UNIVERSE / ABSTRACTION / VISUAL RHETORIC / CONSTELLATION / LIFE PHILOSOPHY
宇宙 / 抽象 / 視覚的修辞法 / 星座 / 人生観

・明治20年（1887年）に林幸太郎という百姓が植え

Battuta)、視覚的認知テスト、アフリカン・ファブリッ

たみかんの木を起源とし、山本萬之丞という百姓によ

クなどがこの物語の参照物です。そのような意味や参

--- 台所 ---

る接ぎ木によって島全域に広がり、宮本常一の生家で

照物を意図的に使用したり間違って使用したりするこ

も栽培していたという周防大島のみかん

とで、彼の寓話という秘密空間へあなたを連れて行き

《意識のバランス》
Balance of Consciousness

・明治37年（1904年）から始まる秋芳町のなし

ます。

モビール彫刻、2016

・終戦に伴い韓国から山口へ帰国後に始め現在では
ごあいさつ

--- 一階 ---

コンスタンティン・ブランクーシ（Constantin
Brancusi）の「無限柱」から着想を得て、言葉遊びの

本展覧会では鈴木啓二朗が2011年から現在まで

《生け花の中の石庭》

ように形、意味、視覚的な要素の間で抽象的に意味の

に制作した作品の中から自己懐古的な視線で選出し

Rock Garden in Ikebana

広がりを和の空間で展示した作品です。意図的に和の

た作品で構成しています。7年ほどの月日の間に制作

コラージュ、2017

空間に馴染まないような造形物や色を使用して、異質

した作品は、個別には具体的な関連性を意識せずに
制作された作品もありますが、日常生活や滞在制作を

な存在のもつ独特の佇まいを表現した作品です。
日本の生け花や盆栽文化から着想を得て、世界観

通して作家自身の意識下で少しずつ形成されたアイ

や宇宙観をコラージュ手法で抽象的に表現した作品

《無題（「アラスカ」小説のための素描）》

デアの自然な表出の象徴と考えられます。一般的なス

です。生花教本を参考にして描いた生け花のドローイ

Untitled / drawings for “Alaska” Literature

タジオ環境を持たずに制作し、生活や制作拠点を変

ングにランダムな写真アイテムをコラージュしたもの

素描（4点)、2016

えながら制作を細々と続けた成果です。

です。生花のもつ人為的に整えられ、管理された自然

2011年頃までの作品が社会学や人類学の手法を

の情景を絵画として再現し、そこにリアリティーのあ

応用した史実やフィールドワークに重点をおいて制作

る写真でコラージュをすることで、均衡のとれた理想

(Frederic Ghiglione）によって書き下ろされた「ア

した作品が多く、その反動として、今回展示されている

郷や現実の混沌の縮図として、独特の世界観や想像

ラスカ」へ提供した素描など4点です。ギグリオン氏か

作品の多くは、極力、史実や歴史的な意味合いから距

の広がりを誘発することを意図した作品です。

らの発案で始まったこの作品は、幾つかの場面に登場

離をおいて抽象化する試みをしたものです。根底にあ
る考えは、長い人類の創造性に関わるものでもあり、

フランス人作家フレデリック・ギグリオン氏

する事物の説明をメールで受け取り、
「アラスカ」につ
《無題...》

いての断片的な理解から自由な解釈と発想で制作し

美術史を考える上での出発点となる洞窟壁画やギリ

Untitled...

たものです。それはギグリオン氏の意図的な作為でも

シア神話にも登場する認知論や審美感に関する神秘

ビデオ（6分20秒）、2011

あり、世界各国から約6名ほどのアーティストがビジュ

性に関して私的な解釈を基盤としています。
「言葉のあや」、
「 翻訳の本質」、
「 視覚的意味合い」、
「文化的定義」
「 映像メディア独特の表現力や時間の

アル素材を提供し、政治的な内容を風刺的ファンタジ
目の見えない予知能力者ババ・ヴァンガ(Baba
Vanga)の墓へ向かう旅で起こる出来事をドラゴン退

扱い方」、
「 共同制作の偶然性」などを手法とし、
「 美術

治の伝説のあるキリスト教の聖人セント・ジョージ

史」や「神話」を素材として扱い、無目的なものの存在

(Saint George）の物語に照らし合わせ、偶然の一

や意義も取り扱っています。

致や因果関係の捉え方を検証した作品です。

制作者、パフォーマー、ディレクターとしての作者の
存在や作品を通して、欧米と日本のものの考え方、物

このビデオは、
「 展望と運命」に関するアイデアを取

ー「アラスカ」に、より一層の超自然的、幻想的な要素
を付与しました。
《接ぎ木を伝えること...》
Initiation of Grafting...
写真、2017

り扱った作品です。制作場所であるブルガリアの人々

事の表出の差異や普遍性、また事実とフィクションの

になじみのある歴史的な英雄伝説に関係するあらす

間に生まれてくる意味の表出とそこでの神秘性を感じ

じを用意し、その伝説に共通するものをいくつか参照

まれた山口県で、世代を超えて続くものとは何か。そう

たり、普段とは少し違った角度からアプローチしたり

していきます。映像作品の登場人物の目的地は、未来

考えたときに、農家の方々の存在が頭に浮かび、
「 接ぎ

する機会としてご高覧いただければ幸いと思います。

を予言できる人物のお墓で、その旅の道中、視覚的か

木」
という技術に興味を持ちました。親の世代は子供

つ比喩的にセント・ジョージの伝説に関連のある物品

や孫の世代になっても生活に困らないことを願って、

や行動を偶然の共通性として、映し出しています。この

小さな苗から収穫ができるように大事に育てます。

鈴木 啓二朗（現代美術作家)

旅を通して、発見、出会い、偶然と遭遇しますが、それ

《自然の痕跡》
Trace of Nature

で果物がしっかりと生育し品質の良い果実をつけると

運命だったとも捉えることもできます。

いうことがわかりました。そこで、山口県内の6つの果
物や接ぎ木についての歴史や知恵を探求しました。こ

順序を編集することについての疑問も示唆します。鑑

れらの果物は長年にわたり人々の生活の糧となってき

賞者の方には展望や運命が引きおこす因果関係の影

た産物であり、
「 接ぎ木」
という技術が代々受け継がれ

響を普段の生活の中で考えていただければと思いま

将来の世代に向けた先祖や親からの願いの象徴でも

す。作者からの一言として「あらすじを決めれば、あら

ありました。

すじに書かれた未来を手に入れることができます。」

のれん、2017

以下は上述の6つの果物についてです。
・西暦1180年頃に平家の落人によって伝授された接

--- 居間 --ある特定の場に長い間設置していた手作りの白地
のれんに風雨や太陽の作用で残された抽象的な痕跡

リサーチを通して、果樹全般は「接ぎ木」をすること

らは登場人物の展望によるものとも捉えることもでき
このビデオは、メディア・プロジェクトとして、時間や
--- 玄関 ---

海や山などの豊かな自然環境や穏やかな気候に恵

ぎ木によって出来上がったがんね栗
・1704年に日本海を漂流して長門市大日比にたどり

《無題（無限とコスモスの間に吊り下げられたある関

着いた果実から始まり、幕末・明治期の萩市士族救済

です。意図せずに浮かび上がった痕跡が、目に見えな

係についての思想）》

い自然の作用を視覚化しています。

sans titre (Thoughts on a suspended relation-

イ（夏みかん）

ship between infinity and cosmos)

・150年ほど前には既に存在し吉田松陰も食したで

彫刻、2015

あろうと推察される萩市の西条柿

設置方法をあえて屋内にすることで心理的に「内」
と「外」を反転させる行為を実験的に行いました。

としての夏みかん産業の発展にも貢献したナツダイダ

西日本最大のりんご園となった徳佐りんご

--- 風呂 ---

今回展示している作品は、これら6つの果樹を栽培
する農家さんから枝（穂木）を譲っていただいて、長寿

《難破したアルゴ船座の欠片…》

紅という品種の姫りんごの木（台木）に接ぎ木し、栗、

Fragments of the Wrecked Argo Navis...

夏みかん、柿、みかん、なし、
りんごを一本の木から実

石鹸、入浴剤、2015

らせようと試みた象徴的な接ぎ木作品の記録写真で
す。
《王様の命令...》

本作品は、日常生活で収集してきたオブジェをモビ
ールに吊り下げて制作した作品です。個人的な興味の
ままに収集したオブジェの幾つかを吊り下げ、それぞ
れに個人的な物語があります。オブジェの数々は、
り
んご、3Dプリンターで復元した秋穂の石のプラスティ
ック彫刻、燃焼テスト用の萩焼、フリーメイソンのワイ

なくなってしまった幻の星座がありました。アルゴ

ンコルク、パリで行われていた展覧会でいただいた蒸

船座という星座で18世紀中頃に、西洋の科学的な編

留水、砂時計です。有機物や無機物の組み合わせてに

纂の時期に、4つの星座へと分割されて、無くなってし

よってできるバランスや、それぞれのオブジェの関係

The Orders by a King...

まった星座です。現在では、竜骨座、船尾座、帆座そし

性などから想起される事象や意味を想像していただ

冊子、2013

て、コンパス座として、認知されるものです。本作品で

けると興味深く鑑賞いただけると思います。それぞれ

は、その幻のアルゴ船が地球に難破したという詩的な

の持つレファレンス、意味、神話などを鑑賞者の方に自

人類によって制作された最も古い芸術手法、または

お話でもあります。この星座を構成していた約２８の

由に想起していただけると空間や想像の広がりを体

儀式としての洞窟壁画とギリシア神話に出てくるプラ

星々が、地球に舞い降りたという設定で、それぞれの

験していただけると思います。

トンの「洞窟の比喩(Allegory of the Cave)」の話

欠片には、それぞれの星の位置を示す時に使われる『

から着想を得て書き下ろしたテキスト作品。現代美術

時、分、秒』が刻まれています。また、夜空を見上げると

素材：りんご、3Dプリンターで復元した秋穂の石のプ

を取り巻く状況を王様の存在と権威を描くことで象徴

星は、光り輝き、実際にはその形を肉眼で見ることは

ラスティック彫刻、燃焼テスト用の萩焼、フリーメイソ

し、影絵を作るアーティストを実体と影を扱う神秘的

できませんが、それぞれの星にはいろいろな形がある

ンのワインコルク、パリで行われていた展覧会でいた

な能力を持った人物として描き、
ところどころ実在す

のが事実です。ここで展示されている欠片は抽象的な

だいた蒸留水、砂時計、釣り糸、アルミの棒

るものを参照しつつ、事実とフィクションを織り交ぜ

形で石けん粘土で制作されています。石けんに特定の

た話になっています。表現手法としての絵画、文章、影

形が定められていないように、これらの星の形も不確

絵など、実体を代替的に表現する媒体の持つ特殊な

かな形をしています。幻の星座のように、消えて無くな

性質を題材として取り扱い、膨大な媒体に囲まれた現

ってしまう儚さも共通要素として、石鹸や入浴剤を使

代社会を風刺的に表現する内容をもたせた作品です。

用しました。

--- トイレ --《盆栽．．．》
Bonsai...
コラージュ
（複製）、2015

《名もなき魂に捧げる星座を見にまとうこと...》

--- 洗面台 --《生け花の中の石庭》
と類似したアプローチで制作

Embodiment of Constellation with dedication
for Spirits without names...
写真、ビデオ（16分46秒）、2013

《水彩画：風景》

した作品です。

Watercolor : Landscape
水彩画、2016

--- 二階 ---

《名もなき魂に捧げる星座を身にまとうこと...》は、
行動と物品で構成されたビデオ作品です。ギリシア神

山口県内にたくさんの湧き水があることを知り、そ

《抽象水彩画シリーズ》

話の一挿話である「パリスの審判(Judgement of

のうちの7種類の湧き水（大内銘水、平家の泉、柳の

Abstraction Water Color series

Paris)」の中で、ゼウスが羊飼いで美しい青年パリス

水、水出の泉、半田弁天湧泉、別府弁天池湧水、熊野

水彩画（3点）、2016

に神々の女王ヘーラー、知恵の女神アテーナー、愛と

のご神水）を採取し作成した水彩画です。それぞれの

美の女神アフロディーテーという三美神の中から最

湧き水は、雨が地上に降り注ぎ、それぞれの独特な自

水彩画で抽象的な形を描いた作品です。カラフルな

も美しい女神を選ぶ一場面を参照し制作の着想にし

然環境によって、成分や味の特徴を持っています。水自

抽象彫刻を想像して制作したもので、実際の空間にそ

ています。ビデオ作品に登場する物品はある特定の物

体が山、植物、生態系の自然環境を象徴するものとい

れらが置かれた時の神秘性と異質性を表現するため

語を構成するために収集されました。それぞれの行動

う点に焦点を当てました。描かれている点はそれぞれ

の試作絵画です。石や岩など自然に存在する抽象的な

は、これらの物品から着想を得て生み出されています

の湧き水にほぼ同量の水彩絵の具を溶かし、一滴ず

形を人間が意図的に制作したらどのようなものになる

。この作品は新しい表現の探求であり、映像作品の中

つ垂らして制作したものです。絵の具の溶けた様子が

のか。また、それらが実際の空間に置かれた時のその

で私の姿が何を伝えるのかという疑問も探求したも

微妙に違っている点から水や自然環境を想像してい

物自体と、空間、それらを認知する主観的自我がどの

ただけたらと考え、
『 Water Color : Landscape』

ような関係を持ち、それぞれに影響を与えるのか、そ

のです。この作品はある男によって生み出された物語
で、儀式を伴った独話です。彼の生活する文化、または
、彼の精神世界を反映しています。彼の世界を何気な

（水彩画：風景）
というように、水で彩られた風景画を

の神秘性や関係性を考えるきっかけの作品です。

象徴的に表現した作品です。
《伝統を塗り絵する...》

く構成する信仰、推察、視線、神話、宇宙の集合です。
この男はこれらすべての物語の根源であり、その逆も

素材： 大内銘水、平家の泉、柳の水、水出の泉、半田

Coloring Tradition...

成り立ちます。それらは彼の世界を構築する連想、解

弁天湧泉、別府弁天池湧水、熊野のご神水

ビデオ（11分49秒）、水彩画、冊子、塗り絵シート、パ

釈、想像を通してお互いに関係し合っています。ギリシ

ネル、2017

ア神話、神道、漫画、影絵、忘れ去られた洞窟壁画、歴
史的なモロッコの旅行家イブン・バットゥータ(Ibn

《伝統を塗り絵する》は、秋吉台国際芸術村での滞

在制作のリサーチと、それに続く制作を経て実現した

ものです。抽象的な形状、偶然性、一時性などを捉え

れた7つの課題を実験的に行ったプロジェクトの記録

展覧会で、山口県内の12人の職人さんたちに焦点を

た写真作品です。

映像です。作品として記録に収めることで、日々の現実

当てたリサーチをもとに結実した成果です。伝統とし
て維持していくもの、時代に合わせて変化させていか

がまさに個々人の行動によって作られていくことを客
--- 神棚 ---

観的に映し出した作品です。

なければならないもの、
リサーチを進めるうえで職人
さんたちの様々な苦悩や葛藤についてお話を聞くこと

《石塚、または、惑星直列》

課題：居住地の特定、集合写真、円になって自画像、パ

ができました。その状況に現代美術の視点で新しい打

Cairns,or Syzygy

トリック・ゲデス(Patrick Geddes)の署名、入り口

開策のきっかけを提案するという意味も含めて制作し

石（山口、フランス、スコットランド、アイスランドなど

をパトリック・ゲデスの署名で装飾、パトリック・ゲデ

た作品群です。

旅先で出会った石）、写真、2017

スの肖像レリーフとセルフィー、落ち葉で「By

形や色など、形式の決まった工芸作品などを少しず

Leaves We Live」を飾り付け

つ抽象化したものが、
《 抽象水彩静物画（水彩画）》で

旅をし、石を広い、石を積み重ねた行為を写真に収

す。人物を除いて、人工物などを自由に配置して描くヨ

めたもの。色、形、重さなど様々な石のバランスをとり、

ーロッパの絵画形式である「静物画」
（ Still Life)を

積み重なった瞬間を撮影しました。人為的に鉱物を直

参考にし、特にその中で取り扱われるカテゴリーの一

列させたもので、宇宙の自然現象である惑星直列の特

つである「儚さ」(Vanitas)と、ものづくりの職人さん

異性に絡めた作品です。また、石を積む行為自体も人

Space Blanket Suit Pattern... (Golden Fleece)

たちが制作環境を重ね合わせた作品です。色を排除し

類の原初的な行為として理解でき、それ自体が意味す

ミクスト・メディア、2017

たり、輪郭線だけにしたり、まったく形を変化させたり

るものは状況によって「道標」や「墓石」などの特定の

して、子供達に馴染みのある塗り絵の形式にすること

意味もあれば、ただそれ自体が存在するだけという意

この作品は、紀元前3世紀に書かれた『アルゴナウ

で、色や形の想像を誘発する視覚的な試みです。

--- 洋室 --《宇宙毛布スーツ・パターン（黄金のフリース）》

味もあります。人為的だが無目的な神秘性を持ったオ

ティカ(Argonautica)』
という叙事詩に出てくる未知

《作り手（ビデオ）》は実際に職人さんたちの工房で

ブジェが均衡を保つこと、それは審美感的にも均衡の

の地（コルキス）から金羊毛（Golden Fleece)を取

お話を伺った際に撮影した動画を、極力手先の動きに

取れた状態と理解することもでき、それ自体が純粋な

り戻すという航海の物語に、私的に現代的な解釈で制

焦点を当て、普段、馴染みのないものづくりの制作過

美を表現していると解釈できると思います。

作したものです。NASAが宇宙プロジェクトのために

程を神秘的に映し出すビデオ作品です。全部で12場
面で構成され、それぞれ15秒から1分30秒ほどの断

開発されたスペース・ブランケットを生地として、スー
《J...》

ツの型を切り取って残った素材を展示しています。そ

片化された超短編場面をつなぎ合わせた内容になっ

J...

の主体となるスペース・スーツ自体は、
どこかに行って

ています。

アート・ブック、2015

しまい、その痕跡だけが残っているという作品です。

《神様たちの聞く音色（冊子）》は、
《 作り手》のビデ
オ作品が表現する職人さんたちの神秘的な印象を、フ

このアート・ブックは、作家とビジュアル・アーティス

ィクションとして神話的に書き下ろした短編文章作品

トの共同制作を提案するフランス人キュレーターのジ

Landscape visible by blowing winds...

です。実際の取材をもとに発展させた内容で、文章を

ェルヴェ・ジャスード氏(Gervais Jassaud)によって

旗、2017

通して観念的に想像を膨らませる試みです。文中には

実現したものです。ジャスード氏はフランス『ヌーヴォ

ビデオや平面作品では表現されていない美術史や美

ー・ロマン』の代表的作家ミシェル・ビュトール氏

術作品を想起させる内容も含まれています。

《風に吹かれて見える風景...》

晴天の空を撮影した写真を旗に写真印刷した旗作

(Michel Butor)を私と組にしました。ジャスード氏

品です。青空の写真が掲げられ、風によって空の風景

がこのアート・ブックを『J...』
というタイトルにし、ビュ

写真が揺れる様子を表現した作品です。風が吹けば

悩や葛藤を抽象的かつ観念的に事実とフィクション

トール氏の短編作品が5作品収められた36ページの

形状の変わる旗の特性や、タイトルにあるような文字

を織り交ぜた作品群として、また、山口県内の工芸を

作品が、版画技法で第1版から第12版まで用意され、

遊びの要素、また空という同質のものを代替物で表現

新たな視点と感覚で見ていただける機会として、理解

私がそれらすべての冊子の視覚を制作しました。これ

する手法の組み合わせによって、無目的で詩的な表現

や解釈を楽しんでいただければ幸いと思います。

ら12冊の作品はすべて異なり、実験的な作品となっ

をした作品です。

伝統の維持や時代に合わせた変化の間で起こる苦

ています。
職人さん：大谷提灯店（提灯）、民芸くらもと（土鈴）、
安藤石材（石灰石）、明善窯（萩焼）、日枝玉峯堂（赤間

《声、声、声…(#2)》
《回復力に関する視線の物語》

硯）、中原木材工場（木工家具）、岡本染工場（染物）、

Story for the vision of resilience

岩国石人形資料館（石人形）、柳井縞の会（柳井縞）、

寄稿文（パネル）、2016

やない西蔵（金魚提灯）、秋山養蜂（蜜蝋）、中村民芸
社（大内塗り）
《虹を歩く...》
Walking on a rainbow...

自然災害の多い日本において30年以上続くの原子

出しを切り出して、月の裏側のような暗い宇宙空間に

力発電所建設計画を取り巻く政治的な均衡状態を、

漂う叫び声を表現した作品です。それぞれの吹き出し

自然の摂理やアニミズム的な視線で現実問題を物語

はすでに有名漫画家による想像上のキャラクターの

風に風刺した寄稿エッセイです。

発した言葉の数々で、それぞれ時代も設定も異なる内
容がこの絵画空間では混在しています。ある意味では

《名もなき日々の試み...（エジンバラ）》
旅先で出会った偶然の出来事を記録した作品です。

Attempts in Nameless Days...(Edinburgh)

30代〜50代くらいの漫画世代の人たちのもっていた
懐かしい未来像や精神風景を表現した作品です。

ビデオ（1分）、2017

市にあるFoundation Beyelerの敷地内で撮影し
たものです。イタリア人建築士レンゾ・ピアノ(Renzo

素描コラージュ、2017
宇宙や未来、神話を取り扱った漫画7種類から吹き

写真、2017

ドイツとフランスの国境近く接するスイスのバーゼル

Stimme, Stimme, Stimme...(#2)

漫画：鉄腕アトム、聖闘士星矢、マクロス、新世紀エヴ
複数人で行う課題シリーズを考え、書き留め、実践

Piano)による建築物のガラス素材に反射した太陽の

し、達成感を共有することを目的として、スコットラン

光がたまたまある特定の日の特定の時間に足元に出

ドのエディンバラにて開催されたパトリック・ゲデス・

現していた様子を主観性を強調する構図で撮影した

ラーニング・フェスティバルでのワークショップで行わ

ァンゲリオン、さらば宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999、
ブッダ

【主催】N3 ART LAB / cagerowproduction / the temporary space
【協力】防府天満宮 / Yamaguchi Institute of Contemporary Arts (YICA)
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