第 5 回 優秀者 大石麻央・野原万里絵

はじめに

川口市立アートギャラリー・アトリアでは〈新鋭作家展 第 5 回優
秀者 大石麻央・野原万里絵 型にハマってるワタシたち〉を開催
します。この企画展は地域の文化・芸術シーンを活性化すべく市

本展のベースとなっている〈新鋭作家展〉は新進作家の発掘・紹介を目的と

第5回
新鋭作家展に
ついて

した公募展として 2011 年から継続しています。2014 年までは優秀者が個展
形式の発表を行ってきましたが、オープンスペースである当館の特性を生か
した身近な展開を志向し内容を一部改正。作品に加え、ワークショップ・

民とともに活動することを目指す当館の意志を踏まえ、人々の日

フィールドワークなど地域を対象とした活動のプランについても審査を行い

常にアクセスしながら制作を行う意欲を持つアーティストを公募

ました。

した〈第 5 回 新鋭作家展〉から生まれたものです。
今回公募で選定された大石麻央・野原万里絵は、他者の参加に

出展者を募集

一次審査結果公表

二次審査展示・結果公表

展覧会を開催

の機会としてワークショップやイベントを開催し、その成果を展

応募要項にしたがって、やっ
てみたい展示や活動のプラン
と過去の活動の記録ファイル
を提出していただきます。

一次審査の結果を公表。通過
者にプランの一部をプレゼン
テーションする展示の方法を
申請していただきます。

プレゼンテーション展示と口
頭審査を行ったのち、優秀者
を公表。プレゼンテーション
展示は一般にも公開します。

覧会で発表しました。スタッフは人々との橋渡し役として活動の

応募総数：66 組

通過者：9 組

優秀者：2 組

優秀者とアトリアスタッフが
ともに様々な活動（地域への
取材に基づいた制作、多くの
方と協働した展示など）を展
開。およそ１年をかけて展覧
会をつくりあげます。

よって作品が完成するプランを提案しました。そこに偶然にも共
通していたのは、「型」という観点。一定のルールによる協働制作

構想段階からアーティストと意見を交換しあい、両者がつながり
「型」にハマることで新しい表現が起こる瞬間を記録し続けま
した。
アーティストの公募から、およそ 1 年。当館の意志、アーティス
トの秘められた逡巡と推敲、そして多くの方々のご参加とご協力
によって開催した本展の全容をみなさまにも楽しんでいただきた
く、本記録集を発行いたします。
2016 年 7 月
川口市立アートギャラリー・アトリア

審査員 選評

戸谷成雄

前山裕司

（彫刻家／武蔵野美術大学教授）

（埼玉県立近代美術館学芸員）

大石麻央：人間と言う動物の皮膚の上に、綿という植物か

今回の新鋭作家展の審査には、これまでとは全く違う難し

ら作られたもう一枚の皮膚を重ね着する。その上に平凡な

さがあった。作品とプロジェクトの提案を総合した審査の

人間の服を着衣し、動物らしきキャラクターの被り物を冠

ためである。作品と展示プランを見れば、展示はある程度

る。この三重構造は、私−誰か−貴方、または、私−貴方

予測できる。プロジェクトの効果も予測できなくはない。

−誰か、と表現できないだろうか。私と貴方の間に誰かが

だが、両者を総合したときに見えてくるものを予想する、

密着して入り込むか、私と誰かの間に貴方が密着して入り

そのときに感じる、審査の軸足がぶれるような安定しない

込む。主客の揺らぎを引き起こすこの作品を、ただの着ぐ

感覚、それが難しさの原因だった。結果的に、作品とプロ

るみだと高をくくると痛い目にあうだろう。私の内なるも

ジェクト、そのふたつのバランスと距離が良かった二人が

う一人の私とは、私の外なる貴方の内なる誰か。貴方の内

［凡例］
本記録集は 2016 年 7 月 16 日（土）̶ 8 月 31 日（水）に川口市立アートギャラリー・アトリアにて開催す
る企画展〈型にハマってるワタシたち〉にあわせて作成したものです。
・掲載情報は 2016 年 7 月時点のものです。
・図版には作品名と制作年、あわせて撮影者を記載しました。撮影者の記載がないものはアトリア
スタッフによる記録、プロフィール画像はアーティストから提供されたものです。

選ばれたように思う。

なる誰かは私ではなく、貴方も貴方ではない私の内なる誰

「中の人」という言い方があるらしい。キャラクターの着ぐ

かであり、その誰かと誰かが愛し合ったとしても、私は、

るみでは、例外を除き、中の人は没個性的に演じるわけだ

貴方を愛していないかもしれない。

が、大石麻央の着ぐるみ風な作品では、逆に個性の露出が

野原万里絵：人間が自然を認識する際、線に還元し普遍的

意図されているようだ。参加者が作品を着ることによっ

形として認識するか、色彩や陰影に還元し、個人の感覚印

て、人種や顔といった社会性が隠れて個人が滲みだす。

象として認識するかは、絵画の二大潮流を成してきた。前

野原万里絵は、ふつうの作家なら隠すはずの個人的な制作

者を古典主義、後者をロマン主義とも言われた。古典主義

の過程に焦点を当てる。それが線を描く「定規」で、道路

の形を生み出すには、型が必要であり、それは、鋳型ある

や建物などから採集した線で作った曲線を引く雲形定規を

いはゲージとなる。野原は、絵画を作者の主観にゆだねる

作り、それを基に絵を描く。その定規の制作、あるいは絵

のではなく、取り巻く環境の中から線を取り出し、その線

画の制作を他者にゆだねることを意図している。

からゲージ、定規を制作し、その定規を使って形を生み出

冒頭でバランスと距離がいいと書いたが、二人に共通する

そうとしている。さらに取り出す線が主観に偏らないため

のは、もともと作品に他者が介在する要素があることかも

に、他者の視線を取り入れている。では線はどんな所に見

しれない。だからこそ、作品とプロジェクト提案が違和感

いだされるのだろうか。おそらく三次元的に折れ曲がった

なく連続し、片方が過重にならない自然さを生む。それを

角であり、角の平面化とも言える。

期待したい。

・本文中、アーティストとスタッフの話し合いについて記載している部分については、執筆者が
アーティストとの打合せの内容を意訳し口語的表現を生かして記載しています。

※二次審査終了時点で優秀者への評価・展望などを審査員にコメントしていただきました。

大石麻央

●公募の審査から展覧会開催までのできごと
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●制作につかった
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人々の日常にアートの現場への入口をつくる
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展覧会にて成果発表

6月18日・19日／参加者：110人

大石がつくったかぶり物を身につけて撮影ができるイベントを開催し、人々の日常
のそばに「突然にアート制作に巻き込まれる」機会を設けました。参加者は自分に
合うサイズのかぶり物で頭や身体を覆い、大石の指示通りに棒立ちのポーズ。仕上
がった写真を見ると、大石の「型」にハマったおかしな姿に思わず笑顔がこぼれま
す。ちょっとした変身気分をそれぞれに楽しんだ様子でした。

「例えば誰かを好きになるとき、外見はおろ
か人間であるかどうかも関係ないのではない
か」という独自の価値観を表現するため、動
物の頭のマスク・動物の皮膚をした人物像を
発表してきた大石。鑑賞者に自分や他者の存
在を振り返るきっかけをつくりたいと、川口
に住む人を動物のマスクや手袋など（以下
「かぶり物」
）で覆って写真撮影するプランが
提案されました。
ここでのかぶり物には、異なるものを一定の
形式にはめこむ「型」という観点が見られ

4

ます。
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スタッフと意見を
ぶつけ合う
交わされたことば
大石＝Ｏ

人々の日常に
アートの現場への
入口をつくる

「着るアート体験＆撮影大会」

提案されたプランをもとに、1 年後の展覧会へ向け大石とアトリアスタッフとの間
で意見交換を繰り返しました。これまでも一貫してかぶり物をした像を発表してき
た大石は、多くの人に参加していただきながら表現することについて自らの思いを
語ります。一方で人々や鑑賞者に寄り添う立場でありたいという思いからスタッフ
は意見を述べます。両者は度々ぶつかりました。

スタッフ＝Ｓ

かぶり物について
Ｏ：かぶり物のモチーフにする動物は発表す
る場所に関係のある生き物を選んでるん
です。今回は「鳩」にしようと思います。
いくつかの種が共存してるっていう感じ
が、いろいろな人がまぜこぜになってい
る川口らしさに繋がるのでは、と。
Ｓ：モチーフにする動物の種類にも意味があ
るのですね。鳩の特性は、確かにそうか
もしれません。そもそもなんですが、い
ろいろな人にかぶり物をしてもらうのは、
大石さんにとってどんな意味があるんで
すか？
Ｏ：川口に長く住む方とそれ以外の場所に住
む方それぞれにかぶってもらうことで、
その方の「内面」とか地域性みたいなも
のが浮かび上がるのではないかと思うの
ですが。

外見に「内面」が表れる？
Ｓ：でもかぶり物で意図的に見た目を同じに
して、しかも同じポーズで写真撮るんで

すよね？人の内面ってそんなに表れるも
のですかね…。
Ｏ：私自身は、そう信じています。全員そっ
くりになるように撮影したとしても、一
人ひとりの立ち姿にわずかな違いが出る
ので、そこにその人らしさみたいなもの、
つまり「内面」が感じられると思うのです。
Ｓ：立ち姿の違い、ですか。それってやっぱ
り外見、つまり表面的な情報になっちゃ
う気が…。なら大石さんの言う「内面」
と外見の問題として整理し、鑑賞者もそ
れについて深く考えることができるよう、
もう少し強いメッセージを発信する作品
にした方が良いのではないでしょうか。
人の「内面」と外見をどう見るか、それ
が大石さんが重要視すべきことだと思う
んです。

作品に表したいこと
Ｏ：でもそれだと、私がやろうとしているこ
とからズレてしまいます。そもそも私は
「私が他者をどう見るか」を表現してい
るんです。つまりこれまでもずっと言い
続けてきた「誰かを好きになるとき、外
見はおろか人間であるかどうかも関係な

い」という世界観を表現したいのであっ
て、「鑑賞者が他者をどう見るか」を限
定 したくないんです。 だから、「 内 面 」
が外見に出ている、そう感じるかどうか
は、見る人次第としか言えないです。
Ｓ：確かに他の人の視点を「こうだ！」と
言 い切 るのはマ ズ い、 それはわかりま
す。でも今のままでは鑑賞者を置いてき
ぼりにしてしまうかもと、 ちょ っ と心
配…。それに今回私たちが目指すべきで
ある「人々の日常にアクセスする」とい
う観点も、まだちょっと弱いような…。
例えば、本当にかぶり物をして「内面」
が表れていると思えるかどうか、実際に
やってみたいと思っていただける人に協
力いただいて制作するというのはどうで
しょう。参加する方にとっては気軽なコ
スプレ感覚かもしれないけれど、制作の
現場に立ち会う機会とも言えますし、大
石さんもたくさん例が集まればより良い
ですよね？
Ｏ：たくさんの人に協力していただけるのは
大歓迎、ぜひやりたいです！写真が集ま
れば集まるほど、私が表現しようとして
いることをきっと感じ取っていただける
のではないかと思います。

展覧会にて
成果発表

撮影イベントで集めた写真をずらりと壁に並べて展示室のどこを見ても鑑賞者の目
に入るよう周囲を囲いこみ、同じ鳩のかぶり物をした像も展示しました。さらに覗
き込むと顔にかぶり物がぴったりハマる仕掛けになった鏡も。会場内の何もかもが
大石の「型」にハマった展示室は一見そっくりなものだらけですが、よく見れば少
しずつ違いもあります。鑑賞者はそれぞれを見比べながら、
「みんなおそろい」に
なることに対する気持ちや、他者を判断することそのものについて振り返っている
ようでした。

《私の辞書》Photo©Moemi Abe

野原万里絵
Marie Nohara

●制作につかった
「型」

好きな「かたち」に
切り抜いた紙（型紙）

1

やってみたい
プランを提案

●公募の審査から展覧会開催までのできごと

3

1

やってみたいプランを提案

2

自身の制作を見つめ直す

3

参加者とコミュニケーションを取りながら制作

4

展覧会にて成果発表

自らにとって予測不可能な要素を取り入れ作
品として成立させるプロセスに関心を持ち、
通りがかった場所の写真や通りすがりの人の
日用品などを集め輪郭線を取り出して制作し
てきた野原。本展でも偶然のものごとを取り
入れた制作がしたいと、鑑賞者が描いた絵か
ら抽出した輪郭線をいくつも組み合わせて作
品化するプランが提案されました。
同じ形状を複数つくり出す「型」という観点
は、のちに登場する型紙へと引き継がれてい
きます。

4
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自身の制作を
見つめ直す
交わされたことば
野原＝Ｎ

提案されたプランをもとに、1 年後の展覧会へ向け野原とアトリアスタッフとの間
で意見交換を繰り返しました。野原は以前から人・場所などの要素を取り入れて制
作していましたが、川口のまちに向き合おうとしたことをきっかけに根本的な制作
動機を振り返ります。制作の中心にある信念を手繰るようにことばをかけながら、
スタッフはともに新たな展開を探っていきました。

スタッフ＝Ｓ

良いと思う「かたち」
Ｎ：私は偶然出会ったものの輪郭線を組み合
わせて平面作品を制作してきたのですが、
今回はさらに発展させ、もの全体の「か
たち」をつかう制作がしたいと思い始め
ました。せっかく川口で発表の機会を得
たので、偶然にまちで出会ったものの中
から良い「かたち」が見つけられないか
リサーチ中なんですけど…正直、なかな
かピンとくるものが見つかりません。
Ｓ：野原さんが集めたい「かたち」がどんな
ものか分かれば、少しは紹介できるもの
があるかもしれませんが…。例えば川口
ならではの産業とか名所とか、そういう
ものがイメージに近いですか？
Ｎ：うーん。考えてみると、いつもは発表を
行う場所で自然と面白そうなものを見つ
けられていたので、川口でも何か見つけ
なきゃと焦っているだけなのかもしれま
せん…。とにかく今は手を動かしたいの
で、自分が良いと思う「かたち」をコレ
クションしながら考えてみます。

「かたち」を見つける、集める
Ｓ：あれからしばらく時間をかけて考えてい
ただきましたが…。どのような「かたち」
が見つかりましたか？
Ｎ：フリーハンドで描いたものとか、川口を
めぐりながら撮り溜めた写真をトレース
したものとか、もう 100 種類以上の「か
たち」をコレクションしました！毎日楽
しみながら続けるうち、私って自分が良
いと思う「かたち」を探しながらも、実
は「誰もが良いと共感するもの」も探し
ているんだと気付きました。身のまわり
には誰もが無意識に目を留めてしまう
「かたち」があると思っていて、それを探
して作品に表したかったんだなって。
Ｓ：確かに、例えば誰かとまちを歩いてい
て「あ、あの○○のかたち面白いね！」
と意見が合う、そんなことってあるかも。
多くの人が惹かれる「かたち」、本当に
そういっ たものがあるのかは気 になり
ます。
Ｎ： そうなんです。 でもそれを探 したいと
思ったら、今のままじゃダメなんです。
このコレクションは私の価値観だけで集
めたものだから、誰かの意志が入りこま

参加者と
コミュニケーションを
とりながら制作

展覧会にて
成果発表

「パンと炭で巨大壁画に挑戦」
6月11日／参加者：小学生15人

未完作品の上から新しい絵を描くワークショップによって、野原と参加者が協働制
作を行いました。参加者たちはしばらく教えられた通りに「型」をつかうものの、
次第に自分なりの工夫やあえてハミ出す描き方を思いついて実践。どこか物足りな
い印象だった作品に豪快さが感じられるようになる頃には、全員顔も手足も真っ黒
け。それぞれに「ここは自分が描いたぞ」と自慢できる部分を増やしていきました。

ワークショップによって制作した巨大絵画が高さ 5m もある壁に展示され、せり立
つように鑑賞者を迎えます。画面全体で見ると何かの模様のようでありながら、描
かれているものには統一感がありません。
「型」からハミ出さないよう丁寧に写し
た「かたち」もあれば、思い切りハミ出して木炭を塗りつけた箇所も。しかしそれ
らの要素は互いに響きあって強弱や奥深さを生み出し、作品に絵画としての見ごた
えを与えていました。さらに鑑賞者も「型」のアイディアを野原に提供することで
制作の一部に参加。作品は新たな表情を見せながら巨大化していきます。

ないと。この「かたち」をつかって誰か
とコミュニケーションをとりながら制作
できないかな…。

誰かと一緒につくる
Ｓ：どうも今の野原さんにとって「かたち」
は制作のきっかけの一つで、それ自体が
何かということよりも、誰かと一緒に制
作することの方が大事みたいですね。そ
れなら、アトリアに遊びに来る子どもた
ちと一緒に協働制作してみるっていうの
はどうでしょう？
Ｎ： それは面 白 そう！ そうだ、 この「 かた
ち」を転写できる型紙で、私の作品に新
しい絵を描いてもらいたいです。木炭と
一緒にステンシルのようにしてつかえば
子どもたちも簡単に描けるし、パンをつ
かえば消すこともできる。それにせっか
くなら巨大な作品を持ってきて、みんな
をビックリさせたいです！
Ｓ：まるで壁画の制作ですね！それだけ大き
な絵なら準備が大変ですよ、頑張りま
しょう！
左：
《Pattern01 〜絨毯と子供〜》右：
《Pattern02 〜絨毯と人〜》Photo©Moemi Abe

1 年を
振り返って

大石はかぶり物によって不特定多数の人々の外見をパターン化しました。撮影

スタッフより

の指示を不思議がりながらも、コスプレ大会のような体験を楽しんでいたよう

イベントにおいて参加者は、
「型」にハメて全く同じ見た目にしようとする大石
に思います。《私の辞書》の写真にあるのはやはり全員似た人々の姿ではあるの
ですが、横並びにされることで僅かなズレが際立って見える上、よく見ればな
ぜか違うポーズをしたものも混ざっているのです。「型」にハマった人・ハマり
きらない人の姿が並ぶ中、鑑賞者は仕掛け鏡を覗き込むことで擬似的にその一
員となります。その状況を好意的に捉えるか、あるいは居心地の悪さを感じる
か。鑑賞者のうちに起こる感情もが、鏡面に反映されたかのようでした。
野原は自らが「型」づくりにハマって楽しんだようですが、他者に対しては
「型」にハマることもハミ出すことも歓迎しました。
《Pattern01 〜絨毯と子供〜》
《Pattern02 〜絨毯と人〜》は木炭、パン、そして「型」をつかうワークショッ
プの中で参加者とともに描かれたものですが、そうとは思えない表現の多彩さ
を見せます。野原はステンシルのようにして「型」をつかう方法を教えたもの
の、それを真似するかどうかについては口出しせず、むしろ参加者の自主性を尊
重したのです。制約があるかのように思えた状況で、参加者は時間が経つにつ
れて自分なりにハマる表現を見出します。その一瞬一瞬を写し出した巨大絵画
は壁一面を埋め尽くし、鑑賞者の視界いっぱいに広がりました。画面の前を行
き来する鑑賞者の目にも、それぞれにハマる表現が写し出されたのでしょうか。
本来、何かを規定する ･ 大量にコピーするといった機能を持つ、型。しかし本
展における「型」は、人々の反応を引き出し、他者へと受け渡すコミュニケー
ションツールとしての機能を果たしました。アーティストやスタッフを通じ、
参加者・鑑賞者へ。あるいは逆に、参加者・鑑賞者からアーティストへ。様々
な反応が繰り返されるうち、ワタシたちが「型」から感じるものごとも増え、
互いに生み出す価値観を受けいれあうことにつながったと言えるでしょう。アー
トを媒介としたツールをつかってつながった可能性は、互いの視野を広げてい
きました。これからさらにそれを広げていけるかもしれない、そう思える瞬間
にすら、ワタシたちは立ち会ったのです。

第5回 新鋭作家展 大石麻央・野原万里絵
型にハマってるワタシたち
̶8月31日（水）
会期：7月16日
（土）
第 5 回審査員：前山裕司（埼玉県立近代美術館学芸員）
戸谷成雄（彫刻家／武蔵野美術大学教授）
南嶌 宏（美術評論家／女子美術大学教授）
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