだから。

しかし残念ながら、そもそも私は閉口歌唱術をマ

スターできるほど器用ではない。隣の人が耳にす

るのは、尻から体の芯をつたって登ってくる列車

の足音だけなのだ。

にもかかわらず耳を澄ませる滑稽さを確認して

やろう、とチラチラ観察し返してみたものの、、、、、

寡黙すぎるお耳様の姿は、内実の動作を確認させ

ることなく、ただ山の側面に咲く花のように泰然

として見えた。

できたら見えるように携帯で打ってくれたらわ

かりやすい。

「私は今、耳を澄ませています。」

をコンビニに走らせた。

ご存知の通り、コンビニはほとんど全てのサイク

ルに対応できるように作られている。ハチミツを

求めてグルグル店内をうろつくうちに、私の気分

サイクルは一周し、カラムーチョを手に取っていた。

ガラムマサラはいつもハチミツの次にやってくる。
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◎

［鑑賞の手引き］

防音室

立ち入り禁止エリア

〈扉2〉

〈扉1〉
現在地

室内は、たいへん暗くなっております。

入室前に必ず以下の説明をよく読んで、記載の事柄を守ってご鑑賞下さい。

● 一人ずつ、防音室の中に入って鑑賞する作品です。

● 個人差がありますが、鑑賞には“少なくとも10分程度”を要します。

● 作品は入って左奥の壁に照射された『光』を鑑賞するものです。

● 観賞中に気分が悪くなる等、万が一の場合に備え、入室の際、備え付けの懐中電灯をお持ち下さい。

● 懐中電灯の強い光は、作品鑑賞の妨げとなりますので、原則的に、緊急時以外でのご使用はおやめ下さい。
   また、入口に懐中電灯がない時は、室内に他の鑑賞者の方がおられます。出て来るまで、お待ち下さい。

● 入室は扉二つをしっかりと閉じて下さい。双方が完全に閉まると、内部から扉の隙間は見えなくなります。

● 室内では、壁に、ご自身の手や身体の一部を接触させておく等して、壁から離れないようにして下さい。

● 入室したら、目が慣れて来るまで、入ったその場所にお立ち止まり下さい（上の図面上「◎」の位置）。
    程なくして、扉を背にして左奥と右奥の明るさの違いを感じ取る事が出来るはずです。

● 数分経った後、ある程度、明確に『光』の存在を確認出来るようになりましたら、壁伝いに進む事が出来ます。
   但し上の図面上の「グレーに色分けされた部分」には立ち入らないように、くれぐれもご注意下さい。
   照明装置類、コードなどが配置してあり、つまずく等してたいへん危険です。

● 外室の際には、壁伝いに扉のノブをお探し下さい。もし、どうしても見つけられない場合には、
   入る時にお持ちになった、備え付けの懐中電灯をご使用下さい。
   懐中電灯はヘッドの部分をひねると点灯します。

● 携帯電話などの光を発する機器のご使用は、緊急時などの場合を除き、お控え下さい。

● お子様の入室には必ず保護者が同伴し、お手を離さぬようお願い致します。
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　2011 年 1 月 4 日、火曜日。私の立案による

展覧会《暴力と宇宙》の会場準備の為に、会場

であるギャラリー、island ATRIUM（千葉県柏

市若葉町 3-3）に自家用の小型車にて、諸々の

機材、設営道具、清掃用品を持参し、早朝 7 時

半に到着した。この展覧会では、私は企画者で

あり、作品を展示するアーティストでもある。

　私は、いつも出張して展示や制作作業を行な

う時にそうするように、滞在期間の身の回りの

風景を文字にする心づもりがあった。そして、

身の回りの事を文字にしながら、書いたものを

絵に描く事を考えていた。正確に言えば、書い

たものを描く事を書く事で考えようと考えてい

た。しかしどうにも今回はいつもの執筆とは勝

手が違うようで、はじめの一歩、清掃すら最初

はほとんど手が付かず仕舞い、文章を進めよう

とも集中力を別のところへ持って行かれてしま

う。と、ふと、いつもって何だっけと思い返せば、

まあそんなものだったかも知れない。

　発表の当てなく、発表するに足らない文章ら

しき一繋がりの文字を、パソコンや携帯電話を

使って日常的に書きつける事を始めて久しい

が、それにしてもその都度、それなりの時間的

有余が必要で、その為には、少なくとも柏に来

て四日目の段階辺りまでは、物理的に身体を動

かさざるを得ない事が多過ぎていた。

　とにかくまず第一に、自分の作品に目処を立

扉側面に接合されていた蝶番の片側を元あった

だろうビス穴に合わせて壁に接合するの事も、

一人では不可能だった。

　一枚目の扉は手前に引くもので、閉まりは軽

く、取手を握って動かす私の僅かな力にすぐに

勢いを付けられ、閉まる直前には、扉自体が自

ら閉まろうとしているようになって、私の手は

感触を半ば剥奪される。それに対して二枚目

は内部に向かって押し開く扉で、開けるには、

グッ、グッ、と開かれる事に抵抗する扉の意志

を打ち砕くように力を込めなくてはならなかっ

た。それは内側から閉じる場合もまた同じで、

グッ、グッ、と押込まねばならない。その一連

の作業が、防音室内に入る自身の身体を異空間

に封じ込めるような、まるで全身に耳栓をして

いるような気分を抱かせる。

　室内に入ると左側におよそ 7 メートルの奥行

きがあるが、私の今回の作品ではその距離を視

覚的に測る事が半ば禁じられていると言ってい

い。闇が広がるばかりで、左側の奥行きと右側

の奥行き、それから前方の広がりに差異がある

のかどうか、それすら皆目わからない程に暗い

からだ。そこは真っ暗であるが、真っ黒ではな

い。闇は黒くない。それは全暗であっても。し

かしこの防音室は全暗ではない。この island 

ATRIUM の防音室の密閉が完全ではない事を指

摘しているわけではない。それはこの作品の性

てなくてはならなかった。この展覧会の為に、

いくつものアイディアを取っ替え引っ替え想定

してみては、それに対しての文章を書いて、考

えを無理矢理にでも進め、試せる事は事前に自

宅や別のどこかでやってみて、また、文字を並

べて考えた。しかし実際の現場というものは、

当然の事ながら実際の現場ではない別のどこか

とは違う場所であって、柏へ来る前に脳みそを

ひっくり返す思いで結論を出し、作業を積み重

ねた「これ」っていうものだって簡単に一瞬で

何の情けも持たず、くしゃくしゃっと丸めて視

界の外へとポイと放ってしまわなくてはならな

い状況も十分に有り得る。よくある事だ。

　ともあれ、私はここ千葉の柏に来てまず自分

の展示予定スペースの清掃もままならない時点

から、持参した機材をその場に置いてみる以外

に身体は血を通わせて行かなかった。

　私の展示スペースは元々は音楽スタジオで

あったという防音室、横幅が 9 メートル 40 セ

ンチ、入口を入って対面する壁までの距離は 3

メートル 15 センチと 5 ミリ、扉は防音を強化

する目的だろう、二枚ある。これまでのこのギャ

ラリーでの展覧会において、防音室に入る扉は

一枚しか使用されて来なかったが、二枚目の扉

の存在を知って、装着したいと思った。扉の厚

みは双方共に 4 センチ。扉と扉の距離は 62 セ

ンチある。かなり重たい。その為、運ぶ事も、

質に由来するものである。

　私はこの闇の中、照明装置を設置した。舞台

用のスポットライトであり、光量を調節する為

の機械に繋いである。光量はフィラメントをギ

リギリ赤くする程度のメモリに調節した。光は

防音室再奥の壁面を向いている。向いてはいる

が、防音室の扉を閉めた人の目にまず広がるの

はやはり黒くない闇であり、外界に居たちょっ

と前の瞼の記憶だろうか、それとも瞼に僅かで

も光を貯めておくような機能があるのか、目の

前には、こちらに触れようとする実体感のない

何かがメラメラと脈打ち、動き回り、時折後ろ

から白い閃光が襲って来る。この感覚を「ある」

と表現してよいのかわからないし、「見えてい

る」と言って良いのかもわからない。闇は黒く

ないばかりか、ʻ やかましい ʼ と言えるくらいに

静寂を拒絶しているように思われる。

　だいたい 10 分から 20 分程、扉を入ったその

場で立ち続けると、その闇とは明らかに異質の

ものが表れて来る。壁を照らす微かな光。この、

ʻ 対象 ʼ と呼べる存在の発見により、ようやく何

かが「見えている」という表現に相応しい状態

に突入するのだが、一歩、歩を進めたり、瞬き

をするだけでその ʻ 対象 ʼ は霧散し、「見える」

と「見えない」の境界は破綻する。光を照射さ

れた物体、或いは光自体の刺激を生物が受け取

る行為を、「見る」の言葉の定義とするならば、

2 0 11年 1月4日 — 2月13日
水谷  一
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「見る」と「見ない」の境界線に立つ事がこの作

品で私が目論んだ事だった。

　柏に到着したその日は疲労していたのか、す

ぐに寝てしまった。それからしばらくは防音室

の事ばかりを考えていたが、island のスタッフ

やボランティアの人達の助けを借りつつ、10 日

の月曜日の早朝 4 時にはあらかた清掃や会場の

整備は一段落していた。そうした作業を行いな

がら、身体全部でこのギャラリー空間の隅々ま

でを触って行く事で、さらに、もっともっとこ

の場所を知りたいと思った。まだまだ全然この

空間を知れていないと思った。

　参加アーティストの一人、遠藤一郎の制作は、

私が柏に来た 4 日の深夜、5 日に入った辺りの

時間に始まった。同時期になんと６つもの展覧

会、さらにそれらに伴う複数のイベントの予定

を持っていた彼は、この日より断続的に、一度

につき数時間、作業をしてはまたどこかへ、別

の仕事をしに、去って行った。

　事務所には小さな電気ストーブが一台と私の

持ち込んだ一畳敷のホットカーペット、それし

かなかった。広いコンクリートが敷かれたギャ

ラリーは、外気よりも直に身体の芯に触って来

る寒さを持っていた。制作の最初、遠藤一郎は

出来る。一階入口の方角が北であり、入口から

会場に入って東（左）の階段を上がってすぐの

部屋、そして吹抜けのスペースを挟んだ西側の

部屋が再奥の部屋で、それら東西の展示室を繋

いで廊下のように南側展示室がある。東側展示

室は 7.35（東西）× 8.37（南北）メートルに

比べ、西側は 3.46（東西）× 8.37（南北）メー

トルと細長いが、この部屋に入ってすぐの右手

にテラスのように突き出した部分があり、ここ

は前記した一階の突き出し部分でもある。東側

と南側の展示室の床の板材には塗装は施されて

いないが、西側の床には白く塗装が施されてい

る。その白は、薄められた塗料で木目を残しな

がら塗られたのか、それとも単に何度も踏まれ

続けているうちにペンキが剥げ、さらに汚れが

表面を覆い尽くしたのか、どこか、上品とも呼

べる雰囲気を備えていた。

　遠藤一郎の展示空間は南側、廊下空間であっ

た。この展示場所の決定は、作品プランと共に

彼自身が主張した事による。廊下、といっても

幅 4 メートルと 3 センチ、寝そべって万歳して

も、足と手の先っぽは同時に左右の壁に届く事

はない。奥行きは 13 メートルと 88 センチあり、

北側の壁には一箇所、一階を望める窓、という

か、四角い穴が空いている。

　いわゆるギャラリー、画廊と呼ばれて展示に

特化させる目的で作られた展示場所は、空気の

缶に入った三種類のエンジンオイルの色合い、

粘度を確かめ、予定されていた二階の展示ス

ペースに音を立てて走って行った。

　数年前にはバーであったらしい、この場所は

ギャラリーとしてはかなり特異な構造と要素を

持っている。使い込まれ、ひび割れも甚だしい

コンクリートの床を持つ一階は吹抜けになって

おり、入口のガラス扉から光が、ほぼ傾斜せず

入るため、その荒々しい床の表情をよく見て取

る事が出来る。この空間は横幅 6.9 メートル、

奥行き 8.9 メートルの面積から、壁の突き出し

た 2.35 × 1.7 メートル部分を引いただけの広

さを持っていて、入口を入って左側には二階へ

と続く階段がある。一階の壁には塗装等の加工

は施されず、メラメラと強く主張する木目が訪

れる者を囲う様は、どこか怪しげな森にでも迷

い込んだような演出にも見えなくもない。この

吹抜け空間の奥には扉がある。ぱっと見では壁

面の木目に紛れ、扉の存在はわからない。扉の

向こうには、今回の私の展示スペースである防

音室がある。

　木製のギシギシと唸る階段を上がると、その

不穏な音の響きからは予想されない爽やかな大

きな展示空間が広がる。二階展示室の壁は全て

白く塗装が施されており、幅 30 センチの板材

が併置されて床が作られている。

　二階展示室は、大まかに言えば三つに区分け

溜まり場のように、入口を入ったその場所が終

点という事が多いように思われる。一方で、美

術館は、どの部屋にいても入る事と出る事、通

り過ぎる事を意識させるように思われる。もち

ろんどちらかのイメージに当てはまらなくては

ならないという事はないし、例外なんていくら

だってある。ただ、island ATRIUM は、やは

りその例外の一つである事は違いなかった。そ

れぞれの部屋が、そしてそれぞれの部屋の細か

い要素の一つ一つが、相補的に作用し、この

island ATRIUM という場所特有の鑑賞体験を築

く。遠藤一郎作品スペースには留まる空気の居

場所はなかった。

　彼はまず何をしただろうと当時の記憶を辿る

と、確か B4 大のコピー紙を壁にマスキングテー

プで貼付けて、文字だか何だかをエンジンオイ

ルで書き付けたり、ペンキで白く塗装されたベ

ニア板の表面に、やはりエンジンオイルを流し

かけては文字を書きつけていたりしていた事を

思い出すが、あまりそれらのどれが最初で次で

その次かなんて事は、どうでもいいような気も

する。

　そうやって制作を開始する中、彼は、彼の空

間に入ってすぐの、東側の壁に大きく「命」と

いう文字を書いた。もちろんエンジンオイル

で。コールタールのように黒く粘ついた油は

書いている間にもジワジワと流れ落ちて行く事

がわかった。彼は「命」と書いたが、三画目の
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横棒がなかった。彼は壁から少し離れて「ヤバ

い」という言葉を何度か呟いたが、それが三画

目の横棒を書かなかったせいかどうかはわから

ない。三画目の横棒がないそれは、ひょっとし

たら「命」ではないのかも知れないが、やはり

私には「命」であるような気がした。凍り付き

そうに寒い深夜、壁に染み込んだり染み込まな

かったりしている黒い冷たい油を、遠藤一郎は

何度も何度も擦った。擦り、白壁を侵略するよ

うに延ばしていた彼の手の平の状態について、

私は自分の手の平で想像していた。

　この時、持参したビデオカメラで私はこの制

作過程を撮影していて、その映像をインター

ネットの動画共有サイト・YouTube を経由して、

island ウェブサイト内の展覧会紹介ページに掲

載した。その過程で、それからその後、私は、

この「命」を巡る遠藤一郎の所作を、実際に目

にした以上に、何度もパソコンのディスプレイ

を通して繰り返し凝視し、繰り返しぼんやりと

眺めた。今では私の当時の現場の記憶は、ほぼ

完全にビデオ映像と同一化しており、当時の現

場を今もビデオで私は確認する事が出来るにも

かかわらず、本当のところというものがどれだ

け私の手の内にあるのかと言えば、もう欠片も

残っていないような気もする。とにかく寒かった。

　忙しさのせいだろう、彼は、一作業終え、事

務所のストーブの前に座って一言二言、話をす

る間に寝てしまう事があった。私自身と言えば、

フは、絶え間なく冷気を切って動き続けていた

が、働く事で発される熱量よりも、奪われる熱

量の方があきらかに多いようで、作品資材とし

て持ち込んだ投光器に両手をかざして暖を取っ

ていたり、カイロを様々な身体の部位に貼った

り、剥がしたりしていた。シナベニアの片面は

艶有りの白色ペンキで次々に塗られては乾かさ

れ、斜面と斜面が頂上でもたれ合う天井の、大

波の波トタンを白く覆っていったが、スタッフ

の誰一人としてこの作業が一体作品の何になる

のか、何の目的で使用されるのか、知らされて

いないようだった。

　そうしている内、ギャラリーの白壁の向こう

に染み込むのをあきらめた遠藤一郎の「命」の

形を作るエンジンオイルは益々、無言で、下方

に垂れて、「命」の形を膨張させ、横棒が一本足

りない事を、こちらに意識させないまでになっ

ていた。

　黒い、四輪車／ディーゼルエンジン両用の鉱

物油が揮発さえほとんどしないように私に思わ

せたのは、その臭いのあまりの少なさに起因す

る。その黒は、鼻を麻痺させるような尖った臭

気があって初めて見せる色のような気がするの

だが、実際にはほとんど鼻腔には臭いという臭

いが届いて来る事はなかった。届いていたけれ

ど、冷気がそれを私の脳にまで到達させまいと

両手を広げていた可能性も否定は出来ないが、

滞在初日の 1 月 4 日から展覧会初日 15 日の深

夜、年が明けて初めてのビールが喉を通過する

まで、ほとんど眠くなる事はなかった。もちろ

ん寝なかったわけではないが、寝ていても展覧

会の事を考えていた。何を？　もう、忘れてし

まった。

　泉太郎の展示場所は二階、階段を上がってす

ぐのスペースだった。1 月 10 日の夜 7 時頃、ぎっ

しりと、テーブルやテレビといった作品資材を

詰め込まれた日産の軽バンが到着した。テーブ

ルは六脚くらい？　テレビは何台だったか、段

ボールに覆われた数々に埋もれてよくわからな

い。壁と床だけのまっさらだった空間が一瞬に

して搬入資材で埋め尽くされ、どこか充実感さ

え持った。翌々日の 12 日より泉太郎の制作が

始まり、その日の深夜、遠藤一郎の制作は完了

した。

　「間違えた」泉太郎の制作の最初の記憶であ

る。制作初日、彼は彼のスタッフの運転で木材

とベニア板を購入し、持ち込んだ。厚み 3.6 ミ

リのシナベニアを 7 枚だった。次の日の朝、私の

運転で再び彼が購入したベニア板はたしか 47 枚。

　寒さが日に日に厳しくなって行くように感じ

たのは、冷えきった身体を温める間もなく身体

を冷気に曝し続けたせいだろうと思う。彼と、

日々代わる代わる柏入りした彼の数人のスタッ

黒に強要されて肥大し続ける想像上の臭気が、

その目の前の黒の内から抜け出す事無く、蠢き

続けている事を思った。

　展覧会開催前日、14 日金曜日、泉作品のスペー

スでは一定時間おきにバタバタ、いやドタドタ

と、複数人の足音が響いていた。このギャラリー

の二階の床が発生させる足音は、廃屋の屋根裏

のそれのように、人の温もりを持たずに響く。

それまでに、頭上に野太く渡る梁に似せて着色

された角材が、既存の梁の間に何本も、ランダ

ムに、渡されていた。それらは焦げ茶色、とい

うよりはもう少し黒よりの、ややねっとりとし

た印象の色だった。

　会場中央に置かれるカメラ用の小型の三脚

は、その頭の部分を起点としたルーレットに

なっていた。そのルーレットが回され、止まっ

た位置で指し示すのは頭上の景色であり、それ

は矢印代わりに取り付けられたビデオカメラ

（レンズが上を向いている）を通して、ブラウン

管テレビに映し出される。テレビ画面には、ルー

レットの回転が止まった位置での、頭上の白い

天井と、天井を背景とした、テレビ画面を縦横

斜めに横切る複数の梁が映し出された。

　テレビはスタッフの一人によって抱えられ、

支えられ、画面は脚立に登った泉太郎に向けら

れていた。彼はその画面を見ながら、天井に赤、

青、緑、黄色、そのいずれかの色を刷毛を使っ
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て塗って行くわけなのだが、そのペイントされ

る範囲はテレビ画面上で梁に囲われた台形、或

いは三角形のスペースであり、また、その選択

される場所や大きさ、それから筆致の有り様

は、下を向きながら頭上の斜めの天井に手を伸

ばした彼にまつわる ʻ 偶然 ʼ に明け渡されていた

事は、その場にいた誰もに異論はない所だと思

う。展覧会の開幕が迫っていた時期でありなが

ら、その大きな、大変な労力を投入して築かれ

た天井のキャンバスはまだほとんどが手つかず

であり、寒く、皆、連日の作業で疲れていたが、

前に進む以外に出来る何ものもない事を多分、

知っていた。

　年末から同じ、雲はないが灰色がかった空が

滞留しているような気がしたが、本当のところ

はよくわからない。泉太郎が刷毛を持った手を

天井に伸ばし始めたのと同日、つまり 14 日、

展覧会前日、遠藤利克作品の搬入が、そして設

置作業が始まった。昼の 12 時より少し前だっ

た。一階の吹抜け空間と二階のどんつきの部屋

が遠藤利克の作品が配置される場所であり、や

はり、他の参加アーティストと同様に全てが現

地制作であった。次々に大量の粘土が、ギャラ

リーへ、チェーンブロックで二階へも、ギジャ・・

ギジャー・・ギジャ・・ギジャー・・という大

きな音と共に運び込まれた事を記憶している。

その場にあった会話を、声だけでなく、頭にあっ

よくわからない。

　天井の梁にカメラを設置し、一階の遠藤作品

が作り始められ、完成するまでの様子をイン

ターバル撮影（設定した時間毎の自動撮影）し

ていた。それは、展覧会が開始してしばらく経っ

てから、編集作業を通過して、インターネット

上に公開された。ビデオ製作（撮影・編集）は

SUN SUGAR SON。私はその映像で、早回しの

作業工程を何回でも反芻する事が出来るが、ど

う探してもその中に私はいない。ガラス扉の入

口が北を向き、南、東、西向きの窓のないこの

ギャラリーは 2011 年の 1 月から 2 月にかけて

の、この展覧会期間を通して、快晴でも直射日

光が室内に入り込む事は無く、寒々しい雰囲気

と気温を保持していた。この映像は今も見る事

が出来る。

　自分の作品、防音室のケリがついたのはいつ

だったか、これにも覚えがない。今回の私の現

地での制作作業行程は以下。

　（1）　資材の搬入。

　（2）　調光機による光量の調整。

　（3）　スポットライトから出る光の拡散の度
　　　　合いの調整。

　（4）　照射される対象となる壁面とスポット
　　　　ライト本体との距離の調整。

　（5）　スポットライト本体を、ワイヤーで　
　　　　天井と接続する事で固定。

たはずの会話内容ごと摺り潰すようなその身も

蓋もない音のせいか、それとも実はほとんど

丸っきり、私はその場に同席していなかったの

か、粘土が運び込まれる間、自分が何をし、ど

こにいたのか私は覚えていない。

　展覧会前日。気付くと二階では既に、最奥の

壁から手前 162 センチの位置に幅 120 センチ、

高さ 150 センチの鏡が垂直に立っており、そこ

から 2 メートル半手前にて、彼の率いる三人の

スタッフの内、二人が、粘土を整形し始めてい

た。直径 69 センチ、高さ 56 センチの、臼とも

鉢とも言いがたい土の器である。この部屋に入

り 6 歩の位置。前記もしたが、唯一このスペー

スの床の板材は白く塗られていたが、白は白く

なかった。制作終了の頃、前後から一つずつ、

器には黄色いスポットライトが当てられ、鏡の

中の器もまた、光を帯びた。

　この日、彼は彼のスタッフと共に、少し遅い

昼食を二階の同スペースで取っていて、330ml

の缶ビール、確かアサヒのスーパードライを一

本、私は貰ってその場で飲んだ記憶があるが、

その記憶と、作業進行の度合いとに整合出来る

断面は見つけられそうにない。飼い猫か、野良

猫か、それすらわからないが、ともあれ近所に

黒猫がいて、日に一度はこの建物の前の通りを

横切るのを、私は連日、目にしていたが、この

日は見なかった。その事と私の記憶の喪失には、

どこか、関係があるような気もするが、やはり

　（6）　鑑賞の為の手引きの作成～防音室入口
　　　　に掲示。

一回の調整作業につき、10 ～ 30 分は暗闇に

閉じ籠っていなければならず、さらに私は集中

の度合いを毎回、出来るだけ一定に保つ必要が

あった。また、たくさんの理由から、私は全体

の展示作業のかなりの終盤まで、自身の作品の

決定、完成を遅らせようと考えていた。

　1 月 15 日、土曜日。私が私自身の作品の終結

を見たのがこの展覧会開催初日であったのか、

それとも前日であったのかは定かではないが、

少なくとも出品アーティスト中、二人について

は、まだこの初日を迎えても、開幕した昼の 12

時を過ぎても、制作作業が継続されていた。私

は私で、何をしていたか実際の所、とんと、や

はり、思い出せない。何度も何度も、何かを終

えて事務所に座るや否や、名前を呼ばれて腰を

上げなくてはならなかった慌ただしいワイパー

のような記憶だけは残っている。

　遠藤利克は、14 日、夕方の段階で、一階吹抜

けスペースの手前位置、入口を入ってすぐの位

置に、粘土による全長 190 センチの舟を制作し、

そしてその奥に金網を設置していた。金網の中

にはやはり粘土による高さ 138 センチの山が築

かれ、舟と山との間には、粘土の破片が散らば
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らされ、転がされていた。一辺 2 メートルの正

方形の外枠を持つ金網は 2 メートル 61 センチ

の見上げる高さを持っていたが、周囲に溶け込

む鈍い鉄の色合いで、それほど高圧的には見え

なかった。

　14 日の夕方、そして 15 日の早朝の段階では、

舟は包括的な形を持っていたように思うが、彼

はそれまで作って来た舟をこの 15 日の朝、解

体した。解体し再び作り始めた。そしてまた、

舟が現れ、作品として完成された頃には、もう

完全に土の舟は舟である嘘を包み隠そうとはし

ていないように見えた。乗船経験もほとんどな

い私の舟の知識は極めて乏しいが、おそらくカ

ヌーと呼ぶ形状に近い。カヌーについては、『大

辞泉』では以下のように説明している。

『舵
かじ

や竜骨のない小舟。木の幹をくりぬいた丸木

舟や、枠組に獣皮や樹皮を張ったものなどがあ

る。競技用のカヌーは後者が原型。』

また、フリー百科事典『ウィキペディア』でも、

カヌーを検索してみた（以下）。

『カヌーとは、カリブに先住したアラワク族イン

ディアンの言葉で、カリブ海周辺の小型舟艇の

名称である。それから転じて、世界各地の伝統

的な舟艇を指して使われる用法が一般化してい

るが、明確な定義は無い。なお、現代の英語に

うのか、考えなくてはならないと思うのだが、

泉太郎作品、それも今回の展示の場合、一般的

な途中と完成の概念を当てはめる事だけでは、

どうにも言葉が足りないような気がした。

　作品は 17 日に落ち着きを獲得し、それ以降、

いつ見ても完成の趣きを保ってはいたが、実の

所、展覧会最終日の前々日まで断続的に変動

していた。徐々に、タイトルである『斜めの収

穫』に相応しい状態とは、ずれた性格へと展示

スペースは移って行ったように私には思われた

が、遂に壁面に貼付されたタイトル表記の変更

へと至る事はなかった。この作品、彼の制作に

完成や途中という言葉を使用する事が適切であ

るのかどうか私はわからないが、作品を完成さ

せまいと逃避し続ける中に完成を見出そうとし

ているようにも思った。梁には使用されたペン

キ缶やガムテープ等が置き去りにされ、その中

には小さなコアラの玩具もあった。

　遠藤一郎の作品では五着の作業着が吊るされ

ていた。展覧会開幕までの間にも、開幕してか

らも、何度となく作業着の脇を、作業着の合間

を縫って、歩いた。展示スペースに足を踏み入

れると、使い潰された作業着がこちらを向いて

そびえ、会場の進行方向奥（東～西）へ四着、

同じタイプの作業着が連なり、その真下にはや

おいて「カヌー」と呼ばれうる船舶は、地域に

より「カヌー」「カノア」「カノ」「ワカ」「ワア」

「ヴァカ」など様々な名で呼ばれている。』

　全体は見渡せそうで見渡せず、金網と持ち込

まれた粘土のどこを見ても視野の続きが待って

いた。

　泉太郎の作品がようやく一区切りしたのは 17

日、月曜日だった。私は、展覧会前日、作品の

タイトルを『斜めの収穫』と知らされていた。

しかし、制作作業は展覧会がオープンして以降

もペースを緩めず継続され、完成予定時間、完

成予定日は延期を繰り返した。それ故に、15、

16、17 日の展覧会来場者は、泉作品の騒然と

した制作現場に立ち合う事になった。

　一連の作業から来る汚れを危惧して敷かれて

いた青い養生シートが取り払われ、清掃が行な

われた。脚立や梁の不安定な足場で身体を支え、

頭上の斜めの天井に、ビデオカメラを通じた映

像を見下ろしながら意図する部分に色をつけ

る、そういった作業を行う泉自身の姿を捉えた

映像のいくつかはその場で編集され、天井から、

やはり斜めに吊り下げられた三枚の白いベニア

板にプロジェクターによって映し出された。

　鑑賞者が部分的に共有したそうした時間が何

であるのか、完成された作品を鑑賞する体験の

質と違いがある事はもちろんだが、どう何が違

はり使い潰されたスニーカーが配置されてい

た。最後の一着もやはり使い潰されているが黄

色い蛍光色で、この一着の足下にだけはスニー

カーが置かれていない。四足のスニーカーのサ

イズは同一ではなく、手前から、26.5 センチ・

27.0 センチ・26.5 センチ・27.0 センチ、最奥

のスニーカーにだけ converse の表記を確認す

る事が出来た。作業着の肩口の高さは、どれも

床から 230 センチ前後の位置にあった。床から

浮遊し始めたような、現実離れした大男が立ち

はだかるような、そんな高さだ。この作業服と

スニーカーの一連の並びを彼は『connect line』

と名付けた。

　遠藤一郎は展示全体のタイトルを、『another 

line』と名付け、それを構成する展示空間内の

様々な要素にも名を与えた。～ line と呼称され

る要素は全部で 4 つあり、作業服の『connect 

line』の他に、奥に長い展示スペースの壁面を、

手前から奥に向かってエンジンオイルによっ

て引いた三本の線を、それぞれ『another line』

（北壁下部）、『destiny line』（北壁上部）、『life 

line』（南壁中ほど）とした。やはりエンジン

オイルである為に時間の経過と共に下方へ垂れ

る。奥へ向かうベクトルはどの部分も、垂れた

下方へ根を生やしているかに見える。照明は備

え付けの蛍光灯のみ。

　北側、つまり進行方向右側の壁面には、やは

りエンジンオイルを使用して文字の描かれたコ
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ピー用紙が 16 枚とビニールが 1 枚、計 16 枚が、

小さくちぎられたガムテープによって四隅を留

められていた。描かれた文字は進行方向手前か

ら以下。

いつか

溝

絆

虹

にげるな

はい

お弁当

炎

間

涙

俺

あいたい　（これだけがビニールを支持体にしている）

※この間に階下を望める窓（穴）がある 幅：1976 ×高さ：1076

×奥行き・壁厚：747mm

すきにやれよ

女神

果てるまで

元気なら

命

　このスペースの最奥（西壁）には「この世に

の事を考えていた。

　1 月 29 日土曜日、数日ぶりに会場に行くと、

一階の遠藤利克作品の一部である粘土の舟の様

子が変わっている事に気付いた。最初は何が変

わっているのかわからなかったし、変わってい

るような印象を覚えたのは始めてではなかった

が、この時は明らかに形態が変化していた。乾

燥によって舟の一部が崩れ落ちていたのだ。遠

藤利克作品の大部分は粘土で出来ていたため、

日に日に乾燥が進んでいた。作られて一週間は、

水分が抜けた表層部分を、水分が抜け出ていな

い粘土内部の含む水が補って、見た目ではさほ

ど乾燥の痕跡を確認する事が出来なかったが、

二週目に入って、突然急速に乾燥が開始したよ

うに表層に影響が表れて来た矢先、バレーボー

ル大の粘土の塊が舟から、まるで椿の頭のよう

に、ぼとりと落下したのだ。これほどの形の変

化はその後、展覧会が終了するまでなかったが、

乾燥により日一日と表面の色は上方部から変化

し、水分の抜け落ちによって粘土は引き締まっ

て、僅かながら小さくなった。会期中、もし正

確に実測をし続けていれば、数値としてそれを

認識する事が出来ただろう事を思い、自分の迂

闊さを思った。

　しかし、私が度々、これ以前にも、そしてこ

れ以後にも覚えた錯覚には、おそらく乾燥以外

の事が起因している。私は遠藤利克の作品、形

たった一つ」の文字と手形がある。いずれも描

画素材はエンジンオイルだが、ディーゼル用オ

イルが使用されたのは手形のみ。初日に「この

世に一つ」と手形が残され、やはり日に日に垂

れて、いつの事か、「たった」の文字が加えら

れた。私が「たった」の加筆に気付いた頃には、

描かれた初日の ʻ かわいげ ʼ は無くなり、私には、

文字は文字の形を保ちながらも、文字には見え

ず、ばらばらとしていて、どこか安心出来る何

かを失っているように思えた。五着の作業服の

背中には、どれも野太く「GO FOR FUTURE」

の文字があり、染料系の青い色をしている。

　会期が冬ど真ん中である上、陽の入らない

ギャラリー、さらに壁の薄い元倉庫である為、

常時冷気が展示場には保管されている。入口の

ドアは強風が吹くと開いてしまう事も幾度か

あったし、時に外気よりも寒さを感じさせたが、

防音室の空気はそれでもいくらかは和らぐ。展

覧会の開場時間は昼の 12 時から夜 8 時であっ

たが、室内気温はそれほど変化がないように思

われた。展覧会の鑑賞にとって、どういった体

感気温が適しているのかという事を思う機会が

多かった気がする。「美術には白い壁」という常

識を生み出した経緯と同様に、作品以外の要素

を気にさせない状況、つまり気温について気に

させない気温というのが一般的に適していると

されるのだろうな、と、理解する反面、私は別

態に、搬出が行なわれたその日になっても決定

的なイメージを与える事が結局出来なかった。

言い換えれば、私は私自身の頭の中に遠藤作品

のイメージを留める事が出来なかった。それ故

に会期中幾度となく、この遠藤作品は動いた。

作品の傍らで私の現実はぐらつき、刹那、右手

を自らの胸に当てる事となった。

　泉作品は会期中増え続けた。搬入の初期段階

に持ち込み、倉庫に眠っていたテーブルが引っ

張り出され、作品と変わった。木材を木工用ボ

ンドで張り合わせて作られた簡素な人形の腕は

どれも上を向いていて、それぞれはその 30 セ

ンチに満たない身長の何倍もある脚立を支え、

体重の何十倍もあるだろうテーブルやカウチを

持ち上げた。

　初めは一体一脚、island ATRIUM の備品であ

る焦げ茶のダックスフンドのお化けように長い

コの字型の不安定な椅子だった。見かけ以上に

重たい。背筋をピンと伸ばし、直立する人形に、

片側の足が持ち上げられ、椅子は完全に使い物

にならなくなっていた。床から浮き上がったそ

の量は、通常、人が椅子を移動する為に持ち上

げる量よりも何倍も多く、何とも簡素に日常は

壊されていた。

　人形に近寄ると、それは椅子を支えていると

同時に、椅子に支えられている事がわかった。

支えるものと床に挟まれ、立っていた。それは
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その後、展覧会の最後の週まで次々に生み出さ

れたどの人形にしてもそうだった。その内の何

体かは腰を屈め、腕を曲げて、白い、だいたい

30 × 40 × 120cm ほどの直方体を支えていた。

小さな彫刻を展示する為に多く使用される台座

である。決して軽くはない。小さな人形一体が

何故どうして支え続けている事が可能なのか、

物理の得意でない私にはさっぱりわからなかっ

た。いつの間にか、歩くのに慎重にならざるを

得ない程に、風景は変わっていた。会期が始まっ

てから持ち込まれ、支えられた物は以下。

　（1）　テーブル 5 台

　（2）　作品展示用台座 2 台

　（3）　木製の長椅子 1 脚

　（4）　一人用カウチ 2 脚

　（5）　アコースティックギター 1 本

　（6）　ベニア板 2 枚

　（7）　金属製ちりとり 1 個

　（8）　脚立 1 台

　（9）　段ボール箱 1 個
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作 家 経歴

泉 太 郎　Taro Izumi　［19 7 6 年生まれ］

遠 藤 一郎　Ichiro Endo　［1 9 7 9 年生まれ］

遠 藤利克 　Toshikatsu Endo　［19 5 0 年生まれ］

水谷  一　Hajime Mizutani　［1976 年生まれ］

個展に「こねる」（2010・神奈川県民ホール）、「捜査とあ

いびき」（2010・hiromiyoshii ／東京）ほか多数、グルー

プ展に「MOT コレクション展 “ 入口はこちら—何が見え

る？ ”」（2010・東京都現代美術館）、「ヴィデオを待ちな

がら 映像、60 年代から今日へ」（2009・東京国立近代美

参加展覧会に「別府現代芸術フェスティバル 2009 混浴温

泉世界」（わくわく混浴アパートメント／大分）、「TWIST 

and SHOUT Contemporary Art from Japan」（2 0 0 9・

BACC ／タイ）など多数。「Beuys in Japan：ボイスがい

た 8 日間」展（2009-2010・水戸芸術館／茨城）にて「愛

近年の個展に「欲動⇔空洞」（2010・ヒルサイドフォーラ

ム／東京）、「空洞説・2010 AKIYAMA」（秋山画廊）、「供

犠と空洞」（2009・国際芸術センター青森）など、代表

的なグループ展参加として「もの派とポストもの派の展開

/1969 年以降の日本の美術」（1987・西武美術館／東京）、

「ドクメンタ 8 Kassel 1987」 （Museum Fridericiamum ／

これまで国内外の 9 つのアーティスト・イン・レジデ ン

スに参加。個展に「私はいつもあなたの計画から外れてい

ます」（2011・旧浪岡町立王余魚沢小学校体育館 / 青森）、

「消失」(2010・GALLERY MoMo Ryogoku/ 東京 )、「事象」

(2009・劇場寄井座 / 徳島 ) など。グループ展に「第一回

術館）、「CREAM ヨコハマ国際映像祭 “ 動物園にエイゾウ

がやってきた！！ ”」（2009・CREAM ヨコハマ国際映像

祭サテライト会場 横浜市立野毛山動物園）など。著作に『美

術妙論家／池田シゲル』、『せのび～ひとりだち』、『1P』。

いずれも 2009 年刊行。

と平和と未来のために —ほふく前進一日 8 時間、46 日間」

のプロジェクト敢行。2009 年より凧あげプロジェクト『未

来龍大空凧』開始。2008 年 12 月より『美術手帖』紙上

にて「愛と平和と未来のために」連載開始。2010 年、千

葉県柏市にてオープンスペース island の発足に携わる。

ドイツ）、「第 44 回ヴェネツィア・ビエンナーレ　1990」

（Giardini di Castello ／イタリア）、「横浜トリエンナーレ

2001 メガ ･ ウェーブ 新たな総合に向けて」（パシフィコ

横浜／神奈川）など多数。2008 年、自身がアトリエを構

える埼玉県所沢にて「所沢ビエンナーレ美術展」を中山正

樹・戸谷成雄等と共に発足。

所沢ビエンナーレ美術展 引込線」(2009・西武鉄道旧所沢

車両工場 / 埼玉 )、「越後妻有アートトリエンナーレ 2009」

( 十日町市立東下組小学校 / 新潟 )、「一枚の絵の力」(2010・

island)、「VOCA2010 新しい平面の作家たち」（2010・上

野の森美術館 / 東京）などがある。
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美術展《暴力と宇宙》

2 0 11 年 1 月 1 5 日（土）－ 2 月 13 日（日）

island ATRIUM ／アイランド アトリウム

〒2 7 7 - 0 0 2 4 千葉県柏市若葉町 3 - 3

12 :0 0 - 2 0 : 0 0 Closed on Tue. and Wed.

［展 覧会］

参加作家：泉太 郎、遠藤一郎、遠藤利克、水谷 一

協力：荒川慎一、プロ用電球のブライトン、五島一浩、GALLERY MoMo、日本ビクター株式会社

記録ビデオ映像撮影： sunsugarson（ http://sunsugarson.com）

企画：水谷 一

［カタログ］

デザイン：中島 雄太（.DR）

本展写真 撮影：山田大輔（4 1、4 3、4 5、5 3、5 5 頁）、木奥恵三（4 7、4 9、5 1頁）

編集：水谷 一

執 筆：泉 太 郎、遠藤一郎、遠 藤 利 克 、水谷 一

協 力：田中英雄、林直樹

Web information： http://islandjapan.com/action/bouryoku-uchu.html




