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分枝 branching

ヒトガタの（枝間ノ闇より）

                                                                                     　　　町田哲也

乾いた汚泥が脛から膝に残り皮膚か地熱かわからぬ残闇の冷気との熱の
差で朧燻りを纏い揺らめく地に立ち微動だにしない顎を引きやや左下方
を睨んでしきりに呟いている姿がある。

「お前が老いた時には俺と同じような位置からお前の知りようの無いこ
れまでの降り積もった悉との離別の性分など忘れ再び繰り返されたこと
も忘れこの俺の目を知らぬうちに真似てやはり淵に半身を浸けた若く白
い躯に向かい長く呟くのだよ」

ゆっくりと子に諭すような柔らかさを醸すその声の響きは小さく低いも
のだったが風もない仄暗い清明の場所に糸を張るように明晰に渡った。
ヒトガタのシルエットは動かず襟元から新たな湯気の繊毛が立ち上り汚
れ衣の破れ目からのぞく赤い皮膚も幾箇所か裂けているのか体毛を張り
つかせて濡れている。やや離れ足下から見上げる角度からの姿では剥き
出しの両足と肩がいかにもカタチを率先するが、光景の筋を背後の樹々
から見おろせば眼差しの示す下方の黒く横たわる淵に半身を沈め身を折
る少年の幼く浮かぶ青白い植物のようなかんばせがあり、その稚拙な脆
弱の軀には親を狩られて擁護を喪失しぽつんと遺された無邪気と唐突な
世界へのきょとんとした放棄（子鹿）の表情は滑稽哀れだが虚空からの
「光景の理解」はこれが原理なのだと印す灰のようなモノが降っていた。
災後のようでもあり、森の黎明のようでもあった。

「飯の残りを考えたことはあるか。喰ってしまったその後のことだよ」

立つカタチは老成の果てが示されていたが背は反り返り壮健な力の漲り
が関節と気配に現れ膨れた血管も陰影が深く刻まれ姿勢を崩さずにやは
り小さな呟きを続けるその僅かな言葉の隙間に呼気を吸い込み上下する
肩は深みへ沈み行く鯨の背ともみえた。右手には太い枝が握られ指先か
ら黒く濡れ滴り様々に使われたか彼の四肢の一部となって先端は地の上
に浮き、殴り倒す陰茎であって身を支える杖ではないと判る。

「この声がお前に聴こえてしまうことは仕方がない。此所と其処という
距離なのだから。お前は陽が昇ると立ち上がってあの憶えのある路を下
り最初に出会う女に連れられて世界に住まうがいずれこの暗い朝のこと
は忘れてしまうだろう」

ヒトガタの背後の林は燃え落ちたような霧を蓄えこのまま燻り続けるの
かいっそ凍り付くのか彼岸此岸の間の時にあってヒトガタは動かず呟き
を続けたが、徐々に表情が露になる湖面に切り取られた白体の雌蕊顔は
ゆっくりと頬のあたりを桃色に変えていく。この時（あるいはもっと以
前から幾度も）みつめる瞳（理解の言葉）はこの幼い白いものの中にも
在って、立って落とし流される声には応じることもなくかの人の魂のま
ま自らの白い喉で反芻していた。呟かれた反復は即座に時間を捲り立ち
上がって路を下り生きのびた挙句（果て）を兆し今に齎して、始まりと
終息が逆転し今に萌芽しているのだともいえた。がしかし、彼らの声は
視座に定着せず虚ろな反響の光景にぱらぱらと花弁のごとく落ちるだけ
だった。

同時にまた動かない湯気の弱くたちのぼる軀の呟きの中に、墨汁が半身
を染めた羞恥と無防備な諦めをともなって幼く灯る言葉も毀れたよう
だった。ここには存在をみせない発声者の言葉が互いにみつめるふたり
立ち去ってからそよぐだろう風のカタチとなって割れた詩文のように淡
く降る白い粉を分け半透明に既に吹き流れてさえいる。灰色に乾いた脛
の汚泥を拭う踞った女の手が詩文と似た半透明にヒトガタの足元の叢に
潜み、その指のしぼった布が黒い池の水を滴らせ破れ衣の中の太ももに
まで拭い上げる手付きの内に夜へ戻る吐息が幽かに聴こえはじめる。白
く幼い精は幾度か瞼を閉じてそれに誘われるのだった。

千通り孕みながらも光景としてはひとつの呟くヒトガタが池に沈んだ幼
気を見下ろして立ち白い無邪気が木霊を還し、露出の不足した静止画の
まま時間が停止し震え、朝がこなければ永続するかの安定があった。辺
りは念仏のような呻き呟きの相対で一段と静まり誰のものでもない光景
の理解の視座が憑依の速度で散乱の位置へ瞬時に移動する毎に言葉は陽
の前の淡い明るさが闇を拭うまでと括弧で括って、夥しい数のヒトの交
わりが陰重なった時の刻みとして死後と生前を交ぜる強引さで且つ重力
に従い間違いを圧縮する蓄積を瞬時に行う。それは例えば「躊躇」であ
り「受難」であり「嗚咽」だったが闇から離れ大気に融けた弁えのよう
でもあった。

鳥獣が時に脇に短く叫ぶ輝く路を女に促され歩きはじめた白い喉元から
「名があれば」と声がもれ、振り返れば（頤だけをまわして）森の小高
い丘に立つヒトガタは彫像のように凝っとして瞼は閉じられ口もとから
白い吐息を丸く幾つも転がし出す蟹陰となった。上気した少年はいつし
か眉間に大人びた一筋を刻み膜が剥がれ透き通った瞳の黒い穴を路の先
へ戻してから、「何度も聴こえたが忘れてしまった」とはじめて自身の
声で発声し路端の枝を手にとった。

老いたヒトガタは半身を一度小さく捩らせたが踵は地に埋まりやがて膝
迄夕刻にはこの身骨が全て地の中だと握った枝で叢の葉を撫でた。顎を
上げ降り注ぐ陽光を眩しそうに仰ぎ唇を閉じ垂直の喉内で、黒い淵に戻
ることはないと筆書きするように文字を呑み込むと至福の味が胃に垂れ
た。

　我は数年来、全人類を全ペン類に置き換へ「ペンギン戯画」と自他
共に称す芸風にて制作し居り。

　奇抜なるアイデアやパロディ的アイデアや何でもなき日常の可笑し
きことに関したるアイデア等、兎に角アイデア重視のペンギン戯画は、
歴史的には十返舎一九の「東海道中膝栗毛」等の洒落や滑稽や趣向を
重んずる戯作、歌川国芳による擬人化したる猫、に連なるもの也。

　ゴオグやムンヒに憧れて画家を目指したりし我なれど、我が絵は戯
画なりて、そもそも油絵を描き初めし二枚目の作にて、野菜を描きた
るに擬人化し「野菜家族」と名付くる戯画的発想を既にしたり。さら
に指を鼻の穴に入れ耳に鉛筆を刺し頭に鉛筆の箱を乗せたる自画像を
描きたり。

　かかる事実を鑑みるに、我が資質は戯画に在りと覚ゆ。

　戯作の精神を復活さすべしといふ「新戯作派」( 無頼派と呼ばるる
こと多し ) の一人太宰治の作品はどれも面白きものばかりなりしが、
悲惨陰惨と言はるる「人間失格」も又ユーモアとペーソス溢るるどこ
までも可笑しき作品にて、同様に戯画・戯作の精神を現代に甦へらせ
ユーモアとペーソス溢るる作品を目指しゐたる我は差し詰め新戯作派
ならぬ「ペン戯作派」とでも申すべきか。

　が誰もペン戯作派を知る者無之（これなく）、たかはしびわの名を
褒め讃うる者さらに無之（これなし）。

「ひとりでは大家のような気で居れど、誰も大家と見ぬぞ悲しき」（太
宰治「あさましきもの」）

ペン戯作派宣言

たかはしびわ
Biwa TAKAHASHI 1972~

Tetsuya MACHIDA 1958~

　私は、1994 年から 2008 年の暮れまで、安曇野にあった廃屋内部
を私の心の内側に見立てて「残侠の家」とし、廃墟になってしまった
己の心を修復して、美術によって生を意志するという表現を試み、そ
の仕事現場を居としていた。
　森敦の小説「月山」には雪の寺の納戸に和紙で蚊帳を造って繭の中
にいるように越冬し、夢からさめるように市井にもどる男がいる。私
は、恢復の企てのため、越冬を 14年間繰り返した。
遅い春の到来には、光と土の力に心身が動かされていく感覚があり、
素描の線から言葉が生まれ、制作に慰謝がともなった。

　私の制作は、衣食住を確保する諸労働の延長にある仕事と似ている。
しかし、労働とは切りはなされたあたりの、あいまいさをもちつつも、
賃労働だけではうみだせない価値としての仕事量を顕わす空間の出現
を、私はめざしてきた。
　しかし、そのような行為が正しいという確信があるわけではなく、
したがって疑念は当然わきおこって、制作どころかマイナス思考に翻
弄される事も多かった。そして、制作行為に過ちもまた含まれている
という視点から、「間違っている私」が「間違っている状態」を突破
していくプロセスにこそ、こころを再構築していく重要な内容が含ま
れていると気づいたのは最近のことである。

　当時私が住んでいたのは、不動産業の父親をもつ友人から紹介され
た物件で、自由に改装してよいという条件の廃屋だった。家賃は払わ
ずともよいという親切に甘えた形で松本市内の繭蔵をアトリエとした
住宅より転居したのは 94年の秋。その前年より、開校当時から関わっ
た美術学校の主要メンバーは、IT 関連のデザインスクール設立にむけ
て舵をきっていた。まだ、80年代後半のバブリーな感覚がそこにはあっ
た。しかし、私はそこで要求されたスキルの体得より、美術を持続す
ることを己の心の中心にすえることを選んだのだった。それまで信頼
していたすべてが破局していたことも、ボディブローのようにきいた。

「残侠の家」／廃墟解体

北澤一伯
Kazunori KITAZAWA 1949~

　

「竹之内、そう見えるように、だ、それ以外に言い様がない。まさに
そのものに見えるようにするんだよ、わかったか？」言葉の細部は当
時聴いた指導内容と多少異なるかもしれないが、町田哲也氏から受け
たデッサンに関する指導はそのようなものだった。簡潔にまとめると
「そう見えるように描く」という言葉になる。1990 年の 6月頃、当時
17歳の私はその単語の連なりをそのまま反復することで、理解でき
たように振舞っていた。美術大学の受験を考え、デッサンを始めて 1
月程の私は、その言葉の真意を正しく理解できておらず、「そう見え
るように描く」という言葉を、「モチーフを観察した際に、目に入る
情報のなるべく多くをそのまま画用紙の上に写し取ること」と理解し
ていた。しかし、それは正しくは無い。この言葉を正しく理解するに
はより多くのデッサンを完成させる経験が必要だった。現在、「そう
見えるように描く」ということを正しく理解できていると思う。だが、
その内容の具体的な方法を言語化しようとすると、やはり「そう見え
るように描く」事としか言い様が無い。「結果の見えの自然さ」と言
い換えられなくも無いがより難解で不鮮明になる。つまり、「そう見
えるように描く」という指標は示せても、そこに至る具体的なタスク
を言語化することは困難なことに気づかされる。具体的なタスクとい
うのは、鉛筆の使い方、描き方、消し方などである。
ポランニー (Polanyi, M. 1996) は言語の背景にあって言語化されない
知を暗黙知（tacit knowledge）と名づけた。（正確には、暗黙的認識
（tacit knowing）が使われている）近年、身体運動に利用されている
知覚情報のほとんどは、意識に上らない潜在的情報であることが知ら
れている（樋口、2008）。また、潜在意識とは複雑な情報を意識的な
努力無しに獲得できる状況のことであり、その結果得た知識は言語化
しにくいとも言われる（Bransford, J. D. et al 2006）。
別の例として、非意識的な過程の脳科学実験において擬音語や比喩的
な表現が運動に作用することが知られている。「そう見えるように描
く」という言葉も、見え方の状態を示した比喩的言葉であり、具体的
な動作や技法について説明したものではないため、身体的な見えに関
するイメージを喚起していると考えられる。

例：
１、「はやく」「歩く」というテロップ ＋ 映像 →脳の言語処理の部位
　　が反応
　　「ずんずん」 ＋ 映像 →脳の運動の知覚に関するMT野が反応
２、「歩いているイメージをしてください」 → 視覚的なイメージを喚 
　　起する
　　「踝が柔らかい砂浜に沈み込むのを意識しながら歩いているイ　
　　メージをしてください」 → 身体を主体とした運動イメージ

ポランニーが示した暗黙的認識（tacit knowing）の現象によれば、暗
黙知である動作のコツの言語化は、個々の筋肉運動を感知するための
遠位項を言語化することで達成されると考えるのが妥当だとも思え
る。
私達は小さな個々の運動（＝近位項）から、それらの共同目的の達成
（遠位項）に向かって注意を払うのであり、それゆえ大抵は個々の筋
肉運動それ自体を明らかにすることは困難であるとされている。私達
は A（＝近位項）から B（＝遠位項）に向かって注意を移し、Bの様
相の中に Aを感知できるとされる。

例：
・道具を扱う場合（洞窟探検の探り棒、盲人の杖）
 - 近位項：道具を扱う感触 → 遠位項：道具が対象に触れる感触
・デッサンの場合
 - 近位項：道具を扱う感触 → 遠位項：結果の見えの自然さ

しかし、たとえ誰かが遠位項を言語化し、他者がその言葉を頼りに動
作を遂行したとしても、感知する個々の筋肉運動（＝近位項）は人に
よって異なる。つまり、暗黙知である動作のコツを他者に伝えるため

「そう見えるように描く」～言葉に含まれた指標～

竹之内博史
Hiroshi TAKENOUCHI 1972~
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FLAT FILE　リニューアルオープンイベント
2012 年 6月 9日（土曜日）
FLAT FILE FRAME 工房を飯綱に移転し、これまでのス
ペースをアートスペース＋カフェに特化します。
リニューアルに伴い、TOPOS ショップを常設設置し、
複合的なキュレーションによる展開をおこないます。

TOPOS SHOP パッケージ販売展示
Genta MARUYAMA photo / opening exhibition
TOPOS depression karte pre-event
source by Kazuya Osame + Hisashi Ikeda
system by visual echo
分枝 - branching - 発刊配置配布
ブランチング編集ミーティング

TOPOS

作品が実現される場所そのものを制作者の「動機」

とし、その場所への固有な「アプローチ」を考えら

れないか。場所を訪れ出会う人々の、その「アプロー

チ」への検証・参加が加わることで、「考えられてい

る場所」「考え続ける場所」という社会的場所性（時

空環境）が生まれ、つくられたもの自体（作品化＝ア

プローチ）の行方も、これまでと違った変異、位相が

起こるのではないか。こうした問いによってトポスは

2010 年より計画され、2011年初夏より軽井沢、長野

にて見いだした「場所」に於いて賛同作家による「場

所の検証」を踏まえて継続展開する企画展として開始

されました。

SHOP at FLAT FILE

今回 FLAT FILEリニューアルに伴い、TOPOS企画と連

動したTOPOS賛同作家作品の常設販売ブースを設置

し、FLAT FILE 企画と並行した、活性の「場所」とし

て共生し、作り手ばかりではない受けとめる方々を含

めた集う人々の意識がより透明に交換され、新しい契

機に充ちた次世代へと考え続けられる場所として社会

的機能の工夫としての試みをはじめます。

バエイカッケイ

地域情報コンテンツ生成サービスとして 2010 年より

開発進行中のバエイカッケイ（場映活系）は、主軸に

さまざまな人々のインタビュー動画映像オンデマンド

蓄積配信を置き、懸かる声と表情に連結される「活動」

「場所」「系統」の情報を併置したプロジェクトです。

震災という崩壊を経て再考が繰り返され、修復されつ

づける場所に生きる人々の実直な姿そのものが、現代

的な手法デバイスによって正確に観測記録され公開さ

れ遺されることで、場所の意味と謂れ人間の誇りや

系譜文脈が明らかになり、また夫々が連動し新たな

関係性を結ぶ運動を促す仕組みとして取り組んでいま

す。

分枝 -branching -

ブランチングは寄稿併置ペーパーとして発刊配布配置

され、共同体に点在する多様なる意識の同時性を「間

主観」的に表出する（手にとる）ことを目的として発

想されました。

寄稿者は各々異なった属性（世代・所属）とスタンス

に於いて自在に見解と表明あるいは想像力を、テキス

ト（スクリプト）によって遺し次世代へ継続すべきア

ナログメディアのカタチを提供します。

初動企画・主催はバエイカッケイとし、編集指針は寄

稿者による会議によって自在に変容するものとします。

様々な方に、内容やテーマを問わず、現在の人間の

姿の吐露あるいは個々の多様であることをそのままに

して纏めず、併し同時代性あるいは地域性（限定す

るものではありませんが、初回配布は長野県北信地方

となり、展開如何によってはアーカイブの外部再配布

となる可能性もあります）という場所の意味を世代を

越えて構築しながら崩し修復しまた変異を促す契機と

もなり得るローカルなエスプリ表象として試みます。

初回発刊を、69 イベントに併置します。

http://toposnet.com

Photo by Genta MARUYAMA map by Atsushi NAKAJIMA / 3THREE

Karte
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depression
10,July - 22,July 2012

TOPOS 04 depression karte
池田久 Hisashi IKEDA / 納和也 Kazuya OSAME
7/10(tue) ‒ 7/22(sun) 2012
at はっぱカフェギャラリー
長野市東町 125-3 ぱてぃお大門蔵楽庭内　
西洋料理もりたろう2F
phone & fax 026-237-3939
http://moritokiart.com

ブランチング 02 発刊 2012 年 9月 9日
ブランチング 03 発刊 2012 年 12 月 9日 
ブランチング 04 発刊 2012 年 3月 9日
ブランチング 05 発刊 2013 年 6月 9日

入稿先　system@baeikakkei.com 
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　まず最初に、この文章を書いているぼくのことを。社会福祉法人
かりがね福祉会という「障害者」をサポートする事業を行なってい
る団体の中で、主にアートや表現活動によって、そこに参加する人々
をサポートする事業を行う場所「風の工房」で働いています。長野
県上田市真田町の上田市地区から菅平へ向かう R144 の脇道を入っ
た場所そのアトリエはあります。風の工房は「ものづくり」と「つ
くりて」たちの場所【ワークショップ】です。日々、18名前後の方
が通います。現行の障害者福祉の法律「障害者自立支援法」に基づ
く生活介護事業所というのが正式なこの事業の位置づけになります。

　次に、障害者の表現活動が今、どう社会や世界に受け入れられて
いるか、を。アウトサイダーアートやアールブリュットと言った「正
規美術教育や伝統的な訓練を受けていない」「地位や名声の為ではな
い」「流行やモードに依らず自分の表現欲求に純粋」なアートとの親
和性の中で、近年「日本のアウトサイダー・アート」や「日本のアー
ル・ブリュット／アール・ブリュットジャポネ」として海外に輸出
されたことで、日本に逆輸入するかたちで現在、何人かの作家や作
品が注目されています。こうした福祉施設の中で生まれた作品も含
むアートは TVドラマ裸の大将のモチーフとなった山下清だけでな
く、『アウトサイダー・アート』( 服部 ,2003) などが取り上げたよう
に日本でも、どうにかこうにか「評価」する言葉や文脈を探し（む
しろ探り）始めたと言えます。そして、その導火線の役割を果たし
た動きが 90年代初めに起こった「エイブル・アート・ムーブメント」
だったことを忘れるわけにはいきません。現在、その運動はアート
という可能性の拡張性をコンテポラリーな時間や空間の表現、ダン
スや音楽の中にも見出し、または積極的なかたちで資本の仕組みと
して施設と社会を繋ぐ仲介組織「エイブルアート・カンパニー」を
設立しました。日本における障害者や入所施設、精神病棟の中で生
まれた作品は、その社会構造的にも閉鎖的な環境に置かれながらも
多様な価値観を、作家以外の支援者や鑑賞者、関係者が積極的に見
出していく過程を今、丁度通過しているところでもあります。

　そして、再び風の工房について、です。風の工房自体のアート活
動の取り組みは 15年を過ぎました。もし表現の生々しさが風の工房
の作品にあるのであれば、それは単純かもしれなですが、作家自身
が真剣に面白がってカッコイイ絵を描こうとしているからかもしれ
ません。そして、根本にあるぼくらの活動の芯こそ、「人が生きる」
という表現を大切したいということです。長野県内の公立美術館で
の企画展へ参加できるようになりました。同時にギャラリー以外の、
例えばルヴァン信州上田店やアートスペース FLATFILE、ナノグラ
フィカへの企画や出品と、オルタナティブな場にも展示しています。
FLATFILE では、2名の作家によるライブペインティングを行いまし
た。絵を描き、売る。シンプルですが障害あるなし関わらず真摯な
交流の可能性がこうしたオルタナティブな場にはあります。表現や
作品に触れ感動し、言葉になる前のインスピレーションが作品と人
を繋げ、人と人を介すことが「場＝メディア」をつくるのだと感じ
ています。あくまでも個人的な勘ですが、ライブペインティングし
た絵がその場で落札されたとき、そこで起こった出来事は決して障
害者への慈悲なんかではなく、何か言葉にならないパワーを感じた
鑑賞者と作家の真摯なコミュニケーションだったのではないか、と。
何か新しいシーンが始まるとき、人と人の言葉にすれば零れ落ちて
しまうような閃きがあるのだと思います。そんなキラキラと輝くイ
ンスピレーションが連鎖する場として FLATFILE が盛り上がって行っ
て欲しいです。

　社会福祉法人かりがね福祉会　風の工房
　〒386-2201 長野県上田市真田町長 2464-1
　Tel:0268-72-2151　Fax:0268-72-4976
　art-kaze@ued.janis.or.jp
　http://n-life-a.net

FLATFILE は長野のアートシーンのHUB 的存在である。

FLATFILE が誕生したのは2010 年 3月。
ニューヨークから帰ってきたモリヤさんという人がやるらしいと当時ワク
ワクしたことを今でも思い出す。
モリヤさんは口数は少なく、尖った感じがとても好きだ。そして、内に秘
めたアートに対する想いはそうとうだ。
ご自身はもともと作家としても活動していたらしいのがアートスペース
FLATFILE では、「環境や場」を作るという役割を担ってくれている。
長野で活動する作家にとってはとてもありがたい「場」になっている。
それはただの場でなく、アートを通じての人と人とのコミュニティスーペー
スとしての機能も同時に果たしてくれている。
モリアさんの変わらぬスタンスのままFLATFILE は生き続けるいくだろう
し、言葉は雑だが「文化の過疎地」である長野でまたどんな文化と出会
えるきっかけを作ってくれるか本当に楽しみである。

わたしが生まれ育った　長野　という土地には
古くから流れ受け継がれる独特な　[ 香り ]　のようなモノが存在する
それは 物質的な色を持たず
一方で 個々の核となるエネルギーへ色を添える
そういった [ 香り ] は その土地その大地にそれぞれ存在し
その地で生きる人々の文化や文明と言われるカタチとして伝承されてき
たが
カタチがより精神的かつエネルギー性を秘めたモノとして存在する時
現代人は特別扱いする傾向が窺える
むかしの日本では より精神性が強く 見えぬカタチに触れることが日常で
あり
また そこに宿りしモノをカタチとして伝承していた
現在 ここ長野という地で
どれだけの現代人が [ 香り ] に触れて生きているだろうか
むかしの日本と変わらないのは
[ 香り ] には常に表現が存在しているということ
長野で表現を続けるわたしたちにとって
[ 香り ] を持ち 日常として捉えられるような試みは必要なのかもしれない
わたしが初めて FLATFILE を訪れた際
モリヤ氏との会話がリズムをとる中
この場所のこの空間には [ 香り ] が漂っているように感じたのを覚えてい
る
それは 精神性の強い [ 香り ] を持つ表現者が集う場所だからなのか
モリヤ氏の持つ独特な旋律と場所性の融合からなのか
どこから漂っているのか定かではないが
その定かでなく存在することのできる FLATFILE の [ 香り ] が
この空間では既に物語を歩いているようにわたしには感じる
集うことで強調され　また 分散することで周囲に漂う　　　FLATFILE
の [ 香り ]
わたしも　そして　あなたも
既にその物語を歩き始めている

私にとって額縁業というのは天職だと最近あらためて実感。
美術館やギャラリーにあしを運ぶ人たちは作品を観にいくわけで、そこ
では額縁は完全に脇役に徹せられる。作品は強い自己主張でそこにいる
が、額縁は何も言わず、邪魔にならない様にそこにいるだけでいいのだ。

　ギャラリーという箱も、そんな額縁のような役割を持つものであり、
真っ白な全く何の主張も無い空間が主流なのにも納得できる。
　しかし、FLATFILE のギャラリー空間は全くの逆で、そこは古い長屋を
少しの手直しで済ませたがゆえの異質感がある。特に２階に関しては強
い主張がある空間に思える。

１００年前からある建物が持つ歴史が感じられる古い壁紙が剥がれ落ち、
天井も低く、薄暗い異空間。時に作品を殺してしまいそうな空間なのだ。
　しかし、そこで飾られる作品はどれもその空間に融合し、調和してい
る様に見える。
　作品 x場所＝新しい作品として生まれ変わっているかのように。
　
　もしかしたら額縁と作品にもそのような関係が生じる事もありえるの
ではないかと改めて思う。作品／場所／額縁。それを実験出来る場所が
私にとっての FLATFILE なのかもしれない。
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太田伸幸
Nobuyuki OTA 1981~

オープン 3日目のフラットファイル  2010/3/21
清水隆史

Takashi SHIMIZU 1969~

モリヤコウジ
Koji MORIYA 1974~

　大正時代以前に建てられた長屋を改装し、2010 年 3月に「額縁屋
＋ギャラリー」としてオープンしました。
　善光寺より徒歩 10分。門前町はここ 2、3年で新しいお店が続々
とオープンしこれからの展開がとても楽しみな地域です。
ギャラリースペースは俗にいう「ホワイトキューブ」の空間にこだわ
らず、古い長屋の趣を壊さないように心がけました。ギャラリー 2階
部分は壁紙がほとんどはがれ落ちている状態のまま残してあります。
壁紙の下地には当時の新聞が貼られ、明治時代のものが発見されたこ
ともありその頃に建てられた建物だと推測します。

　当ギャラリーにはレンタルスペースはなく、企画展として主に長野
で制作活動するアーティストの展覧会を中心に定期的に個展 (＊1) を
開催します。また年に一度、長野にゆかりのあるアーティストによる
グループ展、「Nagano Art File」(＊2) を開催しています。
FLATFILE が版元となり、版画作品の制作・販売 (＊3)、また 
FLATFILEPACKAGE(＊4) の販売を開始。
　2012 年６月より、TOPOS ショップを併設、ならびにカフェスペー
スも準備中。
　アートのみならず、文化の発信地となることを目指します。

＊1　今後の展覧会予定　2012 年 7 月　越ちひろ　個展
　　　　　　　　　　　　             ８月　山上晃葉　個展
　　　　　　　　　　　　　　　  ９月　町田哲也　個展
＊2　Nagano Art File (NAF) 
          - 長野にゆかりのある人なら誰でも出品出来るグループ展 -
            2010（フリーテーマ；参加２５名）
            2011（下絵の世界；参加３８名）
            2012（トートバッグ展；参加５６名） 
            - 次回は 2013 年春開催予定。
＊3　FLATFILE edition
            2010 年　　
            アーティスト：なかむらじん
            タイトル：『旭山麓芸術世界大相圖』
            技法：シルクスクリーン　１色（黒または朱色）
            限定部数 : 30　（黒、朱色　各１５）
            サイズ：50cm　x　50cm　( イメージ　40cm x 40cm）
　         価格：5,000 円
            2012 年　　
            アーティスト：越ちひろ　
            タイトル：未定
            技法：リトグラフ　
            刷師：梅田版画工房　
            ７月発売予定＊価格、サイズ等調整中
　
＊4   作品の価格を 10,000 円 ( 額装代込み）に設定してあります。
         FLATFILE の額がセットの商品になります。
         作品サイズは A4以下。
         額縁の色、形、大きさ等は FLATFILE のお任せになります。
　      取り扱い作家は随時募集しています。
         ご興味のある方はメールにてご連絡をお待ちしております。

　　

アートスペース FLATFILE（フラットファイル）

島田浩美
Hiromi SHIMADA 1979~

門前に額縁屋ができた

OZ / 尾頭 / 山口佳祐
OZ / Keisuke Yamaguchi 1986~

わたしが生まれ育った

モリヤコウジ
Koji MORIYA 1974~

額縁と空間

FLATFILE フレームショップ

2012 年 6月より飯綱町に工房を移転し、制作を行います。桜枝町の
ギャラリーではフレームショップを新設。サンプルなど見て頂きなが
ら、作品にあったご注文をお受けします。

　＊木金土 10時～ 17時　
　＊その他の曜日にご来店希望のお客様は電話にてお問い合わせ下さい。

オーダーメイドによる制作になります。作品をご持参頂き、打ち合わ
せをした後制作に入ります。納期は 1週間から 10日ほど。ご予算に
合わせた制作も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
価格は 3500 円からになります。

  　 ・フレームのサイズ、木の種類、厚さ等により異なります。
  　 ・塗装の場合、プラス５００円～。
  　 ・複数のご注文（大きさが同じ場合）は割引があります。

「今度、教育学部の裏側にギャラリー兼額縁屋さんができるんだって。」
モリヤさんのことを知ったのは、そんな噂が最初だった。はて、額縁屋。
聞くところによると、ニューヨークで長年修業をされた額縁職人の方
が、ご家族を連れて地元・長野に戻り、門前の空き家を改装して開業
するのだという。
　ちょうどその頃、ナノグラフィカを中心とした「門前暮らしのすす
め」プロジェクトにより、門前の空き家紹介の動きがはじまったばか
りで、モリヤさんはその最初の紹介者のひとりに当たるらしい。正直、
芸術作品を見るのはわりと好きだけれども、造詣は全く深くなく、ま
してや額縁に注目したことなど一度もなかった私としては、「そんな
職業を生業とする人がいるのか」という驚きとともに、にわかに近寄
り難い印象を受けてしまった（特に「ニューヨーク帰り」というワー
ドに、安直な私としては、新進気鋭なアーティスト気質を感じたのか
も知れない）。
　とはいえ、新しいお店ができたら気になるし、門前界隈の空き家が
どのように活用され、そして、額縁制作という仕事はどのようなもの
なのかも気になるところ。初めて FLATFILE を訪れたのはいつだった
かすっかり忘れてしまったが、オープンして間もなくだったと思う。

モリヤさんと話した内容もまた覚えてはいないのだけれど、ニュー
ヨーク暮らしが長い＝海外かぶれ的な印象は全く受けず（私の想像の
乏しさよ……）、かえって謙虚で物静かな姿勢のなかに、芯の強さを
感じて魅力的に映った。また、「ギャラリー」という響きから感じが
ちな敷居の高さも感じられず、逆に都会的でポップな印象のポスター
のセレクト販売と、大正時代の古い建物とのギャップに、モリヤさん
のセンスと面白さを感じた。どうやらポスターや絵を買うという行為
はニューヨークでは一般的なのだそうで、そういった文化を長野に持
ち込むというのもモリヤさんのフツフツとした情熱を感じるようだっ
た。

　私的な話をすれば、私もこれまで 2年間に渡り、海外 50カ国ほど
を点々と旅していたことがあった。あれが見たい、これをしたいとい
うわけでもなく、本当にただただ思いつくままにフラフラとする気ま
まな旅。資金が果てるまでにどこまで行けるか挑戦していた、という
のが正しいのかもしれない。結果的にニューヨークに行くことはなく、
中南米からロサンゼルス経由で帰ってきたのだけれど（それ故に
「ニューヨーク帰り」という響きに対する身構えが生じたように思う）、
帰国してから、諸外国と日本のさまざまなポップカルチャーの違いに
気づくことも多かった。例えば、世界中でヒットを飛ばしている西欧
圏のポップミュージックが日本ではあまり聴かれず、J-POP が主流で
あること、そしてやたらとお笑いがブームであること……等。それが
モリヤさんにとっては、気軽にアート作品を購入する人が少ないとい
うことだったのかも知れない。

　11年間のニューヨーク生活のなかで、自ら描いた絵を路上で販売
して生計を立てていた時期もあったというモリヤさん。ニューヨー
カーにとって、絵を買うことはとても一般的だそうで、彼らの部屋は
壁の下地が見えないほどポスターや絵画の類いを貼り巡らせているの
だそうだ。日本には全く馴染みがないそういった文化をもっとみんな
に知ってもらいたい、親しんでほしいという想いの表現がギャラリー
としての FLATFILE だったのだろうか。と書きつつ、実は、モリヤさ
んと話していくうちに「当初は単純に住居を探していただけで、額縁
づくりもギャラリーも仕事にしようと思っていなかった」と知るのは
後々になってからのことなのだけれど。
　FLATFILE には、ポスターのほかに、長野県出身のアーティストを
中心とした絵が販売されている。ある時、何気なく値札に目をやると、
想像していたよりもずっとリーズナブルであることに気づいた。そこ

で、何気なく思い立ち、人生で初めて絵を買うことにした。額縁も同
じく、思っていた以上に手頃。これはぜひ、と額装もお願いした。
　モリヤさんが木枠のサンプルを絵に当てて「こんな感じはどうで
しょう」と提案してくれる。うーん、どれも良い気がする。それでも、
余白が多いシンプルな絵には白い額縁がよく似合う、そう思って、白
い木枠の額縁をオーダーした。絵を購入するなんて！ 齢三十にして、
なんだか大人になったような、清々しい気分を感じた。

　そんなこんなで、今では気軽に絵や写真に合わせてオーダーしてい
る額装。そういえば、パナマのサンブラス諸島という島を旅していた
時に購入した「モラ」という伝統工芸の刺繍の布地を額装してもらっ
た時は、手作り感あふれる布切れが途端に芸術作品のような仕上がり
になって感激だった。それに、とある絵の額装をお願いした時は、一
度作ったものの「やはり別の額縁に作り直したい」と、改めて制作し
てくれたこともあった。果たして、直してもらった方が作品がぐっと
映え、深みが増したように感じた。
　「額縁づくり」とひと言に言っても、ただ単に作品のサイズに合わ
せた額縁を作るのではない。額縁の色、太さ、余白の取り方。何パター
ンもの組み合わせのなかから作品ごとに適した額縁を考えて作り上げ
る。それには経験や技術ももちろん必要なのだけれど、それにも増し
てセンスが大いに関係して来るように思う。「センスがある」だとか「セ
ンスがいい」とか書くと、なんだか随分と浅くて稚拙な表現にも感じ
られるが、この「センス」というのが実はいろいろな物事においてと
ても重要で、どんなに知識を積んでも得られないもののひとつだと
思っている。モリヤさんからは、そんな「センス」の良さが感じられ、
だからこそ額装もお任せしてお願いできるし、選んだ絵が「いい絵で
すね」などと言われると嬉しくなってしまう。

　それひとつで趣を変え、決して邪魔することなく作品に馴染み、目
立ちすぎずに引き立てる名脇役の額縁。同じく、独特の空間を創り出
しながらも門前の生活のなかにすっと馴染み、門前ならではの古い建
物とのんびりとした時間層を保ちながらも新しい暮らしを提案する
FLATFILE。この絶妙なバランスは、モリヤさんの人柄そのものが生み
出しているように思うし、これもまたセンスが深く関係しているのだ
とも思う。

　さて、まとまりのつかない文章になってしまった。とにかく、
FLATFILE という空間の面白さは、門前の暮らしにすっと馴染みつつ
も、新しい風を吹き込んでくれた。このたび、6月 9日（ロックの日！）
のリニューアルオープンに当たり、このフリーペーパーとともに、さ
らに新たなる刺激を門前から広く長野にもたらしてくれることに大い
に期待しつつ、今回の寄稿文とさせていただきます。

武捨和貴
Kazutaka MUSYA 1982~

風の工房
には、それを言語化しようとする指導者の努力と、その意味を獲得し
ていこうとする学習者の努力が必要だと思われる。
ここまで、動作のコツについてのみ述べてきたが、デッサンの技能は、
目と心と手の間に働く協調行為である。目と心と手の協調は、「見る」、
「記憶する」、「描く」のプロセスと言い換えられる。筋肉運動として
出力されるのは主に「描く」ことだが、デッサンでは同時に｢見る｣こと、
「記憶する」ことにもコツが存在し、むしろ描くことよりも重要な要
素である。「見る」→「記憶する」→「描く」というプロセスは誰もが容
易に行える行為であるが、デッサンの初学者は思い込みや知識の影響
によって「画題」や自身が思い描く「心的イメージ」を正しく描くこ
とが難しい場合が多い。初学者にありがちな事例として、彼らの目に
は正しく画題が捉えられ、または心に想起するイメージは理想的な形
を表していたとしても、紙の上に描かれたそれらの写像は画題やイ
メージとは大きくかけ離れたものになることがある。これは「見る」
と「記憶する」ことに関わる事項だが、これらの改善には訓練を繰り
返し行い、デッサン技能における習慣を身につけなければならない。
その習慣とは観察法方である。デッサンにおける観察方法も筋肉運動
の結果である「描く」ことと同様に、知識ではなく、身体的技能である。
身体的技能は学習者自身の気づきと発見によってのみ習得できる。

遠位項は言葉である以上、意味の理解には個人差がある。したがって
指導者と学習者の間には一定の共通理解が必要になる。この共通理解
は、共通の体験を経た経験と捉えられる。指導者がしてきたように、
同じようにデッサンを始めることがその第一歩となる。次に指導者は
学習者の意図や、気づきの程度を理解したうえで遠位項を使用する必
要がある。そうしなければ遠位項は有効に作用しない。さらに、直接
的に感覚や経験の共有を実現するためには、動作習得の価値に加えて、
その理念や信念も共有されることが必要である。こうした指導者との
関わりを通して、学習者はおのずと目標とするべき状態に達していく
と考えられる。

一般的に、美術大学を受験する学生の多くは美術大学受験予備校に通
う。美術大学受験予備校の教員は、専任講師と美術大学生のアルバイ
トである。いずれの教員も美術大学に入学し、或いは卒業したもので
あるため、一定のデッサン力を備えていると考えられるが、前述した
ように、彼らも自らが習得した暗黙知についてその具体的なタスクを
正確に言語化できているわけではない。多くの教員が指導に使う言葉
は、教員自身が指導を受けた際に聞かされたものである場合が多い。
指導には鉛筆や木炭の使い方などの近位項に類するものもあれば、作
品の出来栄えのような遠位項に含まれる言葉もある。また、受験時に
は制限時間があるため、作品製作の進め方の手順のようなものや段取
りについての言葉もある。良くない遠位項の言葉としては、「これは
有り」、「これは無し」のように、分類するようなものがある。これは
受験生の経験では理解しがたいものだったと思う。
指導の言葉について、私が思い出す限り、近位項に類するものが多く、
遠位項が少ないように記憶している。私自身も美術大学受験予備校で
講師をしていた経験があるが、当時を振り返ると、遠位項に類する適
切な言葉が皆無だったように思う。これは、受験対策の予備校である
ことも考慮しなければならないが、予備校の中での「遠位項」とはデッ
サン力の向上や、暗黙知の習得ではなく、「合格」であることによる
のかもしれない。また、一定の理解水準を越えた教員達だけがわかる
ような「有り」、「無し」のような言葉は、受験生にとっては不適切だ
と思われる。大別すると、予備校で語られてきた遠位項とは、デッサ
ンに関する真実ではなく、受験に合格するという目標に置き換えられ
た虚偽の遠位項であったのかもしれない。

例：
・近位項：鉛筆を尖らせて立てて描いて、画題を手前に出しなさい
・近位項：彩度を抑えて画題を奥に引っ込めなさい
・近位項：パースを合わせなさい、パースが狂っているよ
・近位項：光源の位置と画題の各面の向きを意識しなさい
・近位項：前後の画題が交差する箇所の見え方を良く観察しなさい
・近位項：影の落ち方を良く考えなさい
・近位項：目線の高さに近い楕円と、遠いところの楕円の長軸と短軸 
　　　　   の比率
・遠位項：全体に手が入るようにバランスよく作業を進めなさい
・遠位項：早い段階で量感が出るようにしなさい

・遠位項：これは有りです、これは無いです

現在、私はデザイン事務所を経営している。業務内容はプロダクトデ
ザインに関するものが主である。そのスタイリングや機能をデザイン
する際に、「そう見えるように描く」という言葉は、今も遠位項とし
て機能している。例を挙げるならば、コンセプトや仕様に応じた機構
やスタイリングのデザインである。このように「そう見えるように描
く」という指標はデッサンの技能を超えて、別の分野でも指標として
機能している。適正な遠位項は真実に近く、多くのことを学習者に与
えてくれる。今の私の創作活動を支えているのはまさしく「そう見え
るように描く」という言葉に代表される指標である。最後に町田哲也
氏の言葉は多くの経験と真実から成り、常に私を導いてくれた。この
場を借りて、心より感謝したい。

長野市善光寺近くでポスターのセレクトショップ／ギャラリー／額縁のオーダーメイド
木金土 10:00-17:00 その他の曜日にご来店希望の方は事前にご連絡ください。
〒380-0862
長野市桜枝町 883　
tel: 090-9359-6167
email: flatfile@live.com
http://flatfile.jp
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FLATFILE space by Tetsuya MACHIDA

アクリル / ガラス

スペース 10mm

作品

台紙

厚み（奥行き）

内寸

外寸

余白 10mm ~ 25mm

フレーム見え幅 9mm

ちぎり止め

フレーム材質：檜・米栂・ラワン・米松
特注：サクラ・ウォールナット（胡桃）等

塗装：アクリル（白）・グラファイト（GOLDEN / 輸入品）・その他

- sample : A4 FRAME -

価格例
     作品サイズ     フレーム内寸     フレーム外寸     価格（税込み）
　A4  210X297 　240X327 　     252X339 　          6,800 円
　A3  297X420 　327X450 　     339X462 　          8,800 円
　A2  420X594 　450X624 　     462X636 　        11,800 円
　（2012.６.９現在）＊価格は FLAT FILE オリジナル作品収納箱付き。
＊不要の場合は 800 円引き。
＊マットが付く場合　
　A４サイズ > プラス 500 円　
　A3サイズ > プラス 1000 円 
　A２サイズ > プラス 1500 円

ポスター等を入れる安価で簡易的なフレームもあります。
   （ - 作品収納箱は付きません - ）
 見え幅 : 9mm / 厚さ : 25mm / 色 : 黒、茶、グレー / アクリル板 1.5mm
 ・ポスターのサイズに合わせて制作します。
 ・塗装の場合、プラス 500 円～。
 ・ガラス（2mm）またはアクリル板（2mm）仕様の場合、プラス 500 円～

価格例
　A3 ポスター用フレーム　    5,000 円
　A２ ポスター用フレーム　   7,000 円
　A１ ポスター用フレーム　 10,000 円

　あれが「生」の大勝負だったのだと思って毎日をすごした。ターニ
ングポイント以後には没落感がともなっていて、芸術という名前のつ
いた骰子を振ってその日その日を隠棲する手負いの者という自己イ
メージが、私には強くあった。美術としての「残侠の家」の所以である。

　状況の中の個人はその内部にその状況を内在させているという。だ
からこそ、自己変革は世界の変容と結ばれなくてはならない。私にとっ
て、世界とは、植物界、鉱物界と同列になるべき意味での美術界を意
味していた。もし、周囲の空間を変えることができるならば、私は本
来の「生」をよし！もう一度と意志できるのではないかという仮説を
実行する仕事現場として、その廃屋はあった。
　こころに壁があるなら、その建物の壁を壊してしまう。そうした行
為の彫刻的実践である。冬場はさすがに寒かった。しかし、春になると、
北アルプスの地勢から湧く水量は豊富で、いつでも水の流れる音が聞
こえた。

　『私は今や、私達の本質として、「死」或いは「壊れ易さ」に結びつ
けられた場所に於いて「建築」なるものを見ようとする。』
建築家を志しながら若干 24歳で夭折した詩人立原道造の大学卒業論
文「方法論（1936）」の中にある言葉である。美術雑誌で知って以来
気にかかっていた。立原はみずからの論文に五葉の「廃墟」写真を添
付した。短い生命の隠喩だったのだろうか。心に内在する崩壊感覚を
場所に於いて見るという視点は、「はかなく」も「果敢（かかん）」な
模索であり抒情的魅力で際立っていると私は思う。

　廃屋に住んで数年後のことだ。毎年春先は家のどこかで雨漏りがす
る。屋根に積もった雪の雪どけと凍結のくりかえしにともなって瓦が
動くのだ。
その日は風呂鑵を置いてある場所の土間へ雨漏りがした。
私は、雨漏りをする天井を見て雫の落ちた土間を見た。どのように修
繕するのか考えながら天井を診て、ふたたび土間観た。それを繰返し
ていると雫の落ちて出来た水たまりでなにかが動く。そして、小さな
蛙が顔を出す。私は天井を視て雫が土間の水たまりに落ちるのを観る。
小さな蛙は凝った水のメタモルフォーゼのように動いている。雫の蛙
がそこに在る。「ただたえまなくつづれいくためにつくられたもの」
としての世界。
　心が、状況に囲いこまれ、状況のそのままながらに恢復が回帰して
くる感覚は、生きるよろこびといえよう。啓蟄、蟇穴を出づ、という
俳句の季語には力を回復していく春の実感とともに、慰謝をともなっ
ていると思う。この世界で、この時期に、田螺はたしかに鳴く。山は
笑う。鷹は化して鳩となるのである。

　毎朝、夢日記を書いてすごした。
積もりに積もった怒りとともに破壊した土壁に硝子窓を組み立てては
め込むと、ある深夜、窓から月光がさしていた。
　
　2008 年。その数年前より、廃屋を紹介してくれた友人から、彼の
父親が高齢になり不動産の事務所を止めるかもしれないということ
で、事務的な問題が絡む前の転居をすすめられ、同意した私は小型ト
ラックで建築材を新しい仕事場にはこぶ事になった。荷造りをしなが
ら、日記に私が廃屋に住んだ日々の記録がほとんど記されていないこ
とに奇妙に感心した。
夢日記のノートは 100 冊をこえていた。

　解体業者が到着したのは、転居を完了した２０分後。
これもまた「生」なのだろうか。

　春ひとり槍投げて槍に歩み寄る　能村登四郎
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