佐々木健

SASAKI Ken

（2013 年、青山｜目黒）、
「Still

（2011 年、青山｜目黒）、
Live」
「Separa-

（2005 年、秋山画廊）
tion」
。
グループ展として「I m sorry please

talk more slowly」（2015 年、渋 谷ヒカリエ 8 / CUBE1, 2, 3）、「イ
タヅクシ」（2014 年、see saw gallery 他）、「THEORY OF EVERY-

THING」（2007 年、Workstation Arts Center、中

国 他）、
「soner

（2006 年、バルセロナ現代文化センター、スペイン）などに参加。
2006」

1976 in Kanagawa. Received his M. F. A. in Mural Painting
from Tokyo University of the Arts in 2002. Solo exhibitions
include “These / Foolish / Things” (Aoyama Meguro,
Tokyo, 2011), “Still Live” (Aoyama Meguro, Tokyo, 2011),
“Separation” (AKIYAMA Gallery, Tokyo, 2005). Group Shows
include “I’m sorry please talk more slowly” (Shibuya Hikarie
8 / CUBE1, 2, 3, Tokyo, 2015), ”ITAZUKUSHI” (see saw gallery
etc., Nagoya, 2014), ”THEORY OF EVERYTHING” (Workstation
Arts Center etc. , China, 2007), “soner 2006” (The Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, Spain, 2006).

SASAKI Ken

無題（採掘場）

無題（人造宝石）

Untitled (querry)
Oil on canvas, 45.5 × 38 cm, 2017

Untitled (artificial gem)
Oil on canvas, 27.3 × 22 cm, 2017
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佐々木健

1976 年神奈川県生まれ。2002 年東京藝術大学大学院美術研
究科壁画専攻修了。主な個展に「These/Foolish/Things 」
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雑巾（ALL JAPAN）

雑巾（絵画教室）

無題（空）

無題（石、高尾山）

Rag (ALL JAPAN)
Oil on canvas, 33 × 22 cm, 2014
Courtesy of Aoyama Meguro

Rag (painting class)
Oil on canvas, 30 × 18 cm, 2014
Courtesy of Aoyama Meguro

Untitled (sky)
Oil on canvas, 116.7 × 91 cm, 2017

Untitled (stone, Takao-san mountain)
Oil on canvas, 45.5 × 38 cm, 2017

大和田俊

OWADA Shun

大和田俊

OWADA Shun
1985 年栃木県旧栗山村生まれ。2012 年東京藝術大学大学院
美 術 研 究 科 先 端 芸 術 表 現 専 攻 修了。主な個 展に「Paleo（2016 年、トーキョーワンダーサイト本郷）、
（2015 年、
Pacific」
「unearth」

NTT InterCommunication Center）。
グループ展として
「裏声で歌へ」
（2017 年、小山市立車屋美術館）、
「Malformed
山本 現 代）、 Sound

（2017 年、
Objects」

Reasons Festival（2016 年、1Shanti Road、

インド）などに参加。第 20 回文化庁メディア芸術祭審査委員会

推薦作品（2017 年）。Tokyo

Experimental Festival vol. 9 最

優秀賞受賞（2014 年、トーキョーワンダーサイト）。

1985 in Former village of Kuriyama of Tochigi. Received his
M. F. A. in Intermedia Art from Tokyo University of the Arts
in 2012. Solo exhibitions include “Paleo-Pacific” (Tokyo
Wonder Site Hongo, Tokyo, 2016), “unearth” (NTT InterCommunication Center, Tokyo, 2015). Group Shows include
“singing falsetto” (Oyama City Kurumaya Museum of Art,
Tochigi, 2017), “Malformed Objects” (Yamamoto Gendai,
Tokyo, 2017), “Sound Reasons Festival” (1Shanti Road, India,
2016). Nominated for 20th Japan Media Art Festival (2017,
Tokyo). Awarded a Grand Prize of Tokyo Experimental
Festival vol. 9 (2014, Tokyo).

音およびそれを聴取することについて思考する大和田は、これまで 2 億 7000 万年前の生物
の死骸である石灰岩に酸性の液体を垂らすことで発生する二酸化炭素の音を聴取するという
作品を継続して発表してきた。今回大和田は壁を制作し、壁の間に風船を挟んでいる。風
船は 24 時間、定期的に非常に低い確率で割れるようにプログラミングされている。その確
率の低さから、鑑賞者が割れる音を聴取することはほぼないと言ってよい。しかし、会期全
体を通したとき、風船の割れる確率はちょうど 51% になるように計算されている。風船の中
身は窒素であり、その気体はかつてラヴォアジエによって「生きられないもの」という名がつ
けられている。なお、片方の壁はドアとしても存在しており、風船が割れた際わずかに内側
へと閉じられる。
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I never lock a door of a room different from the one you are in
I never lock a door of a room different from the one you are in
Perforated board, plywood, rectangular lumber, buffer material (sponge), balloon, nitrogen, triggering device, 2017
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血あるもの、涙あるもの、骨あるもの、鉄心あるもの、義を知るもの、恥を知るもの

# 石と民主主義
stones and democracy
長谷川新

1

本展キュレーター

・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・・

・ ・・・・・ ・・・・・・

もう少し時間を進めることとする。森嘉種は鉱物の研究、コレク

戦時体制において多くの彫刻家がプロパガンダとしての彫刻を

自由民権運動の主要な牽引者として板垣退助と並んで評される

自由民権運動の中心組織には、「石」という字が含まれている。

ションと並行して、学校設立にも尽力していた。石陽社の主要

作るべく動員されたように、戦前と戦後の間に引かれた分割線

のが河野広中である。とはいえ、「板垣死すとも自由は死せず」

それは石川村の石であると同時に、文字通りの石を意味した。

人物であり、のちに村長、町長を歴任した吉田光一のバックアッ

などで隠蔽しきれないほどの白色セメントが野外彫刻の作り手

という「名言」をはじめとする板垣の知名度の高さからいえば、

主要な産業がほとんどない石川村であったが、その実、人々の

プを受け、福島県初の私立学校・学校法人石川義塾（現・石

たちに提供され、
「癒し」や「平和」あるいは「都市の美化」の

河野についてはあまり知らない者も多いのではないだろうか。彼

足元に悠然と存在する大地はペグマタイト鉱床であった。鉱物

川高校）が誕生するのは 1892 年のことである。石の研究、自由

名のもとに空疎な野外彫刻が乱立したように 2、そのひとつの帰

は福島県石川村（現・石川町）の政治家である。冒頭に引用した、

学者の森嘉種はその事実を詳細に研究し、東京へと、世界へ

民権運動、学校教育の充実、これらはいずれも郷土をより良く

結として公園の抽象的な遊具が生まれたように 3、およそ彫刻に

人々の心を掴む熱い呼びかけの主は他ならぬ河野であり、彼は

と発信した。こうして福島県石川村は日本三大ペグマタイト鉱床

しようという信念に貫かれている。自分たちの郷土にただ存在す

おいては、石と民主主義は出会い損ね続けている。石と民主主

1875 年、
「石陽社」という結社を設立している。
「西の立志社、

のひとつに挙げられるほど貴重な資源を誇る場所へと書き換え

るだけの石を肯定したとき、あるいは石しかないという事実から

義̶ 両者の邂逅の時空間を具体的に構想するにあたっては、

東の石陽社」と呼ばれたその組織は東北地方初の政治結社で

られることとなった。石の研究の学際的発信と自由民権運動は

出発する他ないことを引き受けたとき、石そのもののポテンシャ

石川町の採掘場はなおも肥沃な腐葉土でできた湿潤な多面体

あった。

同時に発生している。これらを近代化の流れにおける必然と片

ルの追求と政治制度の変革はほとんど同義となることを彼らは

として存在している。

付けることは容易であるし、たとえばアクター・ネットワーク理

熟知している。教育の充実は、これらふたつの運動を支える人

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・・・・・

論を用いて分析することも可能であろう（石はここではある種の人的要

材の育成であると同時に、それ自体が郷土の発展に資する第三

因以上の働きを実際にしている）。しかしそれは説明になっているよう

の矢である。であるならば、第二次大戦中、陸海軍それぞれが

で全く説明になっていない。あるいはあまりに整理されきってし

独自に原爆開発を極秘裏に始動させ、科学者・飯盛里安が石

まい逆説的に役に立たない。

川町に居を移し、豊富なペグマタイト鉱に微量ながら眠ると期

・・・・ ・・

・・・・

・・・ ・ ・ ・・・・・ ・・ ・・・・・

待されたウランの採掘を試みたとき、学校関係者が石川義塾の
学生たちをその採掘労働に従事させた動機もまた、郷土愛に
基づいていると解さねばならない。にもかかわらず、そこで発生
した労働も、採掘された石も、根をはることなく、吸い上げられ、
損なわれている（ I drink your milkshake! ）。結果として、郷土
・・・・

が思想的に腐葉土から採掘場へとすり替えられている。別の言
い方をすれば、国民国家の領土としてのみ、その姿を公式に明
示することが許されている。
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富田均『聞書き・寄席末広亭一代』少年社、1981年、p. 37
森山貴之「公園とセメント彫刻 : 初期野外彫刻の経緯と背景」『デザイン理論 41』関西意匠学会、2002年、pp. 61–75など
市川寛也「彫刻の場としての公園に関する一考察 一1950年代から60年代にかけての都市公園・児童公園の事例から」『美術教育学研究』第48号、
大学美術教育学会、2016年、pp. 73–80など

