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両義の間にある揺らぎ「間-振動」-⾃然 時間 ⾔葉 数字 縁起 ⽣命- 
彫刻、ドローイング、インスタレーション 

 
私は両義の間に発⽣する揺らぎのようなものを意識する。⾃然と⼈間社会、⼆次元と三

次元、静と動、線と地などの間にある揺らぎ。⾃然、⽂化、⼈の⼼理などに⾒られる、⼀
⾒すると違う事柄のような⼆項の間にはいつも何かが発⽣し、⽣命のごとく振動している
ように感じる。その揺らぎは「関係性」或いは「出来事」と⾔えるのかもしれない。この
世界は、それらの関係の連続性で成り⽴っているのだと感じている。 
 
 
渡独：2001-2003：2011-2016 

ドイツには 2 度に渡って約 6 年半滞在をした。現地の環境、⽂化、デザインなどが近江
の⾃然の影響を受けた有機的な彫刻フォルムに上書きされ、私の作品は、論理的、数学的
な美を取り⼊れた表現⾔語へ昇華された。 

「なぜ、ドイツだったのですか？」とよく問われる。⼀度⽬の渡独は「アートの伝統的
な歴史があるヨーロッパで作家としての⾃分の実⼒と運を試してみたかったから」。それ
に戦後、東⻄に分裂して、そして再統⼀されたドイツの歴史背景にもとても興味があっ
た。壁以前と以降の狭間にあるベルリンという⼟地に⾃分の眼差しを向けてみたかった。 

⼆度⽬の渡独は、⽗親の急逝を⽬の当たりにしたことが⼤きく影響を及ぼしている。 
 
 
ベルリン：2001-2003  

2001 年晩秋、私は初めてヨーロッパに⾏き、ベルリンのテーゲル空港に降り⽴った。ヨ
ーロッパが EU という⼤連合に向かって⾜並みを揃えていた時代。滞在を始めた 10 ⽉末
は、まだドイツマルクを使⽤していた。ホームステイ先から語学学校に向かう初めての
朝、ベルリンの中⼼地に位置するフリードリヒ駅周辺は盛んに⼯事が⾏われていた。ちょ
うど、ドイツはウィンタータイムに⼊った⽇だった。空気は澄んでいたが、とても⾵が冷
たかった。⽇本では味わったことのない冷たさを今も肌はよく覚えている。 

 
年が明けた 2002 年、銀⾏でお⾦を引き出した時、ユーロ紙幣が出てきた。歴史の狭間

に⾃分がいるような気がした。街にはまだそれほど⼈は多くなかった。⽇本⼈も⽇本の商
品を取り扱う店舗も多くはなく、ベルリンはまだ混沌としていた。街の⼈々や建築、⾷べ
物、アート、デザイン、空気、天候、ドイツ語など、五感で感じる光景全てが私にとって
異質なものだった。ベルリン市が管轄している「ビルトハウアー・ベルクス・シュタット/
彫刻家⼯房棟」で出会ったドイツ⼈作家からドローイングや彫刻のことなど本当に多くの
ことを学んだ。1 年 3 か⽉の滞在だったが、この時間は私の作品が形成されていく最初の
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ベースになったように感じている。今振り返るとこの時の⼀歩は、⾃分にとってかけがえ
のない⼤きな⼀歩だった。ベルリンがなければ、作家としての今の⾃分はない。 
 
 
ドローイングと彫刻 

ドローイングは⽇本語で素描と翻訳され、ドイツ語ではツァイヒヌング、フランス語で
はデッサンとなる。2002 年にベルリンで知り合ったドイツ⼈作家に「君は彫刻家なんだか
ら、ドローイングができたほうがいい。ヨーロッパでは芸術家がドローイングを描くこと
は伝統的なことなのだから」と⾔われた。それがドローイングを描き始めるきっかけであ
った。私のドローイングは、作品のための図⾯のようなものではなく、作品が姿を現すず
っと以前にある「前兆」或いは「予兆」のようなものだと考えている。あるドイツ⼈ギャ
ラリストは、私のドローイングを「作品の本質的特徴」だと論じている。そしてもう 1 つ
の特徴は、ドローイングによって⾃分が知らない未知の領域のイメージを発⾒できる⼿掛
かりになるということである。特にスランプに陥った時には、ドローイングを徹底的にや
ったほうがいいと教えてくれた。ドローイングはシンプルが故に作家の実⼒が⾒事に現れ
るという。 

 
サルバドール・ダリはドローイングの魅⼒を次のように表現している 。 
「Drawing is the honesty of the art. There is no possibility of cheating. It is either good or 

bad.」（ドローイングは美術における良⼼だ。なぜならば、⼀切のごまかしがきかない。い
いか悪いかのどちらかでしかない。 ） 
 

今、もしくは過去に描いたドローイングとそのドローイングが下となって 30 年後に具
現化した彫刻が⾯前に向かって展⽰されることがあればどれだけ感慨深いことだろうか。
今、この瞬間に捉えた作品の本質的特徴であるドローイングと彫刻、そして鑑賞者の間に
は、時間を超えた揺らぎのようなものが発⽣するのではないかと予想している。 
 
 
概念上のリアル世界 

地球上の⽣物で、⼈間のみが持っている概念は⾔葉と数字である。⾔葉と数字によっ
て、⼈類は⾶躍的に⽂明を発展させてきた。またそれらは⼈間の頭の中にリアルな概念を
組み⼊れることに成功し、多くの⼈を束ねている。法律、貨幣、宗教、国家、IT などは全
て⼈間が考え出した概念上の世界であり、そのヴァーチャルリアリティの下、私たちは⽣
活を営んでいる。⼈は共通する概念上で対象を捉え、⾏動をする。⾔葉は抽象概念であ
る。⽇本語にある概念は、ドイツ語にないことがあるし、またその逆の場合もある。た
だ、数字は世界中の誰が⾒てもほぼ同じ概念を誘発できるように思う。だから国際貿易や
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世界経済、また国際会計というものが成⽴している。数学の世界でいう美しいとは、対象
のシンメトリー性なのだという。それは秩序であり、神秘でもある。 

 
 

パーシャル・スクリプト（不完全な⽂字体系） 
⼈類が初めて使⽤した⽂字は、⼀定の⾯積から収穫できる⻨に関しての収穫量の計算と

その税率の表記だったという。つまり、⽂学や物語という意味のある⽂字体系ではなかっ
た。学者はそのような表記のことをパーシャル・スクリプト（不完全な⽂字体系）と名付
けた。 

私はドイツ滞在中にドイツ語を少し覚えることになった。ある⽇、ドイツ⼈が書く筆記
体のドイツ語が、⽂字ではなく線の連続性のように⾒えたことがあった。⽂字のようで⽂
字でない。しばらくすると「⽂字と線との間はどこにあるのだろうか」という問いが浮か
んできた。線に近づくにつれて⽂字は、意味のある⾔葉のようで、意味のないパーシャ
ル・スクリプトに近づくのではないだろうかと考えた。 

2018 年にベルリンで発表した「Folded Drawings /フォールド・ドローイング」を観た
ドイツ⼈の歴史学者は、「Palimpsest/パリンプセスト（書かれた⽂字等を消し、別の内容
を上書きした⽺⽪紙の写本）」を彷彿させると⾔い、また違うフォールド・ドローイング
を観たイタリア⼈の詩⼈は、そこに「LOVE」と描かれていると⾔った。 
 
 
０と１の関係性 

コンピューターが理解できる⼈間の⾔語は０と 1 であり、YES or NO を⽰す⼆項型の概
念である。同時に 0 と 1 の間には途⽅もない距離感があり「間」がある。今後、コンピュ
ーター、特に AI がますます台頭してくると予想されている。コンピューターは 0 と１の
みを使って演算をし、解を導く。そう遠くない将来、その演算能⼒に⼈間が束になってか
かっても太⼑打ちできなくなる「特異点/シンギュラリティ」に到達するという。 

ただ、⼈間には「⼼」という⽬に⾒えない概念がある。それは０と 1 の間にある揺らぎ
のようなものなのかもしれない。その揺らぎは 1 つの解ではなく、多様な解が導き出され
る哲学や芸術、また⼈⽣の妙味の中にあるのだろう。コンピューターや⼈⼯知能と付き合
っていく未来では、その部分が⼈間に残された最後の砦になるのかもしれない。 
 
 
Prime Number/素数  

1 と⾃分⾃⾝以外に正の約数を持たない⾃然数で、1 でない数を「素数」という。その
数字に強さと⾃⽴性を感じる。この素数は私たちの⽣活のなかで、情報の暗号化という IT
を活⽤する上で⾮常に重要な役割を担っているという。例えば、素数同⼠が規則正しく並
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ぶことによって、そこから⽣まれる諷喩にフォーカスし、その関係性の間に発⽣する揺れ
を具現化してみたいと考えている。 
 
 
⽇本の曖昧な連続性 

私の⽣まれ育った家屋は、祖⽗が 50 年前に⼤⼯の棟梁と⼀緒に建てたものである。その
中には⽞関や縁側という空間が存在する。また、この家屋には「ドア」は無く、全て「引き
⼾」で構成されている。 

⽇本⽂化に⾒られる曖昧性は、特筆すべき⼀つの概念だと考える。⽇本⼈は古来より他国
の⽂化を取り⼊れて、⾃国の⽂化に合うように巧みな編集を⾏ってきた。⼋百万の神々、神
仏⼀合、七福神、漢字からひらがなとカナ⽂字への変化、さらにそれらの⽂字を使⽤した⾔
語体系、卑近な例で⾔えば、たらこスパゲッティ、ライスバーガー、カレーうどんなどが挙
げられる。それらは⽇本の曖昧性がなせる業ではないだろうかと推測する。 

伝統的な⽇本建築は、欧⽶のような壁やドアで仕切られた空間はなく、襖や障⼦、欄間、
屏⾵などの仕切り機能を持つツールによって形成される。それらを開放すると⼤広間にな
り、また仕切ることや閉めることで空間を閉鎖することができる。つまり曖昧な空間の連続
性によって⽇本建築は成り⽴っているといえる。また⽞関や縁側などは、内でも外でもない
空間である。周辺を眺めれば、彼岸と此岸の間を表現した能舞台や神社の参道などからも、
あちら側とこちら側のどちらでもない領域を感じることができる。 

曖昧さには⼀⻑⼀短があるのは確かなことだが、それが⽇本の歴史や⽂化の⼀⾓を形成
してきたことは否めないと考える。 
 
 
ラーテノウ：2011-2016  

2011 年 4 ⽉からドイツ、ブランデンブルグ州ラーテノウ市という⼈⼝約 3 万⼈の⼩さ
な街に 5 年４ヵ⽉滞在した。ラーテノウは、1990 年まで DDR（ドイツ⺠主共和国）と呼
ばれ、旧ソ連の影響下にあった街である。レンズの⽣産地としても有名な街で、戦前はド
イツの 80％以上のレンズ関連の⽣産がなされていた。レンズは望遠鏡や顕微鏡などに使⽤
される。当然、軍が持つ⾶⾏機や戦⾞、銃などのスコープにも活⽤された。そのためラー
テノウは連合軍に徹底的に叩かれ、戦中は街の⼤半が破壊された。 

私が居住していた部屋に⾯しているバーンホーフシュトラーセ/駅前通りの道は、平素、
とても静かな通りである。同じ道沿いにドイツ⼈たちの住居となっている⾚いレンガ造り
のモダンな建物がある。ベルリンの壁が崩壊する以前は、旧ソ連軍の宿舎として使⽤され
ていた。その道では駐在していた軍の訓練が⽇常的に⾏われており、市⺠は⽴ち⼊り禁⽌
になっていたという。 
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ラーテノウはドイツ⼈だけなく、ベトナム⼈、トルコ⼈、それに中東やアフリカからや
ってきた多くの難⺠が⽣活をしていた。2011 年の時点で私が知っている限りでは、この街
に住む⽇本⼈は 3 ⼈だけだった。 

2012 年の夏からフリーザックという⼈⼝ 2500 ⼈ほどの市の街外れにアトリエを持てる
ようになった。フリーザック市が管轄している環境課の作業員たちが駐在する事務所兼倉
庫内にある納屋の⼀⾓だった。ラーテノウから⾞で⽚道 30 キロの道程を毎⽇のように通
った。その時間は作家として作品を⽣み出していくのに⾮常に⼤切な期間だったと感じて
いる。外国⼈として異⽂化の中で⽣活することによって、⺟国のことや⾃⾝のことを改め
て深く問うことができた。 

1300 年代に発⾜、DDR 時代を通過して、今⽇に⾄るラーテノウは、2001 年のベルリン
で体感したのと同様に私にとって全てが未知で異質な世界だった。彼らにとっても私は異
質な存在であったと思う。がゆえに、街の住⺠と私たちはリンクしていたのかもしれな
い。 
 
 
⾃然界の秩序 

私の⽬に映る⾃然の⾵景は、ほとんど直線がなく曲線で成り⽴っているようだ。植物は
有機的なフォルムを帯び、⼀⾒、無秩序のように⾒える。しかし、フィボナッチ⽐率に当
てはめると美しい数字の配列に置き換えることができる。オウム⾙やひまわり、トンボの
⽻などの構造を数学的に計算してみると⼤変美しく規則正しい配列がなされていることが
分かる。数学の法則は私たち⼈間の概念上だけでなく、このように⾃然界にも⾒つけるこ
とができる。 

また、それらは美しさが内包された⼈⼯物にも発⾒することができる。⼈類の歴史に残
る建築物であるパルテノン神殿の建築⽐率を先のフィボナッチ⽐率に当てはめると⾃然界
の植物と同じような⽐率、つまり⻩⾦⽐率で形成されていることがわかる。典型的な彫刻
の例で⾔うと、ミロのヴィーナスのフォルムは、同じように⻩⾦⽐率に当てはまる。その
⽐率を持つシンプルな形状の連続性が⾃然界のフォルムや⾵景を成り⽴たせているのはな
いかと推測している。これらの事象は単なる偶然の産物によるものなのだろうか。 

 
 
⼆次元と三次元の間 線の境界 

2017 年から制作をしているフォールド・ドローイング・シリーズ。fold（折って）
drawing（線を引く）という意味が含まれている。初期の作品は、⽩と⿊のみで構成して
いたが、やがて⾚、緑、⻘などの⾊も取り⼊れるようになった。線というのは通常、鉛筆
やペン、筆などで引くが、このドローイングに描かれている線の⼀部は「折る」ことによ
って描かれている。その「⾏為」を⾏うことによって、フラットな⼆次元であった紙は、
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折った箇所を起点にわずかに盛り上がり三次元になる。そして、折って描かれた線の周辺
には、鉛筆や筆で引かれた線の連続がある。ただ、そのどちらも「線」であることには違
いない。平⾯と彫刻の境界、そして線の境界はどこにあるのだろうか。Folded Drawings 
with dots シリーズでは、いくつもの⽳を開けることによって空間が現れる。重ねられたド
ットの空間に発⽣する光と影は、彫刻とドローイングの間を⾏き来させる。 
 
 
彫刻の具現化 現実と⾏為 

彫刻とはどういうものかと尋ねられれば、「現実」と「⾏為」だと答えるだろう。絵画
は平⾯性の中にイリュージョン（幻想）を形成させるのに対して、彫刻は三次元のものが
⽬前に厳然として「在る」ことが挙げられる。現在では彫刻の名の通り「彫る」「刻む」
という概念はすでに突破されており、あらゆる表現技法や素材が使われている。ドイツの
彫刻家、ヨーゼフ・ボイスは、社会彫刻論を唱えて、全ての⼈は芸術家であり、彼らによ
って形成された社会の現前性こそが彫刻なのだと提唱した。1 つ⾔えることは、三次元の
物体としての彫刻も社会彫刻としても、⼈の「⾏為」によって「現実」が出現するもので
はないかと推測する。それは⾏為によって押し出された「物体」や「⾜跡」のことである
と考える。 

フォールド・ドローイングは、「折る」という⾏為を通過して⽣まれる。鉛筆や絵の具
も使⽤するが、紙に対して「折る」という直接⾝体を使った⾏為をする。折り⽬がわずか
に突起することで平⾯性は失われ、そこにはイリュージョンではなく「在る」という現実
が発⽣することになる。 

ちなみに⽇本では彫刻のことを「⽴体」と呼ぶことがおうおうにしてあるが、ドイツ語
で⽴体は「三次元（drei Dimensionen）」を指すことであり、「彫刻（Skulptur）」とは違う
概念であるようだ。 
 
 
⼈間とヒューマロイド 

2020 年に突⼊してから、⼀般社会における AI の浸透はますます拡⼤していくと考えら
れている。少⼦⾼齢化に⼊っている⽇本だが、労働⼒として AI や外国⼈労働者の⼒が必
要になってくるとの声が盛んに聞かれる。AI に⼈間の仕事が奪われると⾔われているが、
⼈の⼼に携わる仕事や 1 つの解を導き出せない哲学や芸術分野などの仕事はきっとなくな
りはしないと思う。⼀⽅で、AI は鉄腕アトムやドラえもんのように私たちが求めていた⼈
間を助ける理想の創造物でもあった。AI には⼈の⼼を持つことができるのだろうか。⼼は
⽬に⾒えないし、どこにあるのかわからない。頭を開いても、⼼臓を開いても出てこな
い。スタートレックで、データ少佐という⼈⼯知能を持った⼈間型ロボットが登場する
が、彼は⾮合理的な⼈の感情や⼼に興味を持ち、それを追求する様⼦が描かれている。デ
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ータ少佐のようなヒューマロイドが登場するのはきっとまだまだ先だが、⼈の会話を理解
し、コミュニケーションが取れるロボットはそれほど遠くない将来には広まっているだろ
う。その時、⼈はロボットに感情移⼊するのだろうかという問いにとても興味を覚える。
⼼を持つ我と⼼を持たないロボットとの間には、どのような揺らぎが発⽣するのだろう
か。 
 
 
偉⼤な彫刻家 

私が影響を受けた彫刻家に、ルイーズ・ブルジョワ、ヘヴァ・ヘス、ジョセッペ・ペノ
ーネ、アニッシュ・カプーアなどが挙げられる。カプーアのまとまった作品を初めて体感
したのは、2012 年、ベルリンのマーティン・グロピウス・バウで開催されたカプーア・イ
ン・ベルリンだった。その重量感と存在感、また鑑賞者の感覚を困惑させる彫刻に圧倒さ
れた。カプーアは、インド⽣まれで、後に英国に渡り、彫刻家として⼤成している。彼の
作品はインドのヒンズーとヨーロッパ⽂化から影響を受けたことがベースとなっており、
両義性の作家と⾔われている。ベルリンで⾒た彼の両義性を意識した彫刻に⼤変感銘を受
けた。私は両義の事柄を融合させることをさらに発展させて、その間に発⽣している事象
を具現化させたいと考えている。 
 
 
私、或いは他者の存在の曖昧性 

⽂筆家、池⽥晶⼦⽒の著書「14 歳からの哲学」の中で「⼈はなぜ⾃分の⼤切な⼈がいな
くなると寂しいのか、悲しいのか」という問いを⽴てていた。彼⼥によると「それは⾃分
がその⼈の中に反映されているから」だという。⾃分の存在が第三者の中に⼊り込んでい
る。つまり、⾃分にとって⼤切な存在が⾃分の前からいなくなってしまうことは「⾃分の
⼀部が無くなってしまう」ことと同等なのだと彼⼥はいう。その事に対して、悲しくな
る、或いは寂しくなるのだと。その対象は⼈間だけはなく家族として暮らしている動物や
思い出のある物に対しても同じことではないかと私は考える。 

デカルトは「我思う、故に我在り」という⾔葉を残したが、我の存在は、曖昧なものな
のかもしれない。我と他者の存在の境界線はどこにあるのだろうか。池⽥⽒によると、我
が死んでも他者の中に我は⽣き続けることになり、死という現象はなくなるという。そう
考えると、⽣と死は等価であると⾔えるのかもしれない。 
 
 2020 年 2 ⽉、私は池⽥⽒が眠る⻘⼭墓地へ⼀⼈向かった。2 ⽉にしては暖かさを覚える
⽇で、歩いているとジワリと汗ばんでくる。東京の摩天楼がまるで墓地を包み込むように
四⽅に広がっている。⻘⼭墓地の中には、いくつかのベンチがあり休憩場所になってい
る。そこでお弁当を⾷べたり、本を読んだりしている⼈がいることに少し驚いた。私の中
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にある墓地のイメージにはそのような光景がないからだ。⼈は⾃分の経験や知識にない事
象を⽬の当たりにすると、驚きや⼾惑い、或いは不安を覚える。摩天楼とその光景が視界
に⼊ってくる中、この空間の時間だけが⽌まっているように感じる。摩天楼はごうごうと
「⽣」のエネルギーがみなぎり、墓地にはただただ「死」の沈黙が張り詰めている。墓地
に⼊ってからどのくらいの時間が経っただろうか。ようやく⾒つけた彼⼥の墓地の前に⽴
つことができた。「14 歳からの哲学」を読んだのは、確か学⽣の頃だったと記憶してい
る。それから彼⼥の他の著書を読んだり、出演していた番組を⾒たりもしたが、なぜか先
述の⾔葉が今も強く脳裏に残っている。 
 
彼⼥が残した墓碑銘が⽬に映る。 
 
「さて死んだのは誰なのか」 
 
 
部分は全体、全体は部分 A Part for the Whole 

幼少の頃、琵琶湖、河川、⾃宅周辺にある⽥んぼでよく遊んだ。⾃然の中に⼊っていく
と、さまざまな⽣き物や植物が⽬の前に現れる。⼦どもの頃にインプットした情報は、そ
の後の⼈⽣に⼤きく影響を与えるもので、私の記憶や体験もまたその 1 つだと⾔えるので
はないかと感じている。⽊、荒縄、和紙。学⽣の頃につくっていた作品は、極⼒⾃然の素
材を使うことに専念していた。特に荒縄は、⽗親が作っていた⽥んぼから成った稲穂の⾵
景の影響であることは間違いない。 

何かの壁に当たってもがいているとき、奥琵琶湖に赴くことがしばしばあった。幼少の
頃に遊んだ琵琶湖を⼭の上から俯瞰的に⾒たり、靄がかかる⽔辺を眺めたりすると湖の中
に包み込まれるような気がして、⾃分の悩みの⼩ささに気づかされた。 

 
「部分は全体を成し、また全体は部分を成す」 
 
私の作品には、このような⾃然の影響を下に形成された有機的な彫刻が多くみられる。

⾃然の構造を観察するとシンプルなフォルムの集合体が、全体としての個を形成している
ようである。俯瞰的にみるとその全体さえも、さらに⼤きな全体の中の⼀部であるように
映る。⾃然のあらゆる存在物はコインのような表裏⼀体で形成されているようである。
否、常に両義が絡み合っているが故に、成り⽴っているのかもしれない。 
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⼈の存在と私の頭の中にある存在 
中学 3 年⽣の時、両親が離婚した。離婚という現象はテレビの中だけのヴァーチャルな

逸話だと思っていた。当時はそのような家庭事情に⾮常に強いコンプレックスがあった。
その私的事件以降の数年間、その出来事を⾃分からは決して外に発信しないよう頑なに努
めていた。⺟と妹弟が家を出てから再び会えたのは 3 年後の 18 歳の時だった。その間、
彼らの存在は⾃宅庭で最後に別れた姿の記憶から完全に⽌まっていた。彼らとの再会後、
離婚に対しての強い「負の意識」は不思議と消えていった。同時にその私的事件につい
て、他者に向かって臆することなく話ができるようになっていた。 
 
 
作品とコンセプト 
 現代アートはコンセプトが⼤切だとよく⾔われる。マルセル・デュシャンが切り開いた
概念芸術の影響下で今なおアートワールドの住⼈達は芸術を⽣み出しているように映る。 
 ⼈は初めて出会うものや現象に対して、不安を抱く⽣き物である。それは⼈類が⽣物界
でまだ貧弱な存在だった頃、物陰から察する気配や物⾳などの予測不可能なものから⾝を
守る防衛本能によるものだという。UFO という⾔葉があるが、そもそもその物体が何か
わからないものにもかかわらず「未確認⾶⾏物体」という名前を付けている。そのように
マーキングすることによって不安の感情は安⼼に変化する。⾒ていて落ち着く作品が美し
いというのであれば、同時に鑑賞者がそれまでの経験上にないものを⽬前にしたときの異
質性も美しいと⾔えるのではないだろうか。 
 ⾔葉はいつも私たちの外にあり、その環境によって我は形成されている。唯⼀、私たち
の内から⽣まれてくるものは、⾔葉の外に⾵のように出現するイメージ或いは観念であ
り、またそれを捉えようとしている我である。彫刻家としての私の仕事の 1 つは、⾵のよ
うに通り過ぎるそれら⼀瞬のイメージを捉え、同時代的な時間を作品という媒体に内包し
具現化することであると考えている。  
 
 
他者と私の間 
 ⼈⽣の中でどれくらいの⼈たちと出会っていくのか想像もつかないが、確かなことは地
球上の全ての⼈との出会いはあり得ないということである。世の中には、⾃分の知らない
⼈の存在があまりにも多すぎる。⾃分の記憶や概念上にない⼈たちは知らないという認識
になる。知らない⼈は、⾃分の中では存在していないのと同じだということである。同じ
ように、私の存在は私を知らない⼈にとっては、存在しないのと同等である。リアルな物
質として「いる」⼈と概念の中に「いる」⼈。それくらい私の知識や⾒聞は乏しいと⾃覚
する必要がある。 
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合気道 
合気道という武道を始めたのは 2009 年だった。始めたきっかけは⽗親の死後、何か環

境を変えたいという気持ちがあったからだ。それと武道を通して、⽇本の⽂化や伝統のよ
うなものを体感できるのではないかと思ったからだ。⼩学校 1 年⽣から 6 年⽣まで、少年
柔道クラブとして活動をしていた地元警察署の道場に通っていた。だから、武道にはそれ
以来少なからずとも興味があった。2011 年に渡独してからもベルリンの道場で合気道の稽
古を継続した。しかし 2013 年の秋に椎間板ヘルニアを患って数年間は休養をせざる得な
い事態になった。2016 年の帰国後もしばらく療養をし、2017 年の夏頃から再び、稽古が
できるようになった。 

合気道は「受け」と「取り」が⼆⼈⼀組になり、ひたすら「型稽古」を⾏う武道で試合
を⾏うことがない。つまり「勝敗」という概念がない。受けと取りの双⽅の「気」が合っ
た時には、とても美しいリズムや動き、また何とも⾔えない⼼地よさを覚える。勝負を意
識しない両⼈の間に起こる刹那の時間性や互いの気の揺らぎのようなものにとても興味を
惹かれている。 
 
 
作品と鑑賞者の間 
 マルセル・デュシャンは、芸術係数の中で、次のような⾔葉を残している。「芸術はア
ーティストが⽣み出す作品だけで完結するのではなく、鑑賞者が創造的⾏為に加わること
によって作品が完成する」「作品を⽣み出すのはアーティストであるけれども、後世に作
品を残していくのは鑑賞者という第三者なのである」 

芸術作品の中には、時間差で再評価される作品がある。50 年後の鑑賞者たちが創造的⾏
為に参加したことによって、初めて作品と第三者がリンクするような時である。作家は作
品を⽣み出すことはできるが、未来においてそれらを残していくことはできない。「残し
ていくのは、鑑賞者という（現在或いは未来の）第三者である」という彼の⾔葉に私はと
ても影響を受けている。 
 
「されど、死ぬのはいつも他⼈」 

 
 
⾁体と⽩⾻、第三者 

⼤学院 1 年の頃、祖⺟が他界、そして 30 歳になった頃、⽗親が急逝した。数⽇前まで
確かに私の⽬前にいた彼らは⽕葬場で焼かれ⽩い煙となった。分厚い扉から出てきた台⾞
に乗っていたのはかろうじて⼈のフォルムとして残った彼らの⽩⾻だった。⽗親の遺体を
焼く為に⾚い着⽕ボタンを押したあの感触や彼の頭蓋⾻を⽊のハンマーで叩き割った儚い
物質の感触が今も忘れられない。あたかも「全ての⼈は最後にこのようになるんだよ」と
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諭されているようだった。⽗親の背中が急に⾒えなくなったことは、⾃分も死へ向かって
いることを明確に⾃覚した。そして⼈はいつでも死ぬんだなと初めて意識をし始めたのは
この頃だった。物質的な⾁体がある現象と私の記憶の中にある観念との乖離について、ま
たその狭間について強烈に考えさせられた時間が続いた。私の中では、彼らは今なお「い
る」のだが、その存在を忘れてしまった⼈たちの中に彼らはもういない。 
 
「存在するのは、いつも他者の中」 
 
 私も彼らと同じようにいつかは必ず消えていく儚い存在である。私がつくったいくつか
の作品が第三者の⼿に渡り、作品としての物質が残ったとして、彼⼥/彼らの概念上に私の
存在はどのように残っていくのだろうか。そのことに対して私には想像もつかない。他者
と私の間には揺らぎのようなものが発⽣するのだろうか。⽪⾁なことは、作家はほとんど
の場合、何⼗年、何百年先の未来を⾒ることができない。その光景を想像、或いは妄想す
るしかない。けれども、そこに芸術のミステリアスやロマンのようなものを感じている。 
 
 
縁起 

仏教の四⼤思想は、無我、無常、縁起、空であると⾔われる。我という欲望を無くすこ
とが無我、万物は必ず移り変わり流れていくと説いた無常観、⼈と⼈との間に発⽣する起
こりのようなものを縁起と呼び、この世界は、縁起の連続帯によって形成されているのだ
という。そして空の思想である梵我⼀如は、我と空、つまり我と宇宙は同じであるとされ
る。私と宇宙の間には途⽅もない物理的距離があるが、実は刹那的な距離すらないのかも
しれない。その狭間にも揺らぎを感じられるのだろうか。 
 
 
ドイツでもなく⽇本でもなく 
 ドイツという異国の地でそれまでの⽣活と異なる体験ができたことは、⾃⾝としても、作
家としても幸運だったと思う。⽇本の⼟地柄や気候の中から⾃然発⽣的に⽣まれた曖昧性
の⽂化とロジカルで剛健なドイツ。現地の空気や⾊、気候、⾔葉、⼦供玩具のデザイン、建
築物、⾷べ物を五感で吸収する時間の中で揉まれながら、今⽇のような作品が⽣み出されて
きたのだと感じている。 

⽩彫刻と⿊鉄枠の彫刻シリーズ「renmen/連綿」を観たあるドイツ⼈は「君の作品は⽇本
的だね」と⾔い、また同じ作品を観たある⽇本⼈は「君の作品からは何かドイツの⻨畑の匂
いを感じる」と。それらの⾔葉を聞いたとき、「あぁ、ドイツでも⽇本でもない狭間を表現
できているのかな」と感じたことをよく覚えている。 
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時間と出来事或いは関係性 
イタリアの理論物理学者カルロ・ロヴェッリ⽒は「この世界は⽯（物質）ではなく、キス

（出来事）の集まりでできている」のだと論じている。出来事や関係性が起きるネットワー
クの連鎖によってこの世は形成されており、それは英国⼈のように秩序⽴った列は作らず、
まるでイタリア⼈のようにごちゃごちゃと集まっているイメージであるという。 

彼は、私たちが想像する過去現在未来という⼀⽅通⾏のような時間軸は、存在しないと主
張する。もしも「時間」が出来事の発⽣⾃体を意味するのなら、あらゆるものが「時間」で
ある。時間のなかにあるものだけが、存在するのであると。 

私たちが形成している国家、社会、組織、コミュニティ、家族などは、ある⼈が抱いたイ
メージを誰かが⾏動することによって具現化した賜物であるといえる。その⼟台の上で今、
⽣きる私たちは⽣活を営んでいる。しかし、その⽬に⾒えない集合体の連鎖は、個としての
⼈（物質）が⽣み出しているのではなく、我と他者との間で起こった出来事や関係性によっ
て発⽣しているのだと考える。 

この⽂章を読んでいるあなたと私の間には、きっと何かの出来事や関係性が起こり、それ
がまた次の起こりを発⽣させていくのだと思う。その起こりは振動となり、またその振動は
他者から他者へと連鎖していく。その「起こり」は、直線的な時間軸で考える「今」だけで
はなく、これから起こるだろう「未来」とのある時点においても発⽣すると考える。 
 
 
縁起の間 -⽩梅・⽯楠花・彫刻・⾦⽊犀- 

10 代、20 代の頃は、⾃宅にある庭の樹にはそれほど愛着も無かったが、近年、何故か
急に⼼を惹かれるようになっている。中でも⽩梅と⽯楠花、それと⾦⽊犀の 3 本の樹々が
特に気に⼊っている。⽩梅については、私が幼少の頃にはすでにあったので、少なくとも
40 年はここで我が家を⾒守っているのだろうか。最近、⺟親にそのことを尋ねる機会があ
った。彼⼥が⾔うには、私の誕⽣を記念して、祖⽗が⽩梅を植えたのだという。そうする
と 2020 年で 44 年になる。何故それらの樹に魅了されているのかよく分析できていない。
しかし、⾃分のこれまでの歩みに加えて、祖⽗がそれらの樹を植えた事がリンクしている
のは事実である。 

 
毎年 5 ⽉頃には、この⽩梅の隣にある⽯楠花がピンクの花を咲かせる。13 年前に他界し

た⽗親が残した⽯楠花。ラーテノウに住んでいた部屋の前にあった花壇にも⽯楠花が植え
てあった。⼤家さんが⼤切に世話をしている姿が鮮明に残っている。その⽯楠花が開花す
るたびに⽗の⽯楠花のことを想った。2016 年の帰国後は、ラーテノウで眺めていたその⽯
楠花のことを思い出し、かつて住んだドイツの街や友⼈知⼈に想いを馳せている。 
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2020 年秋、庭にある⾦⽊犀のオレンジ掛かった⻩⾊の花びらが今年も姿を⾒せてくれ
た。そのことは、⾵に乗ったほのかな⽢酸っぱい⾹りで気づいた。その枝の⼀部を室内に
持ち帰り、⿊と⻘の⼩さな丸い花瓶に⽣けた。部屋に私の好きな⾦⽊犀の匂いが薄っすら
漂っている。私の⽬前にあるテーブルの上の⼩さくかわいい花びらと⾹りを感じながら、
その⾦⽊犀を植えた祖⽗の限りなく微かな姿を思い出している。 
 

作品が誰の⼿に渡って⾏くのかは、私が⽩梅や⾦⽊犀、或いは⽯楠花に感じた「起こり」
のようなものなのかもしれないと近頃改めて感じている。誰かがそこに⽊を植え、⻑い時間
の経過があり、そして、それを良いと感じる瞬間がある。その対象が本当に良いかどうかが
わかるまでには⻑い時間がかかるのだと感じている。彫刻家を志して 20 年以上が経つが、
そのような縁という出会いの不思議さに⼈間賛歌のようなものを感じている。私はその縁
起という刹那の時間の狭間で、ただただ作品をつくらせてもらっているだけなのかもしれ
ない。 
 
 

私の彫刻やドローイングはこのような観点、また私的な記憶、体験が起因となり⽣み出さ
れている。そこから関連付けられる共通項は、「両義の間に発⽣する揺らぎ」のようなもの
だと私は分析している。その揺らぎは相反する⼆項の間に発⽣している関係性とも⾔える
だろう。或いは、それは「⽣命」のようなものなのかもしれない。 
 

この両義の間に発⽣する揺らぎを「間-振動」と私は名付けた。 
 
その⾒えない振動を、彫刻家というフィルターを通して具現化している。 

 
2020 年 11 ⽉ 

⼤⿊貴之 
 
参考⽂献 
苔のむすまで 杉本博司 
サピエンス全史 ユヴァル・ノア・ハラリ 
AI が神になる⽇ 松本徹三 
17 歳のための世界と⽇本の⾒⽅ 松岡正剛 
14 歳からの哲学 池⽥晶⼦ 
時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ 
巨⼤アートビジネスの裏側-誰がムンクの「叫び」を 96 億円で落札したのか ⽯坂泰章 
芸術係数 マルセル・デュシャン 


