69
分枝

branching

17

http://branching.jp

ブランチング 17 発刊 2016 年
9月9日
ブランチング 18 発刊 2016 年 12 月 9 日
ブランチング 19 発刊 2017 年
3月9日
お問い合わせ・入稿先 system@branching.jp

余は如何にしてマサ首となりし乎
How I Became a Masakubi?

Yosuke HATTORI 1976 ~

服部洋介

マサ首といふ人がいる。先頃、
FLATFILE（長野市）にて『異形の声』
と題する個展を開催、そのあやしげな
世界観で異彩を放つステンドグラス作
家であり、画家というお人だ。しかし、
何よりもこの人の名前、なんでマサが
カタカナで首が漢字、いや、それより
もなんで首なの？ 意味不明の名辞の
羅列が視覚的な奇怪さ以上に薄気味悪
く感じられるのは、なるほど、人間的
な感覚であろう。
それに先立って、私は小林冴子コン
プリート計画というのを立て、同時期
に県内３カ所で開かれていた関連展示
をハシゴし、FLATFILESLASH（長野市）
の『ドローイング３人展』を皮切りに、
Riverside Gallery（小諸市）では念願の
生冴子（敬称略）にもご対面、最近は
新境地にお目覚めになったということ
で、作品がいきなりアンフォルメルに
なっていてびっくらこいた。なわけで、
私はいささか保守的にも、先の六本木
の個展に出品された『景色の消滅』と
題する具象のシリーズから一枚を購入
する約束をした。同シリーズには、家
庭サイズの小品も多く、これからアー
トを買いたいという若い人にもおすす
めだ。
さて、臼田に新しいアトリエを構え、
水墨画にも挑戦するなど、やる気な感
じのこの作家、だが、一部にはちょっ
と心配な作品も。そこには冴子氏のア
ブない日常がつぶさに述べられている。
いわく「体からはオッサンのにおい」
「猫
に近寄ったら逃げられた」「合コンに
行ったら初対面の男と下ネタで盛り上
がった」……大丈夫なのか、冴子よ！？
それにたまに見かけるこのアナー
キーな感じのねこさんはなんだ！？
私にはコイツが冴子氏の ×× の権化に
思えて仕方がなかったが、なんとなく
確信に変わったぞ。いずれにしても、
作家には、この先も何気ない日常にひ
そむヤバイ感じを露出し続けてほしい
と願うばかりである。
さて、小諸の展示から数日後、作品を数枚ご持参いただき、その中から実
際に一枚を購入したわけですが、その時、不意にマサ首展の話になり、明日
が最終日ということで慌てて会場に直行した。ちなみに冴子氏的にも一番の
関心は「なんでマサ首なんですかね？ それ、聞きたいですね」と、そこだっ
た。まあ、そこだよな……。
さて、会場でお会いしたマサ首さんは予想に反し、至極ちゃんとした方で、
来場者もマサ首氏の懇切熱心な作品解説に聞き入っていた。展示空間も洗練
されており、何が何だかわからんということは一切なかった。それは、一般

マーガレット

に「異形」のものとされる形象を精巧に標識化した〈計算された奇怪さ〉と
いうべきもので、もしハリウッド映画で「『異形の館』のセットを作ってくれ」
と言われれば、まさにこの展示空間と同じものが求められるに違いない。アー
トの一部は、何かしらこうした前了解的な既視の要素から成り立っている。
一方で、なんだかよくわからないモノが結果として醸し出す〈意味のズレ〉
というべき奇怪さというものが ある。マサ首という名前がそれだ。ちなみに、
じっさい冴子がマサ首さんに「あんたはなんでマサ首なの？」と聞いたか否
かは定かではない。
その後、東京で「耳のないマウス」の 3331 α Art Hack Day 2015 の受
賞展『箱の中に入っているのはどちらか？』の作品解説を仰せつかり、5 月
19 日に 3331 Arts Chiyoda（東京）へ行ってきた。ゴリゴリにコンセプチュ
アルな気合の入った個展だ。そんな「箱の中」展ですが、そのコンセプトは、
記号過程を逆行したところに何が見えるのかというイマジナルなものだ。記
号というのはそれが何を意味しているかが伝わらなくては役に立たない。役
に立たない記号は使われることがない。したがって意味不明な記号は、現実
に適応できず、絶滅すると考えられてきた。これは生命記号論の分野でもい
われていることで、たとえばヴァージニア工科大学の A. Sharov は『Signs
and values』と題する文章の中で、自著を引いて「ノーマルなコミュニケー
ションの過程は、記号が発信者と受
信者にとってプラスの価値をもつこ
とを要請する」（Normal
communication requires that signs
have positive values both for a
producer and receiver．）（Sharov
1992）
（*1）と言っている。デメリッ
トばかりの記号のやり取りをしてい
ては、生命活動は危機にさらされて
しまうからだ。そこで、決定不能的な、
記号として無能力な記号、意味のな
い記号表現という事態、いわば〈マ
イナスの価値〉がはびこる世界をの
ぞいてみようというのが、今展の趣
旨だ。恐ろしいことに記号というも
のは、その発明者や使用者の思惑と
は無関係なところで〈意味を欠いた
形〉として生き続ける奇妙な性質を
もっている（*2）。古代遺跡に刻まれ
たわけのわからない文字や図像のよ
うに、たとえそれを使用した文明が
滅び去ろうが、記号だけは生き残る
のだ。このようなシニフィアン優位
の世界をそのままに展示しちゃった
のが「箱の中」展である。ちょっと
お化け屋敷めいていて、夜間に訪れ
た来場者が悲鳴を上げていた ( 笑 )
で、これがオチなのだが、同展の
レセプションで、私はどこかで見た
ことのあるような人を見つけてし
まった。まさかまさかのマサ首さん
でした ( 笑 ) しかし、私にとってマ
サ首さんはいつまでも謎の人であっ
てほしいという願いから、私は気づかないふりをしてウーロン茶を飲んでま
した。よって、彼がいかにしてマサ首になりし乎は、いまだに謎のままであ
り、画像掲載の許諾も得てないので写真もナシという次第である。なお、小
耳にはさんだ話では、このマサ首さん、サイコビリーなバンド姉首さんの一
族らしい（*3）。いや、確かにこっちはイッちゃってるぞ！
（*1）Alexei Sharov, Signs and values, web, 1998
（*2）服部『
〈存在〉の恐怖――〈人間〉を棄却する快楽』
（2016 年）
（*3）正しくは『Ane-kubi Manelai』

早く人間になりたい

「王様の耳はロバの耳」- 貴女の愛した人 Masami YOSHIMURA 1973~

この言葉の破壊力。この言葉の持つ永遠の難題にとらえられた経験のある
者が、今現在もあまねく存在しているとは思いますが、昭和の時代に、この
呪の文言を生み出した『妖怪人間ベム』というテレビアニメが、毎週月曜日
19 時 30 分〜 20 時 00 分ゴールデンタイムの時間帯に放送されておりました。

闇に隠れて生きる

全 26 話。

俺たちゃ妖怪人間なのさ

内容はバッサリ割愛させていただくとして、このアニメが放映されていた

人に姿を見せられぬ

時代というのは、人もものも道具となり、後に” 東洋の奇跡” と世に語り継

けもののようなこの体

がれた 1954 年〜 1973 年高度経済成長期の真っ只中でして、特に妖怪人間

（早く人間になりたい！！）

放映年の 1968 年は GNP( 現在では GNI) 世界第２位となった年でもあります。

暗いさだめを吹き飛ばせ

日本だけではなく、この時代は世界各地に〜の奇跡と名打たれる経済成長

ベロ）

が起こっておりますが、やはり日本のハネ方はもの凄かったのでしょう。目

妖怪人間

指せ一億総中流！そ〜そ〜！
また、そんな 1968 年頃は怪奇、妖怪といった類がブームとなっていたよ

月に涙を流す

うです。

俺たちゃ妖怪人間なのさ

この” 奇跡 ” の中、このような” 奇 ” な作品が作られたのは必然であり、

悪をこらして人の世に

時代のある種の遺産でしょうな。なぜって、上だけを見てこんなにも前へ前

生きる望みに燃えている

へと疾走した時代、横や後ろ斜めや下には、見えてなかった、見ようとしな

（早く人間になりたい！！）

かった ” 早く人間になりたい ” と語りかけてくるもの多そうじゃないですか。

暗いさだめを吹き飛ばせ
ベラ

何があるわけでもない街に、特別うまくはないが……いやとてもうまい焼

ベロ）

き菓子屋がある。スコーンがウリなようなので 2 つほど買ってみたが、甘さ

妖怪人間

は控えめで、香ばしい香りが後を引く。その店は、桜並木の続く、穏やかな
路地に面している。車は通らない、歩行者や自転車のみが通行する路地だ。

星に願いをかける

気持ちの良い日曜日で、自転車で散策をしていると、偶然見つけたお店であ

俺たちゃ妖怪人間なのさ

る。

正義のために闘って

住宅の庭先を改装しただけのこじんまりとした店舗で、バルコニーへ上

いつかは生まれ変わるんだ

がった先で、窓を開けてスコーンを買う。ドライブスルーならぬウォークス

（早く人間になりたい！！）

ルー？とでも言おうか。店内というか室内では、あくせくと働く女性が一人

暗いさだめを吹き飛ばせ
（ベム

ベラ

だけ、商品も、さほどの量はない。だが、かがんで商品ケースを眺めていると、

ベロ）

何かとても良い発見をしたような、とてもよい買い物をしているような気が

妖怪人間

してくるのだ。

作詞

第一動画文芸部

作曲

田中正史

唄

住宅街ばかりで、周りには遊ぶ場所も観光地もなく、駅まで徒歩で 20 分
もかかる、味も素っ気もない街に引っ越したが、思い浮かぶのは、いつも食

ハニー・ナイツ

事についてだった。行きつけの居酒屋も見つかったのだから、とりあえず落
ち着いたことになるのだろうか。

吉村正美 Masami Yoshimura
1973 年長野市生まれ
画家・銅版画作家
多摩美術大学にて版画を習う。
大学院在学中より制作活動に放浪活動が組み込まれ、
以後除々に放浪活動に浸食され、遂には制作活動休止状態になるも、2007 年復活。

服部 洋介 Yosuke Hattori
1976 年、愛知県生まれ
長野市民
yhattori@helen.ocn.ne.jp
http://www.facebook.com/yousuke.hattori.14

この世界を見るための別な方法

大きな母性の両腕に

が合ったので、思わず怯んでしまった。突然というのも、くすんでいるせいで、

純真無垢な男と女の魂が

店内が暗く見えてしまっているガラスの向こうを、どんな様子かと何気なく

ムンクの叫びのような形相で

覗き込むと、浅黒い肌と光る両目が急に浮かび上がっていたからだ。

ハンドルを握らなくても走るような高級車などいらないと

で開いているというのに、客は私一人だ。店内の机に頬杖をついて、テレビ

目のくらむような恋の駆け引きもいらないと

を見ながらスマホをいじる綺麗な女性は、娘か奥さんか。世間話らしき会話

歳を重ねて女たちが言う

をしばしばしながら、店主は所在なさげに客を待っている。

photo by Kazunori KITAZAWA

「暇」も言い換えれば、「余裕」である。おしぼりのビニールを破って渡し

一つになれると幻想を抱えたまま

てくれ、ビールも注いでいただいた。マトンカレーを頼むと、カレーのみが

共存と対立

差し出され、面食らう。 「あ、すいませんナンもお願いします。」 インド

瀬と瀬を合わせて座る二人の私

的にはありなのかもしれないが、日本的にはカレーのみでは物足りない。追

美しい言葉を繰り返して

加の余計な手間をおかけしつつ、ついでにラッシーもいただく。テレビを見

それでも彼は逃げようとする

ながら時々吹き出す一家。客がいてもいなくても楽しいのだろうか。

焚書 < 極東 >Far East SCULPTURE
carving / modeling / movement / Mass
Date: 2015
素材：焼かれた「デミアン ヘルマン・ヘッセ 新潮文庫」事務机 標本箱 たんぽぽの種子
場所：伊那市 伊那文化会館

彼が残酷であればあるほど
私もまた残酷を跳ね返す鏡となってしまう

何があるわけでもない街に、特別うまくはないが、台湾料理を振る舞う店

彼女の答えに、彼は驚いて一瞬口をつぐむ

がある。お昼時には土方系の客が多く訪れる。売りは料理の安さと量である。

自らの答えを不自然な間をおいて、彼女はようやく理解する

メニューに有る「チャーハンセット」は 680 円であるが、一般的な一人前の

双子のような二人を分かつ境界の向こう側の音

チャーハン 1 つと、一人前のラーメン 1 つがセットで選べる。だが、それぞ

背中合わせの二人の会話

れを単体で頼むときも、680 円なので、セットを頼んで二人で食べるという

混ざり合う事を求めながら、

方法もありだろうか。わけがわからない。

今この時を忘れてしまうことを恐れている

それは元型へ旅といってもいいかもしれない。
私の日常を、羊の群を追って移動している旅にたとえてみる。羊には
美術という名がついている。そして、その名にふさわしい方向へと歩む。
仕事。現実の細部。歴史の中。思想の辺地。生素材。再現的表現の中止。
出来事をつくる。廃虚。窮地への傾斜。
「丘」をめぐり、そして超えていく。
しかし、進む地平は牧草地とは限らない。当然、羊は飢える。だから、
私は働いて、私自身と美術という名の羊の糧を得ながら年を重ねてきた
のだった。つまり、ここで語られるところの糧を得るとは、「これしか
ないけれど、これさえあれば」生きてゆけると感じられる何かと出会う
ことであると、私は思う。

ある時、会社の人 3 人でチャーハンセットを頼んだ。2 人はセットだが、

対峙という恐怖を逃れるように

先輩はチャーハンのみだった。机の上にはチャーハンが 3 つとラーメンが 2

彼はひとこと

つならんでいる。頼んでみたところで、やはり頼みすぎたのだと嘆くと、
「よ

「王様の耳はロバの耳」

し少し手伝ってやる。」と先輩はこちらのチャーハンに手をつけた。

塞がることのない、

20 分後、先輩はお腹いっぱいだ、と自分のチャーハンを残した。こちら

捉えようもない、

を手伝った分、自分の分が食べられなくなったのだ。結局食べた分量は一人

終わることのない、

分と変わらず。食べ残すのもいたたまれないので、私が先輩の分を食べた。

自責の念

夜にお腹はすかなかった。

例えば、D.J. サリンジャー「フラ二−とゾーイー」の「ゾーイー」最
後の数ページで、ゾーイーが精神的悩みをもつ妹フラ二ーに亡き長兄
シーモアの言葉として語った内容のこと。
小説の中で、彼は子供時代ラジオ番組に出演していた頃、兄は彼に「放
送の前にラジオの向こうの『太っちょのオバサマ』のために靴を磨いて
いけ」と言ったという。
そして、ついにゾーイーは『オバサマの正体 = キリスト』を明かすの
だが、その前に「シーモアの『太ッちょのオバサマ』でない人間は一人

彼女は答える代わりにクスリと笑った
ようやく訪れた安堵を確かめたくても

何があるわけでもない街に、特別うまくはないが……いやとてもうまい焼

あなたに私の顔は見えない

き菓子屋がある。スコーンがウリなようなので 2 つほど買ってみたが、甘さ

立てた膝小僧に肘をつき、頭を支えてうなだれている

は控えめで、香ばしい香りが後を引く。その店は、桜並木の続く、穏やかな

私にもあなたが見えない

路地に面している。車は通らない、歩行者や自転車のみが通行する路地だ。

あなたが私に注いでくれるはずだった視線を、私は私の子供に向ける

気持ちの良い日曜日で、自転車で散策をしていると、偶然見つけたお店であ

さようなら私 私はここにいる

る。

さようなら私

がった先で、窓を開けてスコーンを買う。ドライブスルーならぬウォークス

あなたが足元に目をやると

ルー？とでも言おうか。店内というか室内では、あくせくと働く女性が一人

微笑んでいるでしょう

だけ、商品も、さほどの量はない。だが、かがんで商品ケースを眺めていると、

小さな奇跡が

何かとても良い発見をしたような、とてもよい買い物をしているような気が

私のように

してくるのだ。

初めに混沌があり
境界が生まれ

住宅街ばかりで、周りには遊ぶ場所も観光地もなく、駅まで徒歩で 20 分

境界線は開かれる

もかかる、味も素っ気もない街に引っ越したが、思い浮かぶのは、いつも食

天と地の間に人が立つ

事についてだった。行きつけの居酒屋も見つかったのだから、とりあえず落

産声を上げて

ち着いたことになるのだろうか。

美術という名の羊の糧。それが少し共通の構造として物質化される時、
いわゆる美術のクオリティーとは異なった精神の landscape の「丘」に
待ち受けているようなもうひとつの表現の始源になると思う。

塚田辰樹 tatsuki tsukada
1986 年生まれ 長野県出身
印刷会社勤務（dtp オペレーター、dtp デザイナー）

三船ゆい Yui MIFUNE 1972 年生まれ
長野県山ノ内町在住 自営業

2016 年 8 月トポス高地 個展

Nami GOTO 1969~

日記（2016 年 5 月 19 日）
Biwa TAKAHASHI 1972 ~

Yoshiaki HIKITA 1994~

疋田義明

たかはしびわ

嘘を一つつくと、

の一帯が残されていました。砂利の白く広がるところにアスファルトは黒く

言えなくなることが一つ増える。

孤島のようにありました。そこにぽつぽつと薄緑に猫じゃらしが生えていま

一つ増えたら、分離する油みたいに

した。ここには結婚式場があったのだけれど、いつの間にやら空っぽになっ

また一つ嘘が増える。

uTk6.quwE"
2016 6 Landscape_01
Yoichi Kayama Solo

2016 8 Landscape_02
KAZUYA OSAME Solo

2016 8 Landscape_02 外伝
KOUITIROU NAKAMAKI Solo

ていました。そんな空き地から空へ向かって見上げていますと何やら街にぽっ

するとどんどん連鎖していって

かりと空いた穴から空を覗いているように思いました。何やら剥き出しになっ

終いには何も言えることが無くなってしまう。

てしまっている気配がしたようでした。

もっと楽に話していたはずなのに、
嘘の力が負に働いて、窮屈で胸やけしてくる。

疋田義明 Yoshiaki Hikita
1994 年長野市生まれ
画家（パート）
2015 年武蔵野美術大学油絵学科卒業
za486ztch4vc7v7mm6cu@dokomo.ne.jp

解放されたい。
でなければ、もっと楽しい嘘に変えなければ。

ごとうなみ Nami Goto
1969 年生まれ長野市在住
http://namigoto.com
gg ごとう画室
http://goto-gashitsu.com

デッサン／画用紙に鉛筆／２０１２

夜中のラーメンは、なぜ必ず胃痛を引き起こすのか。

脆弱な私の心内に返せば嫉妬や羨望があることを承知しても尚愛する
船橋小夜子 Sayoko Funabashi
1984 年青森県八戸市生まれ・東京都杉並区在住
クリエイター
2007 年 東洋大学社会学部 社会文化システム学科 卒業
2009 年 桑沢デザイン研究所 卒業
学生時代より IT コンテンツ企業にてモバイルコンテンツのデザインを制作。
その後、呉服店勤務を経て、WEB 関連企業でデザインをしながら
フリーランス・クリエイターとして活動。
info@funabashimisako.website
http://funabashimisako.website/

2016 年 3 月 個展 / 萱 by Blanc / 千曲市
2016 年 4 月 個展 / トポス高地 2016 アリコ・ルージュ / 飯綱町

2016 年 9 月 個展 / FFS ラウンジギャラリー
2016 年 9 月 個展 / トポス高地 / アリコ・ルージュ / 飯綱町

人の和平を見つめるそれだけの自分でありたい。

たけうま（2016）リトグラフ、10×10 ㎝、Ed100、製版・刷り／梅田版画工房

プレゼント

とても

とてもとても

2016 09/Genta Maruyama.Tetsuya Machida

+

ナガノオルタナティブ 2016
「ランドスケープ」̲01 香山洋一
2016 年 6 月
＠FFS̲Warehaouse Gallery

http://flatfileslash.com
gallery@flatfileslash.com

ナガノオルタナティブ 2016
「ランドスケープ」̲02 納和也
2016 年８月
＠FFS̲Warehaouse Gallery
オルタナティブ 2016 外伝
2016 年 8 月
中牧浩一郎
＠FFS̲Warehaouse Gallery

FLATFILESLASH

Visual Echo
2016 年 9 月
＠FFS̲Warehaouse Gallery

四重奏曲（映像と朗読と音楽とパフォーマンスのための）制作中

Yu OYA 1989~

大谷祐

http://oya-u.com

たかはしびわ Biwa Takahashi 画家 1972 年東京都生まれ 長野県在住
長野二紀会会員 日本ペンギン党党員
1997 武蔵野美術大学油絵学科卒業
2006.7 〜『週刊さくだいら』にて『さくだいら美術探訪』隔週連載
（2008 年 7 月から 4 週に一度の掲載）
2007 信濃毎日新聞短歌欄イラスト担当
たかはしびわのページ http://takahashibiwa.web.fc2.com
たかはしびわ 須藤友丹 二人展 しあはせはどこにある？
２０１６年６月２３日（木）〜６月２７日（月）
１１：００〜１７：００ 会期中無休
6 月 25 日（土）14：00 〜 ミニライヴ（入場無料、20 分程度） 四重奏曲〜映像と朗読と音楽とパフォーマンスのための〜（たかはしびわ作曲）
出演：林浩三（チェロ）、林小百合（フルート）、たかはしびわ、須藤友丹
Gallery 一進
油やプロジェクト http://aburaya-project.com/
長野県軽井沢町追分宿

+

FLATFILE 企画 @FFS̲Lounge Gallery
6 月 前沢泰史 5/29〜6/19
＊7 月 D16 ドローイング 2016
８月 吉村正美
9 月 ごとうなみ
トポス高地 2016
6 月 梅田明雄展
７月 結城愛展
８月 塚田辰樹展
9 月 ごとうなみ展
アリコ・ルージュ / 飯綱東高原 / 火曜休み
http://homepage3.nifty.com/haricot/
＊裏面詳細記載
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information

大きな気持ちですと

あなたはわたしに

両手で

やわらかな包みをくれた

リボンは今

ほどかないでください

灰色の空から

薄紅色の粒がゆっくりと落ちてくる

その一粒が

わたしの鼻の先にとまり

あなたの前髪の先にとまった

それはぼやけて重なり

やがて消えていった

季節はずれですね

可笑しいですね

そう云って

わたしたちは笑った

とてもとても

大きな気持ちを

少しずつ分け合うようにして

わはゑしなれど、ゑのみにあらず、曲を作る。
曲をわがうごきぐゎ（＝映像）に用ゐたる、また、曲のみ作りたるは今す
でに四年なり。
今までは算箱（そろばこ。
＝電脳）のみにて作りしが、此度ぞ初めて曲を譜
す、算箱にて作りしうごきぐゎと歌詠みと楽と行ひとを合はす。
横笛、大提琴、打ち物、歌詠みと行ひ（及びうごきぐゎの留め始め）を四
人で合はす四重奏曲なり。
きのふ作りし版画のごとく、譜しし曲は梅田版画工房にて版画にし売らむ。
ことし水無月二十三日より二十七日まで軽井沢追分の油や、ゑ売り処（ぎゃ
らりい）一進にて、妻須藤友丹と二人のゑを飾りはべり、二十五日には四
重奏曲を調べはべり、いでましたまへ。

200,Konabe,Oaza,Nagano City,Nagano Pref. 380-0875

大谷祐 Yu Oya
年群馬県生まれ
1989
詩人

備仲臣道 Binnaka Shigemichi 1941~
韓国忠清南道大田生まれ 著述業
甲府第一高等学校卒 山梨時事新聞記者 月刊新山梨編集発行人
2006 年、第 6 回内田百閒文学賞優秀賞受賞
著書 『蘇る朝鮮文化』（明石書店）
『高句麗残照』（批評社）
『司馬遼太郎と朝鮮』（批評社）
『ある在朝日本人の生涯』（社会批評社）
『内田百閒文学散歩』（皓星社・2013 年 8 月）ほか 5 冊。
kazenonagune@yahoo.co.jp

「残侠の家」制作は 14 年の年月を必要とし、その展開は、「白」「黒」
の決着のつかないまま自らの潔白のみを主張する土地係争者の暗い内面
に触れることだった。そして、時間の経過とともに係争地は廃園と化し、
私は漠然と沈黙する存在を「しずかな敵」と命名する奇妙な発想を生ん
だ。
「しずかな敵」を、物語と呼ぶより他ふさわしく伝える術を思い当た
らないのだが、ただそこには次のような言葉とつながっていると思われ
るのである。・・「太ッちょのオバサマ」の正体と。

北澤一伯 （きたざわ かずのり）
1949 年長野県伊那市生れ
発表歴：
1971 年から作品発表。74 年〈台座を失なった後、台座のかわりを、何が、するのか〉彫刻制作。
80 年より農村地形と〈場所〉論をテーマにインスタレーション「囲繞地（いにょうち）」制作。
94 年以後、廃屋と旧家の内部を「こころの内部」に見立てて美術空間に変える『「丘」をめぐって』
連作を現場制作。
その他、彫刻制作の手法と理論による「脱構築」連作。２００８年１２月、約１４年間長野県安曇
市穂高にある民家に住みながら、その家の内部を「こころ内部」の動きに従って改修することで、
「こ
ころの闇」をトランスフォームする『「丘」をめぐって』連作「残侠の家」の制作を終了。
また、生家で体験した山林の境界や土地の権利をめぐる問題を、「境（さかい）論」として把握し、
口伝と物質化を試みて、レコンキスタ（失地奪還／全てを失った場所で、もう一度たいせつなもの
をとりもどす）プロジェクトを持続しつつ、95 年 NIPAFʼ 95 に参加したセルジ . ペイ（仏）のパ
フォーマンスから受けた印象を展開し、03 年より「セルジ . ペイ頌歌シリーズ 」を発表している。
2015 年７月、韓国水原市に Void house( なにもない家 ) を制作した。

空き地となった場所。建物が壊され、剥き出しになった砂利とアスファルト
庭一面を埋めつくしている、何千とも知れない白い花が、夜更けの少しの
風に揺れている。風がくると流されるようになびいた花たちが、風のこない
ときには元の所まで揺れもどって、砂浜に打ち寄せては引く波のようである。
地面と茎や葉は夜の気の中に沈んでいるから、花だけが浮いて美しく光り、
白いチュチュをふうわりとひるがえした、何千というバレリーナが踊ってい
る姿に見える。誰か調子を取る者がいるのでもないのに、音楽に合わせて動
いているとさえ思われる。
花はマーガレットで、とりわけこの花が好きというのではないけれど、こ
こへ移ってきたときに、庭のあちこちに少しずつ咲いているのを見たから、
百坪はあると言われているこの庭を、マーガレットで埋めてみようと思った
までである。いまでは路地を入って門から玄関までの、幅が七、八十センチ
ばかりの道を残して花で埋まっているけれど、こうなるまでには三年の月日
を要した。散らばっているのを植え替えたり、ちょうど良い季節には挿し芽
をしたし、家の外から持ってきたりもした。
庭が花で埋まってからはじめての満月の夜、折りからの心地よい風に乗っ
て、花がことごとく和紙でできた風車になり、くるくるくるくると回りなが
ら、明るい光を辺りに散らかしているのを見た。それが夢や幻なのか本当の
ことか、いまでも定かではない。
こんなに広い庭になんにもなかったのは、この家が元は手漉きの和紙を
作っていたからである。漉き上がった和紙は天日干しにするし、楮や三椏の
枝を水に漬けておく池も必要だったから、庭は広くなければならなかったの
だという。
その昔はこの町のほとんど一軒残らずが、手漉きの和紙を生業としていた
のだけれど、機械漉きに押されて市場を失い、今日ではトイレットペーパー
を作るような大きな工場が二、三あるだけで、手漉きはまったく姿を消して
しまった。それにしたがって町も過疎化が進み、若い人は町の外に勤めを持っ
て、日中の町は年寄りばかりである。
あちこちに空き家が目立ち、白い壁土が落ちて中の竹と縄が露出している
蔵がいくつもあるこの町で、私が借りた家も家賃はただに近かったが、十数
年は空き家だったという、廃屋同然のものであった。赤茶けてしまった障子
は紙を貼りなおし、畳は何回となく雑巾で拭き、庭の雑草は抜いて焼き捨て
た。けれども、台所の隅の天井板が剥がれて、半分くらいぶら下がったのや、
壁の染みは手の施しようがないから、そういう形のままで一つの景色だから
と、これでいいことにして無理にも納得した。池は埋め立てられて跡形もな
いけれど、隅にある井戸はポンプで汲み上げて、近所の何軒かで使っている
というのも面白く、ここを気にいった要因の一つであった。
風車を見てからというもの、月の明るい満月の夜には濡れ縁に座って、風
に揺れる白い花を、飽きることなくいつまでも見ているのが習慣になった。
むろん、脇にはお銚子が二、三本置いてあり、蚊遣りの煙が花のなびくほう
へ流れている。
満月の下で、たくさんの花はひときわ白く輝いて、辺りを隅々まで明るく
していた。月が白いから花が白いのか、花の明るさが月を照り返しているの
か、それは判らないけれど、花の上ではねた月の光はますます輝いて、この
庭を白銀の世界にしてしまったようである。
そのとき、強い風が急に吹いて花の上を渡っていったら、風上のほうから
一つ一つの花が折鶴に変わったと見るうち、みんな茎から離れて、空の彼方
へ飛んでいってしまった。

もどこにもおらんのだ。それが君にはわからんかね？」（新潮文庫 p229
野崎孝訳）とフラ二ーに語る。
この対話によって , 劇的に彼女の苦しみは去り、ベッドに入った彼女
は「深い、夢もない眠りに入っていった」のだ。

住宅の庭先を改装しただけのこじんまりとした店舗で、バルコニーへ上

頬を伝う涙のように

ごとうなみ

船橋小夜子

北澤一伯

インド人一家が経営するその店は、夕方になると客足は途絶え、24 時ま

あたらしき曲に就いて

Sayoko FUNABASHI 1984 ~

備仲臣道

舞う店がある。散歩がてら通りがかると、店内から外を眺める店主と突然目

2016 年 8 月 個展 / FFS ラウンジギャラリー

途中から酢を入れないと豚骨ラーメンは最後まで食べられない

Shigemichi BINNAKA 1941~

あれは我なり あ わ れ な り

「男と女は根っから違うのよ」
” 早く人間になりたい ”

Kazunori KITAZAWA 1949~

塚田辰樹

何があるわけでもない街に、特別うまくはないが、ネパールカレーを振る

それぞれの腕にかかえられている

（ベム

Tatsuki TSUKADA 1986~

三船ゆい

初めに混沌があった

ベラ

美術という名の羊を追って

Yui MIFUNE 1972~

吉村正美

（ベム

何もない街でもお腹はすく

