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Kazunori KITAZAWA 1949~

北澤一伯

『いちばん最初の人たちは言っている。眠らないようにするため、この天空
の支持者は、胸にある道を通じて、自分の心の内側と外側を行き来している。
昔のことについて教える人たちは言っている。この天空の支持者は、男と女
に言葉や書記法を教えたという。というのは、言葉が世界を歩むなら、邪悪
なものは静かになり、この世界が正常になるからである。こんなふうに言わ
れている。
それゆえ、眠らないもの、邪悪なものがおこす悪事に備えて待機している
ものの言葉は、一方から他方へ直線的に歩むことはない。心の中にある針路
にそって自分の内側にむかって歩み、理性の針路に従って外にむかって歩む
という。
昔の知恵者たちは言っている。男と女の心は巻貝の形をしている。よい心
と考えをもつものは、こちら側からむこう側へむかって歩んでいる。こうして、
世界が正常であるようにいつも待機するため、神々や人間たちを起こして回っ
ている。ほかの人たちがいつ眠っているかを見守る人たちは、巻貝を使って
いる。
巻貝を使う目的はたくさんあるが、何よりも忘れないようにするためであ
る。』
（「老アントニオのお話 サパティスタと叛乱する先住民族の伝承」マルコス
副司令＝著 現代企画室 252〜253 ページ）
この言葉とともに、老アントニオは一本の枝で地面に何かを描き、その場
を立ち去る。しばらくして、書記役の「私」は太陽の光の下に描かれた図面
を見るのである。そして、彼は描かれた図に言葉を与える。

そうした台座観をたたき台にし、場所との呼応において、布置可能、移動
可能、分解可能な機動力をサステナブルという方向の展開で、彫刻台座への
思考を「彫刻における台座の意味」に絞り込み、
「からこる台座」と命名し、
「台
座」を布置する労働として「からこる＝蝸牛が坐る場所」を出現させようと
企てる。すると場所には、その名前と彫刻史観が柔軟な彫刻論として旋回し
ていく。
サパティスタの経過を理解するにつけ、その思索から刺客のような侠気を
連想するのは、悪意を発動して、直線的に進み、おのれの嘘を隠微する新自
由主義的な権力側言論群への反感である。
多数者側の巧みな言い回し。連発する虚言。冷酷さ。無視。無慈悲な土地破壊。
書記法を誤り改竄しつつ、あまりにもグローバルな言葉を語る人の顔の表情
にある醜悪が、私には通俗的カルトに観える。そこに共感するそれぞれが、
それぞれの綺麗な言葉を語る個人的政治性を持っていると、狂信の表情の共
通項は語るのだ。
彼等。その奇妙な薄笑いの顔に眼をむけることで、感じる、綺麗な言葉を
語る世界観の表情や身振りのこなし方を観てとることの苦痛に、私は耐えて
いるである。
経済優先の彼等は、己の正当性を主張する事に明らかに呪われているかの
ようである。共同して真実を語る口を封じ、それを否定される事を頑に拒んで、
本来の正しさを黙殺する。違法ではないと強弁することは、脱法的に悪質ある。
彼らの綺麗な言葉によって正しさが黙殺されるという事態を受けとりつつ、
彼らの黙殺の槍のひと突きから、私自身の自滅を防ぐものは何であるのだろ
うか。

『はっきりと線で描かれた螺旋、つまり、巻貝だった。』（「同」253 ページ）

街を分断するように流れる川。そこにかかった橋の上を自転車で走っていました。川の上流へ目を向けて行くと、遠くに黒く山肌を見せながらもまだ先端を
白くした山々のギザギザが見えました。そんな川の周りの形が少し変化していました。雪解けの水でしょうか、川端が広がっていました春の始めのあたり。
そこから徐々に陸地が増えていました。少し前までその土の上には何も生えていないように見えていましたが、もう小さな木や蔓にまみれ、緑の凸凹のカーペッ
トになっていました。何が何やら分からなく絡まりあってしまい、緑に燃えているようで暑苦しいようでした。この時期になりますと、川の周りの木々に、
白く細かな花やら綿毛やらが点々と緑の中に見えてきます。その綿毛が風に流され橋の上を飛んできます。年によって飛んできます量が変わりましてひどい
年は、橋の上を自転車で行きますと頻繁に顔にぶつかってきます。ついでに黒い蜂達もぶつかって死んでいきます。今年はそんなこともなく、ほっとした今
日この頃です。

疋田義明 Yoshiaki Hikita
1992 年長野市生まれ
画家（無職）
2015 年武蔵野美術大学油絵学科卒業
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マルコス副司令 著『老アントニオのお話 サパティスタと叛乱する先住民族
の伝承』 現代企画室 2005 年
マルコス／イボン･ル・ボ 著『サパティスタの夢 たくさんの世界から成る
世界を求めて』現代企画室 2005 年
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スラッシュカンファレンス @FLATFILESLASH Warehouse
毎月第 3 土曜日午後 4 時より
（都度の状況によって変更される場合がある）

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

/ Warehouse GALLERY
トポス高地 2018
7 月 今井あみ展
8 月 川合朋郎展
9 月 ナカムラマサ首展
10 月 納和也展
11 月 たかはしびわ展
12 月 トポス 2018 セレクション
アリコ・ルージュ / 飯綱東高原 / 火曜休み
http://homepage3.nifty.com/haricot/

マリオネットオペラ Vol.7 「セビリアの理髪師」ジョアキーノ・ロッシーニ作
2017 年１0 月１3 日（土）13：00 開場 13:30 開演
ホクト文化ホール小ホール
チケット前売り￥2000 当日￥2500
小学生：無料（但しチケットは必要です。以下＊お問い合わせください）
主催：いいづな山妖精協会
＊お問い合わせ 026-253-7551 徳武安紀子

information

ないうっすらお小水の香りを赤いポロシャツ達には見
られたくない恥じらいの私の姿の本来は十代アイドル
性的少女ではなく若作りの三十代男性

ドアが開いた
いろんなものが滴る透けた着衣もそこそこにほうほう
の体で逃げたいわたし
逃がさまいと入口封鎖する赤いポロシャツ達は大柄黒
髪のオールドミスの印象固めた一個体数体

何故ここにいますか？

と

台詞と非難の染み込んだ空気がわたしの鼓膜を押して
いるとてもとても無音が聞こえる

萱アートコンペ 2018
2017 年 10 月 6 日（土）〜10 月 2８日（日）（無休）
9：00 〜 17：00
RAUM 戸倉宿（坂井銘醸）
蕎麦料理処「萱」併設 ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰBlanc(ﾌﾞﾗﾝ)・酛蔵・昭和蔵
〒389-0804 千曲市大字戸倉 1855-1 Tel.026-275-0033( 代 )
公式ウェブサイト http://kayaartcompetition.com
萱アートコンペ実行委員会
〒389-0822 長野県千曲市大字上山田 671-2 梅田版画工房内
問い合わせ Tel:026-276-1316

者であることが明らかな見極めの後︑混濁を歩む現在の非
れもないパラドクスの中で︑怯えを審︵つまび︶らかにす
れば︑闇を纏った金色︵こんじき︶の足蹠が地に触れる︒

町田哲也
http://machidatetsuya.com

Masakubi NAKAMURA 1976 ~~

ナカムラマサ首

目的地消える生きじごく

そして
重い産声
を
上げなければ
でも

声に成らず息の詰まるゆめが現実

実家地域で妻と両親から離れた場所を欲して国道沿い
をひとり歩き歩き高まる尿意に押し出され書店的施設
付属の清潔老人個室に無断で入室して用足しの直前私
は十代アイドルのあどけない性的少女となって変更済
みの排泄口の位置を確認しつつ部屋の真ん中にポカリ
と口を開けた仕切りも無いむき出しの純和式便所に

スカートを撒くり上げ背伸びの少女のしるしたる下着
ずり下ろししゃがみ込む

ももとふくらはぎのぬくいほうようがある

新建材の安普請
空気の隙間に防犯カメラのモニタが見える
警備室の赤いポロシャツ達が

私の
不法侵入と第二次性徴に気付く動き出す

息を吸うわたし
吐けない
息を吸う
わけを話そうとして
吐けない
息吸う
肺に詰まる粘土が見える
頭がじんとする
吐けない
発音が遠い
赤いポロシャツ達の目玉群がこちら向きの漂
着点の前のうろつき
たくさん
吸ってしまう
それから吸えなくなって

吐けない
耳も遠いのに黒板の爪立て

2018.9.1〜2018.9.30 トポス高地「ナカムラマサ首展」アリコ・ルージュ ( 長野県飯綱町 )
2018.12 月「個展 ( タイトル未定 )」ビキニマシーン ( 新宿区歌舞伎町 )
2019.2.4〜2019.2.11「虚飾集団 廻天百眼 舞台公演」ザムザ阿佐ヶ谷 ( 東京都杉並区 )
※舞台美術上に作品使用
2019.3 月「個展 ( タイトル未定 )」喫茶と雑貨「ことたりぬ」( 東京都世田谷区 )

ところでわたしは
上手く熱く放尿の筈が
それは古典的でさも一般的な純和式便器のくせに
ウォシュレットの頼りなくも逞しい腕がむくむく伸び
伸びと顔を出した末にわたしの排泄口目がけて
いささか激しいまさに水芸とても怖い壁も無い落ち着
かない良くて悪くて変な気持ち

神戸芸術工科大学 芸術工学部 視覚情報デザイン学科中退
2003 年 多摩美術大学 造形表現学部 映像演劇学科 卒業
伝統技法にとらわれないステンドグラス作品制作の他、
ドローイング、近頃はリトグラフ作品等を制作。
ローブローもハイアートもへったくれもなく、あらゆる環境での発表及び表現に取り組む。
並行して自身の技法を生かした受注制作等も行う。
info@variantvox.parasite.jp
http://variantvox.parasite.jp/index.html

所謂
わたしの目の中は体液の染みが花柄模様になったたい
やみなシーツで
突然︑裂ける声色だわ

1998 年

尿道の熱い感触はわたしの記憶に残るだろう

噴水は躊躇を見捨てて放尿と合流して
押し戻して
わたしの発育中のからだを濡らす濡れ場はもう止まら

ナカムラマサ首 Masakubi Nakamura
1976 生まれ 兵庫県出身・東京都在住
ステンドグラス作家・画家

ナガノオルタナティブ 2018̲01
「レジリエンス」二ノ宮裕子展
10 月 3 日（水）〜10 月 27 日（土）

uTk6.quwE"

slash conference

年長野市生まれ
Tetsuya Machida 1958
ブランチング企画責任・クマサ計画

Yu OYA 1989~

大谷祐

Solo Exhibition @TOPOS Highland Haricot Rouge / Digital Photograph by Tetsuya Machida

風が降り樹々の枝が折れて落ちてくる︒腰を下げ腕の肘
で防ぎながら歩く男は血を流しつつ傷を負った肩に落ちた
枝を集めて背負い︑ふとしゃがんで足下の茸を見入ってい
る︒

あいしてもいいですか︒

なんてさ

あいとはいわないよ︒

あいしています︒

が

あいですよ︒

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

とけてなくなる

詩人や文人たちの集まりがあって、前から約束していたので昼過ぎから
出かけていった。なんの目的というものはない、ただの飲み講で、会場の
お城下のすし屋へ着いたときには定刻を少し回っていた。冷房の効き過ぎ
たような部屋に十二、三人が集まっていて、私よりもっとあとから遅れて
きたり、中座して抜けていく者もあった。隅のほうでこまごまとみなの世
話をしているらしい若い女がいて、どこかで見憶えがあるように思ったの
が、佳代との再会である。向こうでは、私が入っていったときから判って
いたと言った。
会が流れて、駅前のざわざわとした喫茶店に入った。穴蔵のような店は、

まだ開いている店もある表通りでタクシーを捨てた。終夜営業のレスト
ランの看板の照明が切れていて、ちかちかと目にうるさい。明るくなった
り暗くなったりを繰り返す駐車場の隅に、若い男女が四、五人たむろして
いるのが、浮き上がったり沈んだりした。夏の名残を惜しんででもいるか
のように、まだ家へ帰りたくない風情である。
四つ角を入ると、少し狭い道が東へ通っている。その道の右側を佳代と
二人並んで陰の中へ入っていった。両側は普通の家ばかりで、商店がない
からほとんど真っ暗である。佳代は、どういうわけか、きょうの会合へく
るのに車に乗ってはこなかったらしい。それに、会がはじまったころは、
しおれた菜のようにしゅんとしていた。なにがあったのか、余計なことと
思うから聞かなかったが、いつかのように乱暴な飲み方はしなかったけれ
ど、順にお酒が回ってくるうちに周りと同じように明るくなったからほっ
とした。
きょうの彼女は、花を届けにきたときの軽装とは違い、きちっとスーツ
を着て、履いているのもゴム底の靴ではなくて、ヒールの高いパンプスの
ようであった。その靴の音だけが、闇に沈んだ二人の所在を示すようにかっ
かっと規則正しく響いた。
五十メートルばかりきて四つ角に出た。そこを右へ曲がっていけば佳代
の家がある。私の所へはそこからまだまっすぐに、かなりを歩かなければ
ならない。
「暗いから家の近くまで送ろう」
「大丈夫。すぐそこだし、なれているから」
佳代は右の手の平を見せるように胸の前に上げ、ひらひらと振った。半
ば開いた口で、声は立てなかったけれど、またね、と言っているのが判った。
「じゃ、ここで、しばらく見ていよう」
佳代は背を向けて闇へ踏み入ったが、その向こうの四つ角に灯があるか
ら、そっくりシルエットになって浮かび上がっている。固い靴音が冷たく

あいすみたいに

三

四

秋になろうとして、陰の中の佳代を見送った日から一年近くになる。今
年は季節の移ろうのが早いらしく、もう身を縮めたくなるような風が町を
渡っていた。
七月のあの朝以来、たびたび理由の判らない熱が出て、きょうも午前中
は汗の寝床に伏していた。午後になって熱が少しは引いたようだったから
茶の間へいって座ったが、なにをしようという気もしない。そのうちに佳
代のことが、つぎからつぎへと思い出されては消えて、ずっと連絡がない
けれど、どうしているのか知らと思ったら気が気でなくなってきた。いら
いらして、じっと座っていることもできない。取り返しのつかないことを
思い出して膝を打ってみたり、苦々しい気持ちになったりして、しまいに
はお尻の辺りがじりじりして焼けついたようになった。
思わず立ち上がってみても、どうするということもできない。二人が会
うときは必ず佳代から連絡があったので、私から電話をかけたことはない。
しかし、いまはこんな時分だから、佳代のご主人はなにをしている人かは
知らないけれど、家にはいないに違いないと勝手に決めて電話の所へいっ
た。ダイヤルを回すと、果たして出たのは男の声である。そのまま黙って
切るわけにはいかないから名乗ったら、向こうでは意外なことを言った。
「お噂はうかがっております。いつも佳代がお世話になっておりましたそ
うで、ごあいさつもいたしませんでしたけれど、私が佳代のつれ合いでご
ざいます」
「それで奥様は…。確か二月以来、いつものお集まりにも顔をお見せにな
らないようですから、ちょっと気になりましてね」
どう話してあるのかが判らないから出まかせを言った。二人の間には
ブーゲンビレアの日以後のことしかつながりがなく、間をつなぐ人脈もな
い。
「はあ、それではご存じなかったのですか。もっとも、私からなにも申し
上げておりませんでしたから…」
少し言いよどんだあと、ご主人は何度も同じことを人に説明したことの
あるような、なめらかなリズムになり、抑えた調子の声で言った。
「この春先に急に倒れまして、いえ、意識はあったのですから、こちらの
言うことはなんとか判るらしかったのですが、なにしろ言語中枢をやられ
たということで、向こうの思っていることが判りませんまま、寝たきりに
なってしまいました」
「前からどこかお悪かったのですか」
「いいえ、それが少しも思い当たるようなことはありませんので、なにし
ろ急なことで。私も会社のことがあるものですから、つきっ切りというわ
けにもいきません。そのまま病状は深刻になるばかりでしてね」
「それはご心配ですな」
「それが…」少し声の調子が変わったと思えた。どこか重いものを含んだ
ように聞こえる。｢良く、病人は一度はいい所を見せるなどと言うではあり
ませんか。七月の中ごろの朝でしたが、会社へ出る前に病室へ立ち寄りま
すと、佳代がベッドの上に起き上がっているのです。しきりにしゃべるよ
うな手つきをいたしまして、驚きましたけれど、同時にうれしくて、どう
していいのか判らない思いでした｣
そこまで言って言葉に詰まったようである。
「それが、午後にはもう元のようになってしまって、それから三日もしな
いうちに…」
息を引き取ってしまいました̶─と言ったときには涙声になっていた。
七月の朝という言葉が、目まいのするような光を放って、目の先をぐる
ぐると回り出した。

大谷祐 Yu Oya
年群馬県生まれ
1989
詩人

去年の春が暮れるころのある昼下がり、玄関に人がきたので出て見ると、
若い女が立っていた。深紅の蝶がびっしりととまっているような、美事な
ブーゲンビレアの鉢植えを抱えている。少年のようなショートカットが良
く似合って、三十を過ぎたばかりらしい彼女は、くりくりした黒い瞳で、
こっちをじいっと見ていた。白く光る八重歯を見せ、顔いっぱいで笑って、
唇の上のほくろから清々しい色気が匂い立つようである。明るいブルーの
半袖のセーターに包んだ小柄な体は、ゴムまりのように弾むのだろうと思
えた。
鉢植えを私のほうに差し出した手の華奢な指に、指輪もマニキュアもな
いのが、いかにも健康ではつらつとしているようで好ましかった。
「どうぞ」
それだけ言ったけれど、なんで花をくれるのか、まるで心当たりがなく
て判らない。ためらっているものだから、一歩前に出て鉢を私の胸の前に
出した。
「私にくださるのですか」
黙ったままで、こっくりと勢いよく頭を振って、またほほ笑んだ。
「きれいな花でしょ」と女は言った。｢なんとも言えない、凄みのあるよう
な赤さなのね。そこが好き｣
「この花の原産地は南の島でね。その島では日本人が大勢の人を殺したし、
日本人もたくさん死んでいるんだよ」
なぜ、急にそんなことを言ってしまったのか、私にもまったく判らない。
「それじゃ、この赤は血の色なのか知ら。そんな…」
女は顔をしかめて、鉢を私に押しつけるようにした。こちらへ受け取っ
たときに、思わず触れてしまった女の指が冷たいので、背筋にいやなもの
が走って、ぞくぞくと身震いがした。
そのときのブーゲンビレアの女が、その後、しきりに私と交渉を持つよ
うになった川澄佳代である。

五

info@oya-u.com
http://oya-u.com

二

響いて少しずつ遠ざかっていった。
明るい角を過ぎると闇の中で見えなくなったが、靴音だけは小さくなっ
ても聞こえてくるから、まだ歩いているのだと思う。そのうち、門柱の上
に灯がついている所へ出た佳代は横顔になっていた。こっちへちょっと向
いたと思ったら、すぐに灯りのほうへ向き直り、おやっと思ううちに掻き
消えるように見えなくなった。
少し風が出てきたらしい。通りを吹き抜けていく音を聞きながら、家へ
向かって歩き出した。自分の足音がどこか頼りなげで、足許もおぼつかな
かった。遠くの窓の灯がちらちらとして、秋にはまだ早いのにしきりと人
恋しいのは、佳代となにもなくて別れたからだろうと思えた。過ごした酒
が、吐き出した無駄なおしゃべりへの悔いとともに、喉の奥でしこってい
る。
あいしてみてもいいですか︒て

頭の上で、湯気にくるまれたような、妙にくぐもった声がした。
「私の誠のしるし。いつもの所へつけておくわね」
「すぐに消えてしまうさ」
「いいえ。心の中にはいつまでも…」
そう言ったようである。
微熱があって体中がなんとなく締まりがないし、だるくもあったから、
家中が出かけていったあと、また布団を出して寝ていた。そのうちに薬が
効いたらしく、うつらうつらとしてどのくらいのときが過ぎたのかも判ら
ない。玄関を閉めて出ていったような気配に、はっとなって目ざめると、
いままでそばに誰かいたような気がしてきた。どことなく懐かしい残り香
がしている。そう言えば、佳代と二言三言話したのが目を開ける直前だっ
たように思えるのだけれど、それが夢の中なのか、実際にあったことなの
かがはっきりとしない。
びっしりと沁みているような冷えた汗が、どうも熱のせいだけではない
ようである。パジャマのボタンをはずして胸に手を入れると、右の鎖骨の
下にさわるものがあった。少し赤くなっているのが、襟を開いて顎を引く
ようにして見た目にはっきり映った。やっぱり佳代がきたのに違いない。
こんな所に好んで歯を立てるくせの女は、佳代のほかにはないだろうと思
う。座りなおすと、シーツが乱れていて、やっぱりきたんだと確信した。
それにしても、ずい分久しぶりで、この前会ったのが二月だったから、も
う半年近くになろうとしている。しかし、こんなおかしな会い方をしたこ
とは一度もない。面影を探るようにしていたら、後頭部を冷たいもので逆
なでされたようで、力の入らない体が急に硬直したのが気持ち悪く、じっ
としていられないように思った。

天井から煤が垂れていても少しもおかしくないほどに古ぼけていた。木の
テーブルや椅子もすっかり角が取れて、手油が沁みているように思われる。
隣の席へ私に抱きつくようにして佳代が座った。こちらを目でうかがって、
うふっ、と言ったようである。
あらかたの者はコーヒーだったけれど、私は車を運転しないから、酔い
ざましの必要もないので、ウイスキーの水割りを頼んだ。
「私もっ」
佳代は私と同じものを取って、噛みつくような勢いで口に持っていった。
かなり酔っているようであったが、私だって、いつも家で飲んでいる定量
をはるかに越えて、目先の物がちぐはぐに見え出していた。だから、なに
を話したということは、はっきりとしないけれど、三十分ほどしてその店
を出たときに、佳代と二人だったことは確かな記憶がある。
すっかり暮れた駅前の大通りの、事務所らしい所は表が閉まってはいて
も、商店の店頭に点っている灯が、ぎらぎらとして見えた。夏の宵の口だ
から、まだ人通りは引きも切らない。タイル張りの歩道がやわらかいよう
で、歩いてくる人を時々よけながらタクシー乗り場のほうへいくと、つい
てきた佳代が私の腕にからみついてきた。
「よしなさい。知っている人にでも会ったらいけない」
「あら、あんなこと」佳代は陽気に笑って言った。｢大丈夫。娘さんだって
思うわよ｣
確かに娘はいるけれど、まだ三十までにはかなり間がある。それに、こ
んな風にして一緒に歩くほど仲良くはない。
「私、車できているの。お家までお送りします。だって、すぐご近所なん
ですもの。ご存知なかったでしょ」
今度は私の腕を引っぱるようにして駐車場へ歩いていった。彼女の車を
見たら、どんな家の、どういう立場の女なのかと思った。なんというのか
は知らないが、大きな銀色のラジエーターグリルが優雅に張り出した黒塗
りのセダンで、手入れが行届いていて塵一つ目に立たない。シートの色の
趣味のいい落ち着いた気分が、持ち主の人格を見るようであった。
走り出すと、佳代は家とは見当違いの方角へハンドルを切った。そのう
ち、どこをどう通ったのかは知らないが、いつの間にか市内をはずれて、
川べりのほとんど灯りもない人気の絶えた道をたどっていた。なにもない
所で停まると、前に据えていた目をこちらに向けて急にのけぞって笑い、
それからまた走り出した。
「どこへいくの？」
「ちょっと寄り道」
土手下の道に下りてから、佳代は甘えるような口調になって言った。
「ねえ、いいでしょ。ね」
なんの意味か呑み込めないうちに、車は派手なネオンのある白い建物に
近づいていた。そうして、部厚い暖簾のような、カーテンのようなものの
下がった門を猛スピードでくぐって、薄暗い駐車場へすべり込んだ。
佳代は二十歳も年下であるから若い。だから、そのあと私は、ほとんど
おもちゃ同然に持ち扱われて、目の前がちらくらする思いであった。
その夜、はじめて佳代のくせを知った。

サパティスタに関わる「老アントニオのお話 サパティスタと叛乱する先
住民族の伝承」という書物の名前を正確に知ったのは、長野市上千歳町の螺
旋階段を付設するアイビーハウスの四階にある「からこる坐」での個展の打
ち合わせの時である。五年前、このビルの一階にブックカフェ「まいまい堂」
がオープンするにあたって手渡されたリフレットにも、同様の内容の文のコ
ピーが挟まれてあったと思う。その時、友人を介して看板を依頼され、店の
名前の「まいまい」の由来を聞いた時がサパティスタの巻貝＝蝸牛への思想
に触れたきっかけだったか、やや記憶があいまいになっている。しかし、看
板とは別の重要ななにかを伝えられたと感じたことは忘れてはいない。

仕事の場所である「からこる坐」の「坐」の意義素はいろいろな物を置くテー
ブルのことである。床に置かれた現実的な物をテーブルに置きかえるだけで、
現実は質的に変化する。意志して物を置くこと。つまり、布置とは表徴のこ
とである。さらに、「坐」はすわる事を意味し「座」はすわる場所を意味する
という。
彫刻史における、彫刻の台座の意味も「座」の理解によって、いくつかの
変容の経過があったことを素朴に受け入れたいと、私は思う。例えば、アン
ソニー･カロは、彫刻そのものを床に置くことで、場所性や空間との関係性を
意識させ、ギルバード･アンド・ジョージの「リビング･スカルプチャー」は、
彼ら自身が彫刻台座に立ち、彫刻の形式の中に彼らの芸術観を成立させ、行
為が彫刻の文脈表現として認識されるように企画されていたことを、私は知っ
ている。

巻貝圖は究極的で終わりを示さない弾機である。どこからでも始めること
ができるし決して終わらない。そして、忘れないための場所に於いて構築さ
れる流動の物質。水紋に似てひとつとして同じもののない円ある。

を予知ではなく早々に体感する者は大概哀しい目をして
いる︒冬の間は溜息を殺して眺めるに任せていた︒
さまざまな渦中を生きる人間は︑それがドメスティッ
クな距離に縛られていても︑欲望を優先する孤独であっ
ても︑人助けの気概に充ちていても︑情愛そのものが自
身であると自覚しても︑恣意を自由につまり自らを解放
させているわけではない︒通常自由という力学に無頓着
であり︑恣意という固有を必要としない時空を流されて
いるからだ︒揚句例えば裏切りへの復讐にめらめらと憎
しみを燃やす老体老練に食いしばられた力は残り少ない
歯茎に都度適切器用に漲るし︑彼は朽ちるばかりではな
い魂の滾りの怖ろしい成熟を放っている精神の旺盛であ
り︑広範囲の複雑を巧みに制御するリーダー気質の纏め
役に人生を捧げた男は︑歴史上の名うてとの競合気質を
死す迄棄てないだろう︒輝きだけを求めるかに夜な夜な
金塊を磨く男は︑その愛着の行為に孕む闇を︑軈て知る
果て︑空無として目指しているのかもしれない︒泣いて
ばかりいるような人も聲の中に強弱を含み泣きながら笑
うことすら出来るようになる︒多様であるのだと浅薄な
言葉でくくりきれない深長を引きずった︑差異の塊は︑
金色のコアに眠る闇のようになかなか煌めく契機を喪失
して︑類型的な表象を凸凹な状態で支えている︒
肉体と事象の距離を信仰によって測り得る以外では︑
迎合混乱するしかない社会にあって︑意識︵欲望︶も実
は憑依︵真似︶にすぎない場合がある︒この憑依が併行
形の時間軸で行われる︑つまり隣人を真似る時︑そのほ
とんどは限界で憑依を放棄して皮相諧謔へ転換させる︒
この場合の憑依は似ていないが近しいという宣言のよう
なもので愛着の傾向を示すに留まる︒欲望の最初に完全
憑依は不可能であるとの確信があり︑これは達観となっ
て厭世と虚無に結ばれることもある︒時間を遡って行わ
れるこの欲望は︑遡る深さ︑記録や記憶の事象の不明瞭
性に比例してめっきり不確かになる曖昧を憑依の完了へ
独我的に振りきる錯覚が︑﹁生まれ変わり﹂︵倒錯︶であ
るような気分に逆転することでこれが妄想成就する︒い
ずれにしても憑依︵意識︶そのものは金色の光を放つ事
はない︒つまり深さを持たない戯曲的表象的な記号と位
置づけられるだけであり︑この皮相に気づき自らの振幅
を現在と過去の二極へ制御する認識では失望が訪れる︒
これはある種の悲劇であり意識に悪しき感触として絶え
ず纏わりつくものだ︒現在を欲望する手段の中に過去が
鮮明に生成し︑その併置と放埒を区々︵まちまち︶な時
空へ投擲すれば︑単独的なベクトルの果てとしてのビジ
ョンではなくて︑大いに過去が織り重なり合った状況へ
の感触として﹁今﹂が立ち顕れる︒﹁今﹂とはこうした時
間のミクストメディアであるから︑混濁しているのは当
然で︑幾度も﹁あの時﹂が繰り返され︑幾度も目を細め
た幼子の憧れの瞳がぶり返すものだ︒弱者であること敗

ブーゲンビレア

パソコンで検索をすると、サパティスタは、彼らの拠点「オベンティック」
のことを「Caracol( カラコル = カタツムリ )」と呼んでいるという。建造物の
壁に描かれた蝸牛の壁画。なぜ蝸牛が描かれているのかという日本人の見学
者の問いに対してサパティスタの女性案内人はこう答える。
『LENTO PERO AVANZO ~ ゆっくり、だけど前へ進む〜』
参照：脳内トラベルメディア世界新聞「メキシコのちょっと変わったテロ組
織「サパティスタ」の拠点を見学してきた。」

あの時、伝えられたと感じたことは、地方における純粋美術の根拠の在処
についての、模索の教唆ではないかと憶測して素描を重ねていく。すると、
武装蜂起ゲリラ組織サパティスタと老アントニオについての関係に触れ、都
市的マルクス主義と先住民の土地的世界観の融合する「お話」は、今日に至
る私の制作とパラレルに共振し、制作とは、私の出生地の農村集落と私の出
自に対する美術的な解釈だったことに納得がいき、これまで関わってきた固
有の土地を、彫刻の思考で固有の場所に変容させる仕事に、更新されるべき
意味が付与されたと感じることがあった。

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 2008 年 12 月までの約 14 年間、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 死んだ水うさぎ』連作を制作。同期間、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」〜』連作「残侠の家」を制作。
その他、彫刻制作の手法と理論による「脱構築」連作として
1998 年下伊那郡高森町「本島甲子男邸 36 時間プロジェクト」がある。地域美術界に対する新
解釈として「いばるな物語」連作。
戦後の都市近郊における農業事情を読む「植林空間」。
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。2009 年 9 月第 1 回所沢ビエンナーレ美
術展引込線（所沢）
4th 街かど美術館 2009 アート @ つちざわ土澤（岩手県花巻市）
2012 年 6 月「池上晃事件補遺 No5 刺客の風景」（長野県伊那北高校薫ヶ丘会館）
7 月「くりかえし対立する世界で白い壁はくりかえしあらわれる 固有時と固有地」連作 No７（長
野市松代大本営地下壕跡）
2015 年 Nine Dragon Heads( 韓国 ) のメンバー企画として第 56 回ヴェネチア・ビエンナーレ
国際美術展にて展示。
同年７月、Nine Dragon Heads に参加。韓国水原市に Void house( なにもない家 ) を制作した。
2016 年 6 月「いばるな物語」連作の現場制作。 伊那北高校薫ケ丘会館
2016 年 10 月個展 「 段丘地 四徳 折草 平鈴」 アンフォルメル中川村美術館（長野県上
伊那郡中川村）
2017 年 9 月 Nine Dragon Heads( 韓国 ) の TASTE of TEA の企画として第 15 回イスタンブー
ル・ビエンナーレにて Void house 連作を制作。
2017 年 11 月 ~12 月 ナガノオルタナティブ 2017「Prevention」05 北澤一伯展「場所の仕事」
にて
“光の筏” を現場制作。
FLATFILESLASH/ Warehouse GALLERY
（長野県長野市）
2018 年 5 月個展「場所の仕事 Ⅱ 刺客の巻貝圖」 からこる坐（長野県長野市）
2018 年 8 月 Nine Dragon Heads( 韓国 ) の企画「Beyond the Horizon」に参加。第 33 回サ
ンパウロ・ビエンナーレ期間中展示予定。

漆黒ノ金

疋田義明

北澤一伯 Kazunori Kitazawa
1949 年長野県伊那市生れ

町田哲也

Yoshiaki HIKITA 1994~

はっきりしない何かにこだわったまま、依頼された看板の仕事を遅延させ
つつ、蝸牛の殻を拾って歩いていた。二十年ほど前に見た、スウェーデン中
部の都市ウプサラ近郊の森の中の廃駅の鉄路の野草に、延々とぶら下がる星
の数ほどの蝸牛の交尾の列を思い出し、不定形の情念に立ち尽くしていた。
実際に、一昨年まで、蝸牛数匹を仕事場で飼っていたのだった。

Tetsuya MACHIDA 1958~

日記 (2018 年 5 月 20 日 )

サパティスタ民族解放軍（Ejército Zapatista de Liberación Nacional、EZLN）は、
メキシコで最も貧しい州とされるチアパス州を中心に活動するゲリラ組織。
サパティスタはウェブサイトを介して世界的な支援を受けている。
参照：Wikipedia「サパティスタ民族解放軍」
日本の公安調査庁のホームページには次のように記されている。
『「サパティスタ民族解放軍」（EZLN）は，1983 年 11 月に設立された。勢力
は千数百人規模とされる。北米自由貿易協定（NAFTA）に反対し，チアパス
州内における先住民の差別や貧困問題の解消を主張している。』
参照：日本 / 公安調査庁のホームページ

街道に屍体が重なっていることと似て︑光があればこそ見
えてくる虚ろな晦冥へ眼差しを︑この時とばかり錆びた鉄
板の穴に盪けたゴールドを流し込むかに私は突き立てるぞ
という意識︒比重を見るようなこれは性癖だろうが︑多様
な契機が露呈を加速させたようだ︒
唯物論から派生したシンギュラリティ︵技術的特異点︶
が︑善悪の再定義やらポストヒューマン︵トランスヒュー
マニズム︶を促すかの議論蔓延の巷を︑まるで無知蒙昧に
認識を棄てた偏執の戦中であるなと些か残念な心持ちで見
渡す自らの浅ましさに気づきつつ︑天変地異的特異点も同
じことだとひとりごちて︑同時に斯様な群れ説法の塗れを
超克した生活のタイプに細々とスライドする精神の瑞々し
い逞しさの顕われを見いだす時が︑少ないけれどもある︒
以降それがよく見えるようになった︒時代がそうなの
311
かこちらの姿勢が促すのかわからないけれども︑そのぽつ
ねんとした孤高がまた︑陰翳を持った奇警な金色と見える︒
裾に湛える闇も紫やら鉄色やら深紅からグラデーションを
伸ばす深さをそれぞれに染み込ませている︒光そのもので
はないゴールドの煌めきの何処かに︑表裏の烏鷺が手の届
く深層に置かれた不具合の鈍さのようなモノ︑コトと成っ
て重く沈み︑人と金属の異質のどこかを辛うじて繋げるよ
うにこちらに運んでくる︒これは単なる当て擦りであるか
もしれないが︑そのブラックホールのような黒点のような
ゴールドの明滅そのものが︑孤高存在の本質的な性質であ
ると思えるのだから構わない︒逞しさとはいったものの︑
彼ら孤高のほとんどは自らを脆弱と定めながら恥とは考え
ていない︒寧ろその弱さが輝きであることを彼ら自身が知
っている歩みとうかがえる︒こうした煌めきの点描の光景
を自身の遡行へ探すと︑自らの犯した過ちと捉えていたよ
うな浅薄な事象であっても︑再考を促す弱々しい光があり︑
汚名ではなかった差異と固有を見極めてから掬い取るよう
な仕草をはじめていた︒自らの罪を弁解する危うさが充ち
るが︑今となっては有り様を否定する態度は醜い︒知覚の
収斂と四散に任せる︒

氷の上 F40 / アクリル・水彩紙パネル

『そう、巻貝は、共同体の内部に入るため、そして共同体が外部に出ていくた
めの門のようなものである。内側に向かってわれわれ自身を見つめるための
窓、そして外側を見る窓のような物である。ほら貝のように、我々の言葉を
遠くまで投げだし遠くにあるものの言葉を聞くための物である。なんといっ
ても、世界に数多くある世界が正常であるように、われわれが見守り待機す
べきことを忘れないよう銘記させるためのものである。
「チアバス、第十三石碑̶巻貝の創設」2003 年 7 月 26 日」』(「同」254 ペー
ジ)

雪が消えた途端夏日と報道され︑二日三日で転落し幾
度かまた白く降った︒ 10
℃以上の気温差が昼夜でなく日々
がシャッフルされるかに繰り返される気象で︑早々に山
が一斉に萌えて芽吹きの季節に樹々は狂って咲き散った︒
新緑が雨に濡れ葉の色が深くなっても気まぐれは続き︑
徐々に変化するこれまでの穏やかな移ろいが失せ︑各地
では例えば異形の雲などが観測されている︒温暖化によ
るものであるとか︑太陽の極が分離したせいだとかこの
星の地軸だとか出鱈目も混じった情報は身から離れる︒
理由がどうであれ都度変位の状況に身を晒すしかないの
は樹木だけではない︒標高差五百メートルを行き来する
時間が其処に加えられ︑下降と上昇による脳髄と鼓膜圧
の変化が麻薬のように作用し気象の中にパズルピースを
嵌め込む剴切さで併置され︑辺りは馴染みが失せて世界
の外側が強調されている︒四年前の震源地にほど近い唐
突な揺れもふいに起きる︒戸惑うよりも︑真っすぐに眺
めていなかった庭先が鬱蒼と葉に覆われていることの︑
﹁今はいつだ﹂と時間ひとつを指で摘んで手に取るように︑
﹁此処は﹂と認識の手段を失った﹁現在﹂に夢中の訝しさ
を抱く有様だ︒真面︵まとも︶に気象に対峙する生活で
はないけれども︑呑気で散漫な印象や体感も萎える間な
く上下左右に振幅し繰り返されれば︑行成り生存の意識
を融かして気が振れるかもしれない︒異常気象へ聴耳を
立てるわけではなかった︑寧ろ手元にぼんやり篝火のよ
うな事を灯すかの冬を不乱に過ごし︑ 40
年過去の似たよ
うな季節の過ごしがまた浮かび︑これまでは憶いだして
も朧の内へ押し返していたが︑この冬は逆に近寄って記
憶の詳細をくよくよ辿るに任せ頁ばかり捲って照合へ拘
り︑あの時の無邪気と不完全の闇色の湯槽に今一度浸る
ように過ごしていた︒

では、サパティスタとはなにか。

刺客の巻貝圖 部分（バベルと第三インターナショナル記念塔）
2018 年 5 月
場所の仕事Ⅱ 刺客の巻貝圖
ふたつの器 底面 ガラス
長野市 上千歳町 アイビーハウス ４F からこる坐
「 からこる台座」の設置 思考の布置

匿名という野次馬連が正当性を発音発声無く叫んでいる
デジタル類型は実態の無い悪意にも変位して︑常套句と重
なり合う詭弁が軸を成す群れの中では強︵したた︶かに狡
猾に︑ーあるいは誤解を怖れずに記せばー卑怯に生きるし
かないので︑主体よりも客体に振り回されるかの横暴から
逃げる人間はいるもので︑時にはざっくりと病を背負い︑
傷を負ったまま項垂れた敗者の格好を隠そうともせずに︑
とぼとぼと荒野を歩き始めるのだが︑この時既に光の金属
を纏っていることに彼は気づいている︒同じような意識の
みを︑逃げる事ができない仕組みの中で津々と内側に深め
る者も必ずいて︑彼らは夕刻にはどこか遠くをみつめるい
かにも正しい実直な瞳を西の空に向けている︒物語ではな
く記述として顕われたものを手にとると︑このような時代

そして、その日の昼頃には、このようなマヤ先住民の神話的世界の話を交
感させつつ、サパティスタの「私」のかかわる委員会は、国内外の市民社会
との交流の場としての旧来のシステムを廃止し、新しい機能を有する巻貝の
統治評議会の組織替えを決定するのである。

103116 / Digital Photograph by Tetsuya Machida

唯一の道は、今ここで、自分の内部でそのような言葉の顕われを窒息させ
ることだと、錆びた鉄を研ぎながら考える。
同時に、その邪悪性に刺され・・それによって破滅し、しかしなお、なぜ
か破滅せず・・ある意味では殺されもするが、それでもなお生きつづけ、屈
服しない、という精神が活きている情景を思い浮かべる日々をすごすのであ
る。

金色︵こんじき︶の光を反射する煌めきの神々しさよ
と謂われるような金属物質そのものには日頃馴染みはな
い生活でも︑古の記録や装具の画像を眺めたり︑黒肌裸
族の皮膚に張り付く輝きを遠く想うことはある︒それと
は幾分異なって︑金塊の太々︵ふてぶて︶しさ︑鈍重︑
個体固着皮膜の反射の中︑疾うに漂わせる液化溶解への
崩れの気配が︑目覚めに差す覚醒の展︵ひら︶きや︑赤
子の頬に光る花粉のような汗粒の中などに時折顕われ︑
謂わば﹁光の盪けた金属﹂という意識をくっきり形づく
る季節だった︒瞼の見開き加減によっては同時に精神の
漆黒の暗闇への浸り︑陰翳の周縁を聢︵しか︶とその輝
きの輪郭に際立たせることがある︒神々しいとされる光
が数々の象徴を支えた金色の歴史へ振り向けば︑累々と

世界を歩む言葉。それは、「巻貝」である。

トポスパブリック 2018
2018 年 7~9 月 君島しょうたろう展
2018 年 10~12 月 松本直樹展
2019 年 1~3 月 今井あみ展
@ 医療法人北島眼科クリニック
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