
「作品発表」を「非物理的なスペース」で行うニューノーマルな試み

プレスリリース
報道関係者各位

現代美術家
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●こちらは、現代美術家のSohiroが、「非物理的なスペース」での「作品の発表先」を求め、

　「プレスリリース」の形式を用いて、貴メディアにご掲載をお願いするものです。

コロナ禍で「不可能」となった「個人」での「展示」という「限界」

「非物理的なスペース」での「発表先」を求めております

■画像について：（WEBメディア用）（※雑誌用などは別でご用意致します）

本件で「使用可能な画像」は以下のページにて公開しております。（コピーしてご使用頂けます）

https://sohiro.com/pressrelease202109/

■本件に関するお問い合わせ先：

先にお送りしております、メール本文の下部にあるお問い合わせ先、又は下記のメールフォームよりご

連絡をお願い致します。

HP：https://sohiro.com

※このファイルをそのまま転載することは禁止致します。（文章の引用は可）

以下は、今回発表する作品及び、

関連したステートメントやテキスト等をまとめたものです。

現在も続くコロナ禍の影響は、美術作家や写真家の「作品発表」という意味においても、深刻な問題

となっており、展示におけるお客様の安全性の担保は勿論、そもそも人が来れない（少ない）状況で

の展示の意味なども含め、「物理的な展示」は、「個人」の作家にとって死活問題となっております。

そこで、新たな試みとして、「物理的な展示」ではなく、「WEBメディア」、「雑誌」その他アート

関連のコンテンツを持つ「非物理的なスペース」での「作品発表」を模索しております。

（自前のホームページやSNSでの発表では「公的」にはならない為）

※又、今回は、有識者（写真評論家：鳥原学）のテキストを加えることで、より公的性を付与し、

掲載して頂ける記事やページが、少しでも有益になるよう努めております。(掲載許可済）

有識者のテキストに関しては、通常カタログなどに掲載するテキストと同様とお考え下さい。

（実際にカタログ用に掲載する予定でした。約4500文字あるので引用でも可です）

※記事のイメージですが、従来のプレスリリースの扱いと同じようにお考え頂ければと思います。

こちらとしての高望みは無く、どのようなカタチであれ「記事」にして頂く事で、「公的に発表した」

という事になりますので、画像だけの短いものから長いものまで、一切をお任せ致します。

以上、上記の理由から、救済、あるいはニューノーマルな「作品発表」という新な試みに、

何卒お力添えの程ご検討宜しくお願い申し上げます。

※最後のページに、作品の簡単な解説（プレスリリース用）がございます。

メールフォーム：https://sohiro.com/contact/



資本主義の本質は「蒐集」(コレクション)

「蒐集」(コレクション)は西欧のイデオロギー

アメリカ型資本主義が生み出す(蒐集する)「負の遺産」

ノアの箱舟がコレクターの始まり。『蒐集 』ジョン・エルスナー & ロジャー・カーディナル

　16世紀の宗教改革。「職業は尊い！」「富は神の恵みである！」「5％の利子を認める！」

プロテスタントの宗教指導者ジャン・カルヴァンがルールを書き換えた。

しかし、遡れば12世紀にはすでに貨幣経済は存在し、暴利ではあるが利息も銀行業も存在していた。

「鶏が先か卵が先か」無秩序の整備の為か、それともブルジョワジー（資本家階級）の圧力か、

今となっては分からないが、これが資本主義の誕生なのである。

大航海時代の幕開けと共に、冒険で発見した土地は経済圏となり、やがてそれは領土獲得へと変化。

植民地支配、奴隷貿易、産業革命、金、人(奴隷)、土地。

蒐集に次ぐ蒐集により、やがて大陸をも蒐集し、アメリカを生む。

『ミュージアムの思想』(白水社)の著者「松宮秀治」曰く、

病理現象の一種である「蒐集」という行為は、「社会システム」にすることによって、

「異常性」を「正常」に転換させ、

それは、欲望・支配・侵略・征服など、「世界を所有」しようとする危険性を秘めた概念であり、

全世界を、西欧のシステムに組み込んでしまおうとする「西欧イデオロギー」であると言う。

　アメリカ建国から約250年。輝かしい文化やエンターテインメントを生み、世界から憧れと尊敬を集めてき

た歴史の裏で、それらと比例するかのように、真っ黒に血塗られた「負の遺産」も蒐集してきた。

　奴隷・人種差別・戦争・核・テロ・格差・貧困・環境破壊・銃・犯罪・ドラッグ・・・

帝国主義はやがてグローバリズムという名前に変わり、それは伝染病のように世界を蝕み、

快楽の如く消費を広げ、自ら望んで「同質化」(全体主義)に隷属する。

― アメリカ型資本主義の終焉と日本 ―

寓話

スニーカーコレクターの自殺

SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR



　そして今、大航海時代から現在まで続く「外向き」の蒐集は終わりを告げようとしている。

20世紀初頭、フォーディズムにより大量生産の確立と「大衆消費社会」を経て、

21世紀現在、SFやアニメのような「輝かしい未来」の世界は訪れず、

新興国（フロンティア）は食い尽くされ、道徳の抜け落ちた新自由主義を信じた結果、

不平等と格差は拡大。内向きへと世界は閉じて行く中、

2020年コロナショックとBLM問題。

　浮き彫りになった、欧米の根深い人種差別

　自己中心主義者の低下した道徳観

　互いの正義の正当化

　お里が知れた世界と私たち

　変化の道を求められる今、

　その道は、どこにあるのか・・・

アメリカ型資本主義の終焉（死）・・・

死から生、再生への道・・・

少なくとも300～500歳。

資本主義の年齢だ。

その歳に対して“成長”を求めることこそ異常であり、まさに呪いを掛けられた生きる屍である。

これがフロイトの言う「死の欲動」か。　資本主義もまた、自らの死をもって終焉を迎えようとしている。

西洋とは何か？

　経済学の知の巨人達が見落としたものとは？

　資本主義の本質とされたものの、更にその深部に、何か根源が見落とされてはいないだろうか？

“一つのもの”を信じて始まった理論は、死の欲動に殉じて、あるいは呪いが解けて、

　自らの死をもって終焉となろうとしている。

そして再生へ

　頂点から下落し、暗闇を照らすローソクの火は消えたが、東から登る微かな光はきっと緩やかに上昇する。

　コレクターは最後、その目に何を見たか。

　国そのものが「無形資産」といえる日本から、その再生への道は始まるかもしれない。

　スニーカーだけ残して・・・



作品 NO.1

シリーズ名：SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR 

LOST HOME
（失われた家）

スニーカー：NIKE AIR JORDAN 1 HIGH BLACK RED

サイズ：プリント面（594×841mm）余白含む（714×1001mm）

メディア：ライトジェットプリント（デジタル銀塩プリント）

制作年：2021

エディション： 1/1

NFT： 1/1（予定）

(スニーカーコレクターの自殺)





作品 NO.2

DEATH IS TRUE
（死だけは真実）

シリーズ名：SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR 

スニーカー：NIKE AIR FORCE 1 LEATHER & MESH HIGH

サイズ：プリント面（594×841mm）余白含む（714×1001mm）

メディア：ライトジェットプリント（デジタル銀塩プリント）

制作年：2021

エディション： 1/1

NFT： 1/1（予定）

(スニーカーコレクターの自殺)





アーティスト・ステートメント

9.11が作家としての始まり。

当時25歳日本。テレビで見たその衝撃的な光景が、人生で初めてリアルに戦争を感じた瞬間だった。その二ヶ

月後、この事件の喪失感や絶望感に対し、「アートで笑顔をつなげる」というシンプルなコンセプトのソーシ

ャルアートを製作。これが私の作家としての始まりであり、現在の作品にも続く重要な要素となっています。

私の生い立ちが、アメリカ建国からちょうど200年後の7月4日に生まれた事が偶然だとしても、「9.11」を考

えるということは、自国を考える事と等しい。なぜこのような事件が起きたのか、それを日本と照らし合わせ

考えて行く事は、政治や社会問題は勿論の事、やがてそれは、宗教観、道徳、美意識などあらゆる価値観を考

える事に繋がって行く。

他国からは理解出来ないかもしれないが、多くの日本人は、お正月には神社に行き、お葬式にはお坊さんを呼

び、クリスマスには乾杯をする。

これこそが「日本」です。　伝統を守りながらも、受け入れ、混ざり合い、争いを避ける文化。

ただしそれは、神話、あるいは縄文から始まり、DND、地理的環境、様々な思想や宗教観が文化を作り、あら

ゆるものが歴史の上に積み重なって出来た、日本独自の、恐ろしくも特別な、唯一無二の「価値観」であるか

らこそ成立する事です。

この「当たり前の日本」を私は、自賛せず、礼賛せず、強要せず、押し付けにならず、自らの作品で語りたい

のです。

それ故に私が出した答えは「日本の美意識を更新する」という事。

それをミッションと捉え、今ではそれがボケーション（天職）と言えるまでになったのです。そして、その日

本の美意識の更新を、創作の「縦軸」とする事で、時代性を超越し残って行くものだと考えています。

これが私の作品の動機であり、作品の核を成している部分です。

作品・ステートメント

この作品（シリーズ）は「見立て」の表現が最も重要な要素であり、「見立て」を「愛でる」ための作品です。

「アメリカ型資本主義」を「擬人化」し「自殺」させたものを「愛でる」とは、なんだか悪趣味に聞こえるか

もしれないが、そこはあくまでも「手法」としての「見立て」を楽しんでもらいたい。

　「見立て」とは、ある事柄を別の表現で「置き換える」（見立てる）ことを指す、比喩表現の一種。「比喩」

　は文脈との関係によって成立する手法だが、「見立て」は必ずしも文脈を気にしない。子供のごっこ遊びや、

　記号性の類似だけでも成立してしまう、非常に幅広く寛容な概念なのです。

　有名な禅庭や枯山水は勿論の事、俳諧、歌、歌舞伎、浮世絵、等々、遡れば分かっているだけでも、7,8世紀

　から現存する「古事記」や「万葉集」には、すでに「見立て」の手法を見出す事が出来るのです。

つまり「見立て」は日本独自に発展していった美意識の一つであり、

それは、「愛でる」という「鑑賞者」も含み、作り手と受け手、全ての日本人の中にある美的価値観です。

そんな「見立て」を含む「日本の美意識」の「更新」が私の本分であり、メディアは違えど、図らずも、初期

の作品から通底している本質的なものなのです。

そう、私はメディアを複数使います。メディアを選びません。今回は、私が作った「寓話」という大きな設定

のコンセプトがあり、そこからイメージしたビジョンを表現しているので、写真というメディアを使っていま

す。なぜ絵画ではなく写真なのかと言うと、それはより「リアリティ」が感じられるメディアだからというシ

ンプルな理由です。

そして、「寓話」には「比喩」や「擬人化」「教訓」などの「構造」があります。個別のテーマである「9.11」

「人種差別」などの「見立て」は勿論、他、「メタファー」「シンボル」に加え、「浮世絵」や「禅」などの

隠された要素も含み、その「構造」を、様々な要素で構成し、寓話という物語を語っているのです。

つまり冒頭の「見立て」を「愛でる」とは、その物語（寓話）を作品を通して読むことでもあります。



「見立て」が「MITATE」になる日：（もう一つのステートメントとして）

　「見立て」は、ジャン・ボードリヤールによって広められたシミュラークルという概念に近い。

　「見立て」はいつも本物ではないからだ。『山口昌男著作集〈5〉』（筑摩書房）

また、文化人類学者の山口昌男は『日本の美を語る』（青土社）の中の美術史家の高階秀爾との対談の中で、

「見立て」を「両義性」を持っている言語的観点から、「詩的言語」の「異化」という言葉に類似性を指摘し

ている。

「異化」とは、20世紀初頭のロシアで起きた文学運動「ロシア・フォルマリズム」の中心人物であるヴィクト

ル・シクロフスキーが提唱した概念で、「日常的な事物を奇異なものとして表現する手法」を意味する。

「異化（異化効果）」は、ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトもほぼ同義語として演劇理論にて提唱しいて

いる。

他、言語学者の立川健二も「見立て」を「記号論」で捉えようと試みている。『現代・見立て百景』（INAX 

BOOKLET）

日本の古典的美意識の一つである「見立て」を、美術史にも影響を与えた「シミュラークル」「異化」「記号

論」などの「西洋の言葉」を「接続」することで、はたして「見立て」が「MITATE」となるか。

それらの解釈や指摘、試みは、現在はまだ微かな灯火ではあるけれど、私には煌々と光って見えるのです。

私は、「日本の美意識」の「更新」を「縦軸」する。

ステートメントの通り、私は、「日本の美意識」の「更新」をボケーション（天職）と考えている。

「更新」という意味には2つある。作品そのものと、欧米の指す「美術史」への「接続」という意味だ。

ただし、その目論見には、曖昧で複雑な日本の美意識（美学）の「翻訳」が絶対条件となる。

日本語と英語の違いから生じる「知覚」や「類推」の違いなどの理解を含む高い次元の「翻訳」が。

「千里の行も足下に始まる/老子」（せんりのこうもそっかにはじまる）

「遠い旅も足元の一歩から」？

いや、ゴールは目の前だ。なぜなら、日本語での研究は、とっくの昔に先人達が終えているからだ。

その膨大な「知識」「資料」「論考」つまり「歴史」を、「日本人以外には理解出来ないだろう」と「死蔵」

してしまうのは、あまりにも「自虐的」であり、そういった一つひとつが日本を「中心」から遠ざけ、「周縁」

を「周縁」のまま許してしまうのではないだろうか。

美術批評家の椹木野衣は、その「周縁」である日本を「悪い場所」と「見立て」たことは言うに及ばずだが、

事実、「中心」ではない以上、その「中心」に何をどう「接続」するか、当然のことながら、その方法は個々

の作家に委ねられているのが現状だ。

では「日本の美意識」の「更新」を「縦軸」とする今作品が、果たして接続可能なのかどうか、

完全に「鎖国」してしまう前に、確認しても、まだ遅くはないだろう・・・



一体何が日本の文化をこれほどに変え、魅力あるものにしているのか？

        鳥原学 ｜ 写真評論家

消費文化のアート・ムーブメント

　シミュレーショニズムは1970年代後半に始まる、現代アートの主要な潮流である。社会に流通

する広告やジャーナリズム、あるいはアート作品の良く知られたイメージと手法を借用、流用、

または模造して新たな作品を生み出す試みだ。記号化された完璧なヴィジュアルイメージの氾濫

が、私たちの欲望を絶えず刺激し、その心理をコントロールするようになった高度消費社会の表

現形式なのである。視覚メディアが社会と個人に加える抑圧を、そのメディアの最も類型的な表

現スタイルに則って再現することで、表層的なイメージに潜在するグロテスクな欲望を現前化さ

せようとする。

その作家たちが主要な手段としたのが写真である。例えばテレビや映画におけるステロタイプな

女性描写を再演するシンディ・シャーマン、西洋の古典美術の様式を借りてタブーだったセクシ

ャリティを露にしたロバート・メイプルソープ、広告を再撮影してそこからコピーを抜くリチャ

ード・プリンス、メディアで発表された写真をもとに段ボールで建築やインテリアを再現し既視

感を刺激するトーマス・デマンドなどは日本でも人気がある。この潮流は、その構築的な手法か

ら日本ではコンストラクティッド・フォト（constructed photography）と呼ばれるが、広告写真

を制作する手法との類似性からステージド・フォト（staged photography）とすることも多い。

シミュレーショニズムの起点は1950年代のネオ・ダダやポップ・アートなどのアート・ムーブメ

ントに見ることができる。後者と言えば、アメリカのアンディ・ウォーホルがすぐに連想される

が、じつはイギリスで始まっている。この初期の代表的な作品、米国企業の商品広告がコラージ

ュされたリチャード・ハミルトンの「一体何が今日の家庭をこれほどに変え、魅力あるものにし

ているのか」（1956年）に見られるように、アメリカの豊かな消費文化の世界的影響を示してい

た。

そのポップ・アートがアメリカに還流され、ウォーホルというスーパースターが誕生したのだっ

た。広告界のグラフィック・デザイナーからアーティストに転身した彼は、唯一さや真正さに置

かれたアートの基準を、広告やジャーナリズムで使われる写真の複製性への着目によって解体し

てしまった。有名人や事故現場の写真を再撮影した版画作品が示すのは、私たちは複雑な内面を

持った人物よりも、写真によって純粋さが強調された表層的なイメージを愛しており、それは大

量にコピーされるほど価値を高めていくという現実である。

ウォーホルの仕事は、美術家だけではなく、生粋の写真家たちにも影響を与えた。彼らの撮るス

ナップショットに代表されるストレートな写真もまた、この世界のシミュレーションのひとつの

形式であるという事実を示唆していたからだ。このことはゲイリー・ウィノグランドやリー・フ

リードランダー、あるいは森山大道の仕事に顕著である。ことに1970年代において森山が「写真

は複写である」と発言し、看板やテレビ画面を撮影した作品を精力的に発表したのはその実践の

一つだった。



“国風化”による接続

シミュレーショニズム的な作品が日本で盛んに展開されるのは、アメリカのそれからやや遅れて

1980年代半ばからだった。それらにはアメリカとは違った点が見られる。イメージの数量の問題

が後景化して、質的価値観が前面に出ているのである。それは欧米の文化を受容することが即ち

近代化であり続けてきた、日本人の複雑な感情の表出である。

こと美術界においては、明治初期に「美術」と訳された“Art”という輸入概念を私たちは本当に

消化し得ているのか、という根本的な不安がその底辺にある。美術とArtに橋を架けるための試

行錯誤が、日本の近代美術史を作ってきたとも言えよう。

杉本博司と森村泰昌という、日本のシミュレーショニズムを先導したと評価される二人の歩みに

も、葛藤の大きさが見える。杉本は、長くアメリカに滞在するなかで逆に日本の古美術の諸要素

を再発見し、それを自作に取り込むことで西洋人のオリエンタリズムへの憧憬を再び照らし出し

た。そして現地において成功を果たし、日本に逆輸入されている。逆に森村は、西洋美術に対す

る鬱屈を、泰西名画のなかに入り込みその身に纏った。それが欧米の美術界に評価されたのだっ

た。

彼らの志向は対極的にさえ思えるが、日本人としてのアイデンティティを保持し続けようとする

点では共通する。それは日本的な比喩である、茶道に源をもつ「見立て」の技術を重要な手法と

して使用する点に表れていよう。とくに杉本はマルセル・デュシャンの「レディ・メイド」を「

見立て」と同じ精神の発露だと捉えている点が興味深い。

これが果たして「見立て」に対する正当な読解なのか誤読なのか、それを問うことにあまり意味

はない。誤読の可能性があるからこそ、ひとつのムーブメントが世界中に拡散し、多様な表現が

生まれるからだ。ことに写真、映画、脚本、楽譜などの複製芸術の可能性は、誤読によって自ず

と表現の幅が広がっていく点にもある。つまりグローバリゼーションとローカライズは、常にパ

ラレルに起こる文化現象なのである。

近代美術の要素を再解釈し、日本固有のそれと置き換える動きは、1990年代以降の現代美術では

より顕著だった。その代表的な例が、村上隆が提唱した「スーパーフラット」という運動である

。遠近法を用いず、画面には余白の多い描写手法は、アニメと日本画の作法を接続させたものだ

。村上がここにArtと美術に橋を架ける方法を見出したのも世代的な必然だが、何よりマンガやア

ニメもまた、ComicとAnimationという外来文化の日本的な受容でありそのローカライズである。

作家の赤坂真理は、2020年に行われた「平成美術：うたかたと瓦礫（デブリ）1989-2019」展の

図録で、美術におけるこのようなネオ・ジャポニズムと呼ばれる傾向について、平安時代の「国

風化」になぞらえて読み解いている。「これ（※スーパーフラット）は、教育などによってぬぐ

いがたく刷り込まれた、明治以来の西欧中心主義からの、意識的な、あるいは無意識的な、離脱

でもあった」（P168）のだと。（※は筆者）

西洋と日本とを無限に往還し、何重にも捻れて形成された現日本人のアイデンティティは、美術

においてこのような自己言及的な手法によって模索されてきたのだ。

スニーカーと富士山

Sohiroの「SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR（スニーカーコレクターの自殺）」シリーズも基本

的な志向は西欧教養主義からの離脱、つまり国風化へのアプローチと言えよう。タイトルの通り

、本作品は自殺者の風景を描いたもので、主要なモチーフはスニーカーである。手元の「LOST 

HOME」、「DEATH IS TRUE」という二点の主要なモチーフとして、前者がナイキ社の赤の「エ

アジョーダン1」、後者は青の「エアフォース1」が登場し、その背景にはいずれも富士山が据え

られている。

「LOST HOME」では富士山を望むビルの屋上に赤いスニーカーが揃え置かれ、その下に挟まれ

た遺書から、身投げしたのはおそらく男性だと推察される。「DEATH IS TRUE」には山のすそ



野に広がる冬枯れの草原で首を吊ったと見られる、青いスニーカーを履いた足がアップで写され

ている。そのファッションと地面に散乱した持ち物からすると、きっと若い女性なのだろう。彼

らを死に追いやった理由を読み解くカギは “死に装束”として選ばれた、これら大切なスニーカ

ーであり、作者はそれをアメリカ型資本主義の象徴に見立てている。

いまさら言うまでもなく、スニーカーはアメリカ生まれの人気ファッション・アイテムである。

社会学者の川村由仁夜の『スニーカー文化論』（日本経済新聞出版社）によると、その人気に火

が付いたのは、1970年代のランニングブームからだ。また同時期にバスケットボールなどのプロ

スポーツ選手のフリーエージェント化が始まり、スニーカーメーカーはスター選手とスポンサー

契約を交わしてブランドイメージを高めている。その象徴がナイキの「エアジョーダン」だった

。さらに、ランDMCを始めとするラッパーたちのファッションのマストアイテムになると、人気

は加速した。

しかし、その一方でアンダーグラウンド的なイメージもつきまとっていた。バスケもラップも黒

人が主導して形成された世界だからである。以下、本書で引用されている黒人文化研究者マイケ

ル・エリック・ダイソンの言葉を、さらに孫引きしておく。

「スニーカーは、歴史的なラップ文化とアンダーグラウンドの麻薬経済という現実のシンボルで

もある。スニーカーは、黒人文化のクール、ヒップ、シックなものをニュアンス的に表現してい

る」（P133）

さらに1990年代以降は、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズらが好んで履くことで、また新し

い意味が付け加えられた。スニーカーはサブカルチャーの各階層を吸収し、先端的なアメリカ文

化を象徴するユニークなシンボルとなった。

多くの日本人コレクターたちは、スニーカーが持つこのようなイメージを軽やかに身に着けてい

る。それは美術＝Artと受容はするものの、その間の文化的葛藤には関心を持たない美術愛好者た

ちと共通するメンタリティだとも思える。どちらも教育と広告表現とがもたらす流行感覚に従っ

て、素直に育ってきた類型的な日本人なのである。

日本のシミュレーショニズムは、この地点からの離脱を目指し、新しい橋を架けようとする試み

である。しかし、それが容易ではないことは、先行する美術家の仕事を見れば明らかである。欧

米のアートシーンから絶えず流れ込む最新の動向だけではなく、「国風」への回帰もすでに簡単

に脱着可能なペルソナ（仮面）になっているように思える。だとすれば「SUICIDE SNEAKERS 

COLLECTOR」の主人公たちはそれに気づき、深く絶望して、自ら命を絶ったのではないだろう

か。

そんなことを思いながら、本作の背景にある富士山を見ていると、夏目漱石の『三四郎』の有名

な場面を思い出される。東京帝国大学に入るために熊本から上京している主人公の三四郎が、列

車のなかで大学教師の広田先生と出会い、短い話をする場面である。

列車のなかで見た西洋夫人を「西洋人は美しい」と言う三四郎に、先生は日本人である「お互い

は哀れだなあ」と応え、日露戦争に勝って一等国となっても我が国には富士山しか誇れるものが

ない、しかもそれは「我々がこしらえたものじゃない」と続ける。反発した三四郎が、しかし日

本はこれから発展していくだろうと希望を述べると、先生はただ一言「滅びるね」と言う。そし

て「とらわれちゃだめだ。いくら日本のためを思ったって贔屓の引き倒しになるばかりだ」と会

話を締めくくるのである。

西洋から絶えず押し寄せてくる新しい思想や流行のイメージ、それに対する抜きがたいコンプレ

ックスと葛藤、そんな日本人を見下ろす国風文化の象徴としての富士山。「SUICIDE SNEAKERS 

COLLECTOR」は、明治時代から続く、西洋文化と国風に板挟みになった日本人の憂鬱を、とて

も現代的かつ端的な形で見立てた作品である。

2021年8月23日



Biography

CV

1776年アメリカ独立宣言から200年後の1976年7月4日に日本の兵庫県に生まれる。出身は東京。

幼少期からファッションデザイナーに憧れ、1995年から4年間専門学校でファッションを学び、

2000年フランス・パリのCREAPOLEでコンセプトメイキングを学ぶ。

それらの経験は後々専門学校の講師等の職に就くまでになるが、帰国後はフリーランスのデザイナ

ーと平行し、アート作家としての活動をスタートさせる。

そして、2001年9.11アメリカ同時多発テロ事件がきっかけとなり、現代美術家としての活動の方

向性を決定付ける事となる。二ヶ月後、この事件を題材にしたソーシャルアート（交換日記プロジ

ェクト）が現代美術家としての最初の作品。

メディアは限定せず、コンセプトに合わせて使い分ける。

2004年「建築的な美」をテーマに、禅的ミニマリズムを反映させたコンクリート作品や、現在も

続く「見立て」をテーマにした最初の作品群を製作。同シリーズは、「FASHION DRAWING 

BIENNALE 2004」での入選や、2006年「GEISAI＃9」でスカウト審査賞を3社受賞する。

同時期には「両性具有の肖像画」シリーズなどエロティシズムに特化した絵画作品を別名義で作り

始める。

デザイン面では、2010年高橋書店から「余白手帳」、2013年アッシュコンセプトから

「A4 Uchiwa（団扇）」を販売。

2016年東京から茨城県にアトリエを移す。

2018年3月9日親友の死。

2021年「見立て」を扱った「SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR」シリーズを発表。

アイデンティティからのファッションの視座と、呪縛とも言える国アメリカ。それと対比するかの

ように「日本の美意識の更新」を天職と考える。日本から西洋、死、エロティシズム・・・メディ

アもテーマも表現されたものは一見するとバラバラだが、「縦軸」には必ず日本独自の美意識が連

なっている。

1976年　兵庫県生まれ（東京出身・茨城県在住）

Education：
2000年　CREAPOLEファッションデザイン学科3学年卒業（フランス）

Group Exhibitions：
2006年　something pale pink展 birdoflugas（仙台）
2006年　something pale pink展 Sign gallery（東京）
2006年　GEISAI＃9　スカウト審査賞3社受賞（Casa BRUTUS / ビームスB GALLERY  / 
　　　　 Emmanuel Perrotin GALLERY）（東京）
2005年　TOKYO DESIGNER'S WEEK 2005（東京）
2004年　FASHION DRAWING BIENNALE 2004（長野）
2004年　第30回 青年美術展（東京）
2002年　GEISAI＃1（東京）

Designer Works：
2014年　FLYING ART APARTMENT（京都）[Product Design]
2013年　[A4 Uchiwa] アッシュコンセプト株式会社 [Product Design]
2013年　Designfesta vol.37 [Product Design]
2011年　[余白手帳] 株式会社高橋書店 [Notebook Design]
2005年　アースデイ東京 [Product Design]
2004-2006年　学校法人専門学校東京モード学園 [講師]
2004年　[F.T.]製作オフィスハイウッド（茨城）[Costume Design]
2003年　[F.T.]製作オフィスハイウッド（N.Yジャパンソサエティ）[Costume Design]
2003年　有限会社TRICO, [Furniture Design]
2002-2004年　株式会社FELISSIMO [Fashion Design]



① 「SUICIDE SNEAKERS COLLECTOR」という「寓話」＝「シリーズ」を設定。

② 2つの作品は「シリーズ」の中の最初の2点。

③ 副題の「アメリカ型資本主義の終焉と日本」が「寓話」＝「シリーズ」のコンセプト。

④ コンセプトを簡単に訳すと「死と生」（死から生）です。

　「資本主義の本質」＝「蒐集（コレクション）」という「西洋的価値観」の「負のベクトル」の「極み」が

　「アメリカ型資本主義」であり、それを「死の象徴」としています。

　そしてその「西洋的価値観」の根源が「キリスト教」であることから、その「対比」として「日本的価値観」

　である禅や仏教の思想や教えを寓話の教訓（答え）とし、

　「死」から「再生（輪廻）」し「生」となる。というのがこの「寓話」の真意です。

⑤「シリーズ」の全体のコンセプトに加え、「作品毎」に「テーマ」が設けられており、

　「アメリカ型資本主義」が生み出した、「負の遺産」から普遍的な題材が表現されております。

・「LOST HOME」作品NO.1のテーマは「人種差別」（奴隷も含む）。スポーツのユニフォームの「ホーム

　・アンド・アウェー方式」になぞり、「アウェー用」のカラー（BLACK/RED）で人種を表し、「ホーム

　用ではない」という逆説的な解釈で、タイトルを「LOST HOME」（失われた家）としています。言うま

　でもありませんが、「BLACK」は、文字通り奴隷としてアメリカ大陸につれて来られた「黒人」を指し、

　本来の故郷であるアフリカという「ホーム」が失われたことを意味し、「RED」の「ネイティブ・アメリカ

　ン」も、最初に住んでいた土地という「ホーム」が奪われたことを意味しております。

・「DEATH IS TRUE」作品NO.2のテーマは「嘘」で、「9.11～イラク戦争」までがモチーフになっており

　ます。今年で20年目のメモリアルイヤーとなる「9.11同時多発テロ事件」。そこから始まった「アフガニス

　タン侵攻」「イラク戦争」。この一連の流れが作品のモチーフですが、この流れの裏側には「嘘」というキ

　ーワードが多分に存在します。

　裏側と言いましたが、それはどこかの陰謀論などではなく、戦争の開戦理由一つ取っても、「大量破壊兵器」

　が無いにも関わらず、イラク戦争に突入した事や、子供や民間人が犠牲になっているという事は周知の事実

　です。他にも挙げると切りがないほど「嘘」の疑惑が存在するのですが、それらを含めた「嘘」の真意を、

　一般市民が知ることは叶わないでしょう。

　しかし、そこで起こった事。「DEATH IS TRUE」（死、だけは真実）なのです。

⑥ シリーズのコンセプトや各テーマに対し、「擬人化」や、上記以外にも様々な関連要素が現代のイコンなど

　で「見立て」られている他、「寓話の教訓」としての「禅や仏教」を示す「見立て」。「シンボル」「メタ

　ファー」「ハエ」等の「仕掛け」。「信仰」「広告」「商業デザイン」「浮世絵」などの文脈から踏襲させ

　た「構図」、「エディション1/1」などの「外側」の設定。等々も含め、「見立て」を「愛でる」事に加え、

　「寓話（物語）」や「文脈」や「設定」を、「読む」という事を前提とした作品となっております。

（スニーカーコレクターの自殺）

※注釈：作品の簡単な解説（プレスリリース用）

⑦ 最後に、上記はあくまでも「作品の設定」の説明に過ぎず、ステートメントの通り「日本の美意識の更新」

　が本分なので、西洋の美術史に対しての「見立て」という「アプローチ」と、それを反映させた「作品」と

　いう、二重性があることをご理解頂けると幸いです。

※このページのテキストは、プレスリリース用に説明を短くまとめたものです。

　更に詳しい作品の解説などが必要な場合はご遠慮なくお申し付け下さい。

⑧ 鳥原学のテキストの一部分だけを引用する場合の出典は https://sohiro.com でお願い致します。


