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WoW における実験より :

上 : エコーと歌う

下 : 声がエレベーターから出てくる

本番の数日前に Dokzaal で行ったワークショップ形式の発表のためのスコア

Dokzaal における公演より :

上 : パイプを通して声が届けられる様子

中 : 壁に向かって歌う様子

下：窓の外から中の人に向かって歌う様子ドローイング（サイトスペシフィックシンギングのための提案）

Site-Specif ic Singing
- WOW Residency におけるリサーチ／ワークショップ（各回二時間）
- Dokzaal におけるパフォーマンス公演 (各回40分)
2018
コラボレーター／歌い手：Annelie Koning, Burkhard Körner, Cécile 
Tafanelli, Duncan Robertson, Ivan Cheng, Lies Beijerinck, Mar-
cel Smit, Marc Alberto, Maria Montesi, Marjolijn Roeleveld, Moira 
Theresia Mirck, Petra Pieck, Rutger de Groot, Thom Driver

Dokzaal公演: https://youtu.be/_d0g1dW5Hs0

Wow Residencyにおけるワークショップ(password: wow):
https://vimeo.com/266516534

　サイト・スペシフィック・シンギングで歌い手は、空間と、聴衆との関係を
観察して探検し、それらに関係するようにして歌う。建物は入り口や空洞があ
り私たちの体、もしくは楽器のようである。歌うのにあたり、様々な使い方が
できる：小さな部屋に声を隠す、ドアを開けたり閉めたりする、空間からエコ
ーとして返ってくる声と歌う。金属やガラス製の品物から発せられる奇妙な響
きに耳を傾ける、パイプ状のものを利用して声や息の温かさを伝達する、な
ど。廊下や、階段や、エレベーターや、地下のトンネル、断熱の施されたパイ
プを通って、声と息は伝達されたり蓄積されたりする。
　この作品は建物を見る方法を変えるのではないか。耳を澄ますのに良い訓
練になるのではないか。聴衆をインスパイアしたい。家に帰ったら歌い手の
真似をして、ベッドのスプリングに向かって喋ってみたり、したくなるのではな
いか。街に出て、こっそり反響スポットを探して歌ってみたりしたくなるのでは
ないか。

[実践してきたサイトスペシフィックシンギングの術]
-伝言ゲームのようにして歌ったり、ノイズを伝達したり、言葉を伝達したり。
-誰かの声のエコーと歌う。
-カノンをエコーになぞらえて歌う。
-階段の複数の踊り場に、歌い手を配置して、階層と音階をなぞらえてドレミ
の歌を歌う。
-エレベーターで声を運ぶ
-エレベーターや階段に置いて、その高さに応じてボリュームや音階を変えて
歌う。

WOW のためのスコア

スコア
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ホーンの画像の蒐集
2018
Pdfファイル
A4, 101 pages
　これは、聞くこと、歌うこと、話すことの手助けになる（と私が思う）ホーン状
のもののイメージを集めるリサーチである。あるものは1990年前後に作られた
ヒアリングエイドや会話チューブであり、あるものは軍事目的の音用レーダーで
あったりする。一方私の修士論文では建物やコンクリート製のサウンドミラーと
いった例も集めた。
https://drive.google.com/drive/folders/1yVvI9Rbifdf B0oeYQjzbvUlHdO
ByYb6z

ヒアリングエイド
pencil, paper
29.7x21.0cm
　これは、ヒアリングエイドのドローイングである、知らない者にとってはミステリアスで抽象的なかたちである。私の目的は、こ
のオブジェのかたちをドローイングすることによって理解し、簡単には直接見たり触ったりできないものの体験の想像をすること
である。
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ささやき
2017
断熱パイプ
00:06:30
https://vimeo.com/215431923

　これは伝言ゲームを使ったエクササイズである。参加者
の口と、次の人の耳がつながっている。最初の人の口は空
気につながっていて、その人が聞こえる音を真似して次の人
に伝える。それがコピーされて、音が伝わっていくのだが、
このパイプは熱と音をとてもよく伝導するため、まるで誰
かの口が耳元にあるような親密さをもたらすという副作用
がある。 

シンギングエイド探し
2016-継続中
　
　これは何が歌うことを助け得
るかについてのリサーチである。
ホームセンターにはたくさんの、
声を拡大したり変化させたりす
るのに便利なチューブやパイプ
がある。屋外には二つのビルが
やまびこを作り出したり、公園の
中には変な声を実現させる金属
の遊具があったりする。トンネル
の中も面白い。工事現場や高速
道路の近くなどはうるささが故に
どんな歌声で歌っても、他の人に
あまり聞こえなくて恥ずかしくな
い。

シンギングホーン集め
2017-継続中
ファウンドオブジェクトとそれらを合体させ
たもの、MP3スピーカ、声の音

　ホーンの形をしたものを集めたり、作っ
たりするプロジェクト。パイプ、法螺貝、コッ
プ、過敏、チューブ状のもの、瓶、台所用品な
どを使う。左上の写真では、ホーンの中に、
高い声から低い声までをエクササイズする
私の声を流すスピーカーが仕掛けられてい
る。（音はリンクを参照のこと）その音はま
るで人間の声によるサイレンのようである。
私は二ヶ月に一回月曜に流されるアムステル
ダムのサイレンの音にインスパイアされた。
戦時中に使われたサイレンシステムがまだ残
っており、定期的にその頃のままの音がテス
トされているのだ。普段、公共のスピーカー
を使うチャンスは与えられない市民の声を使
ってサイレンの音をアレンジするのはどうだ
ろうか。

https://soundcloud.com/miyuki-in-
oue-765336634/siren-pract ice-single/s-
OeMEy

　左下の写真では、そのホーンを使って歌
を歌っている人が、壁に備えられた箱に気づ
き、その箱をもホーンとして利用している。

一緒に、息をして、声を出して、聞いて、歩いて
2017
https://vimeo.com/223481893

　これは参加型のパフォーマンス、または共同の声のウォーミングアップである。
参加者に単純に私のジェスチャーを真似してもらい、一緒にその空間で歌いながら歩いたりし、スピーチを使わずに親密さ
を作り出そうとしている。この作品では、パフォーマー／私がインストラクターのような階層関係を持たないようにする意図
があり、終盤には参加者に混じる。
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鳥の声を学ぶこと (仮タイトル)

2017
記録(部分): https://youtu.be/n48BZ05-4kE
オリジナルの長さ: 00:18:00
Maria Lepistö と Alina Ozerovaとの共同制作による

　このパフォーマンスは二回上演された。写真はWaag Society における2回目のものである。1回目の上演は、『ボブ・マーリー
は鳥の名前である』というタイトルの視聴覚作品（アムステルダムにあり、鳥の鳴き声コンテストを行なっているスリナム人コミ
ュニティについての作品）の展示に際して行われた。

このパフォーマンスは下記の要素から成り立つ：
-鳥の飼い主達との会話にインスパイアされたスピーチ。鳥の飼い主たちの着眼点のマニアックさを示す。（構成：Maria 
Lepisto）
-飼い主（Maria Lepisto:左）と籠の中の鳥（私：右）の上下関係のデモンストレーション
-人間の声／時間を早送りにした音声と鳥の声／時間をスロー再生した音声（私にとって鳥の音を真似することを可能にするのと
同時に、人間と鳥の時間感覚の違いを想定した場面を作り出す）
-環境音やポップソングの早送りやスロー再生とそのミックス（構成：Alina Ozerova）
-鳥の鳴き真似（私）
-ベタベタとした感じのラブソングの替え歌（鳥への愛を表明したものに変化させた）
-観客にも音を真似してもらうこと（私）

スリナムの鳥の鳴き声コンテストについて- 聞くこと、学ぶこと、コピーすること
2017
リサーチ
視聴覚作品のタイトル（写真1&2）： ボブ・マーリーは鳥の名前である
 Maria Lepistö とAlina Ozerovaとのコラボレーション
  スリナムはかつてオランダの植民地だった南アメリカの国である。1970年代にスリナムが独立した際、多くのスリナム人がオランダに移
住し、その際にピコレット（写真7）とトワトワというスリナムの鳥も持ち込まれた。
スリナムではこれらの鳥（ただし雄のみ）を使って鳴き声コンテスト（写真8）を行うことが一般的である。アムステルダムにはRingmaster
というコミュニティがあり、この文化を続けている。彼らのほとんどは男性であり、引退していてスリナムからやってきた。スリナムでは鳥を
籠ごと持ち歩いて買い物に行ったり、スクーターに載せたりするそうだが、こちらでは一人の男性（写真6）を除き、皆が車に乗せて運んで
いる。
　私は、スウェーデン人アーティストのマリア・レピストと、彼女による動物の鳴き声を真似するパフォーマンスを通して出会い、彼女から
この文化のことを聞いた。彼女と私ともうひとりのアーティストアリナ・オゼロヴァは気候と文化の異なるオランダで、その環境に対応しな
がら鳥を育てて訓練させることに没頭し、マニアックな会話を繰り広げているスリナム人男性たちに興味を持ち、共同制作を行うことにし
た。2017年の春から夏にかけて私たちは毎週彼らを訪れ、会話をし、映像や音を集めた。
　雄鳥は他の雄鳥に対して領土を主張したり、雌鳥に対して求愛したりするために歌うようである。コンペティシションはこれを利用して、
雄鳥と雌鳥の関係が巧みに用いられる。私がこのプロジェクトを面白いと思うポイントは、初めは鳥の音を真似できないかという興味だっ
た。長年続けてきた蝉の音の代わりに。鳥の鳴き声は人間の声よりも随分高く、素早い変化を伴っており、真似をするのが難しく感じられ
たため、私は元の音源をスロー再生して真似をすることにした。まるで鳥の時間にシフトするような気持ちがした。
　野生環境では南国の鳥が育たないオランダで、飼い主たちは鳥にMP3音源を聴かせて学習させている（3）。飼い主の中には、アマゾン
の中で自然な状態で鳴いている鳥の方が綺麗な歌声で、MP3プレーヤーを聞いて育った鳥は典型的すぎてつまらないと考えている人もい
るが、この考えを鳥の教育で実践する者は少数である。コンテストで勝つために都合のいい歌が録音され、鳥に教えられていく。
　Ringmasterは移住直後の方が大きなコミュニティだった。今はこれらの鳥は輸入を禁じられているし、オランダの気候では屋外で生き
抜くことができないため、自然に繁殖することはない。若いスリナム系の人はこの文化にあまり興味を示さないようである。
　鳥の持ち主達との会話を通して、移住の話を聞いた。子供世代がオランダ人だと感じるかスリナム人だと感じるか。彼らがいずれスリナ
ムに戻りたいと思うかどうか。スリナムの言語、クレオール化した言語、奴隷制により連れてこられた人たちが作った混成の文化について。
　マリアとアリナと私は、「Have you ever really loved a bird?」という歌を、ポップソングを替え歌にしてカラオケを作り、鳥の飼い主
の一人を招いて歌った（写真4、5）。

1 2
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上: Breath(sunlight)
中: Breath(Breathing plastic bag)
下: Breath (movement of my diaphragm)
2018
マルチチャンネルビデオインスタレーション

Breath (movement of my diaphragm) on Vimeo:
https://vimeo.com/253626842 (password: iki)



“林の音を追いかける人たち”

H Dビデオ(3 :28)

2013

https://vimeo.com/123280467

人々に聞こえる音（蝉の音）を真似してもらい録音した。

聞こえてくる音をなぞることは、受動的でありながらも積

極的な観察と創造的なアウトプット、創造的な適応を必要

とする。そして、多様な個人的な解釈の結果が、抽象的な

音響状態をつくり出す。まるで、言語を習っている最中や、

知らない歌を口ずさもうとしているときのようでもある。

関係作品（音）:

http://www.inouemiyuki.com/k/9humancicadas.mp3

2015

モノラルサウンド
00:07:43

“Hu man-c icada”

2 0セットの  M P3 プレーヤーとスピーカー
サイズ可変、ループ
2013 ,  Nord ic  Ku nst na rsenter  Da le( Nor way):

http://www.inouemiyuki.com/k/8cicada.mp3 

2018 ,  Ku nst  R A I(A msterdam):

https://www.youtube.com/watch?v=zbRbgW9JEyQ&f

eature=youtu.be

　空間を、蝉の音を模倣する私の声で満たしたサウンドイ

ンスタレーション。

私は毎年夏になると林に赴き、ガンマイクで蝉の音を録音

し、手元にあるマイクでそれを真似する自分の声を録音し

た。これを10年以上続け、インスタレーションにした。蝉

の音の真似を試みることで、蝉の音のディテールに気づき、

普段は使わない声を出すようになった。また、コンスタント

にうるさい音を出している蝉の群れを背景にして歌うこと

でその一部になり、歌うことが恥ずかしくないように感じた。

　蝉は筋肉により膜を震わせて音を出し、お腹の空洞で

増幅させている。私の印象では、その音に呼吸のようなサイ

クルが感じられる。メスのお腹は繁殖器官で満たされてお

り、オスしか鳴かない。

　人の群衆と蝉の群れを重ね合わせてイメージしながら、

私は単一性と多様性、ノイズと非ノイズ、の表裏一体性を

意識せざるにはいられなかった。 

（上）蝉と人の発音器官
引用元：
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ASingapparat_tagged.png , 
H.C. Bennet-Clark, D. Young, The role of the 
tymbal in cicada sound product ion, The Journal of 
Experimental Biology, vol.198, 1995, pp. 1001-1019.
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Air roof( パヴィリオン ) 全景 Air roof 近景（Sound for airy creativity 部分）

“Sou nd for  a i r y  c reat iv i t y ”

インスタレーション
4セットのアルミホルンとサウンドシステムとモー
ター、12 の声
2013

東京藝術大学取手校舎
平成25年度次代の文化を創造する新進芸術家
育成事業「派生的な技術：アートとデザインの間
ー手工業からハイテクまで」成果作品

社会的実践プロジェクトの結果として作られた、"A i r 

roof "と名付けられたコラボレーティヴ・パヴィリオンの
中に設置したサウンドインスタレーション。「実践」者
は、建築家アリハンドロ・ハイエク氏と6人のアーティス
ト：塩津淳二、小林香織、宮川和音、井上美幸、入沢拓、
川久保ジョイ

私が提案して作ったのは4つの金属ホルンがキイキイ
と音をたてて回りながら合計で12人の声を流すもので
ある。その声はまだ形にならないアイディア、つまり"Air 
roof"のコンセプトをしゃべる。これは参加アーティスト
の考えや、歴史的な建築家の考えを合体させながらア
リハンドロ・ハイエク氏が考えたもので、私はそれをま
るで空気のようで実態がなく、パヴィリオンの屋根のよ
うだと考えた。
 

そのコンセプトは英語で書かれたもので、私はそれをま
ずネイティブスピーカーに読んでもらい録音し、それを
英語のあまり堪能ではない日本の人々に聞かせた。耳
で聞こえたものを真似するようにして発音してもらい収
録した。 

そのため、一人一人の発音は、異なる音響理解を含む。
インスタレーションの真ん中にたつと聞こえてくるもの
は、くるくると周る、抽象的になったAir roofのコンセ
プトである。

“夢”

H Dビデオ(2 :57 )、モノラルサウンド
2016

これは、人々に聞こえる音を真似してもらい録音するプ
ロジェクトのうちの一つである。

秋吉台国際芸術村にレジデンスコーディネーターとして滞

在していた際に制作した作品。

芸術村滞在芸術家と芸術村職員に、日本語の文章を読む

私の声をシャドーイングしてもらった。

文章は、カルスト台地の地理的事実や芸術村に見られる特

徴と、地元の方から教えて頂いた、秋吉台と関係性のある

映画や詩にヒントを得、自分で作成したものである。文章

の中に雪、骨、お餅と、山焼き、夜…、といった単語を登場

させた。芸術家たちは外国人なので、文章自体は彼らにと

って意味を成していないが、滞在中に良く使った単語につ

いては、すっと意識に入り自然と発音していることを聞き取

ることができる。
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“ Ut ter ”
行為のためのインストラクション
※記録音声をDVD資料に添付
実施場所：
2 010 Tomma r u m (スウェーデン )
2013 Empat h ic  Home(ノルウェー)
2015 武田尾トンネル(兵庫県)
2016 秋吉台国際芸術村(山口県)

声、母音のようにシンプルなもの、を出すためのインストラクションをかいたドローイングである。
ワークショップのようにして行い、事前にエクササイズを行ったり、事後に感想を述べ合ったりする
自分たちの声に包まれて、お互いを観察したり、いる空間の音響的特性に気づいたりする経験をする。ここでは、
パフォーマーと鑑賞者、といった区分けが存在せず、参加者の経験が重要である。.

“Utter in a bright room”、方眼紙に鉛筆

“Utter in a dark room”、トレーシングペーパーに鉛筆

“Utter in a bright room”

トレーシングペーパーに鉛筆

“ T he i r  words”
パフォーマンス
20 09

Bast a rd g a l le r y (ストックホルム)

Bastard galleryで行われたパフォーマンス・ナイトで実演し
た作品。

スウェーデン留学が始まり二ヶ月経ったあたりのことで、初級
スウェーデン語の教科書から抜粋したテキスト「ルノーテの一
日」を読んだ。
はじめにその日本語訳を朗読し、次にスウェーデン語で朗読
した。スウェーデン語を読む際は、カナダとキューバからの留
学生にも頼み、三人とも理解できない言葉を三人同時に発音
しようとしながら読んだ。
朝起きて、街に出て、食事をして…という繰り返される毎日の
行為の中で、電車の中、テレビの中、スウエーデン人同士の会
話から…、その言語は常に聞こえてくるものの、外国人である
私はそれにより話しかけられることがない。スウェーデンの人
は大変流暢に英語を話すことができるので、美術の留学生な
らばスウェーデン語を学ばなくても事が済む。彼ら同士の会
話については、何を話しているかわからない。
私が選んだ「ルノーテの一日」というテキストは、アクティブ
な年金生活をしているルノーテという女性の一日を説明して
いる文章である。その中には、バス、ダンス、コース、ポテト、
ビーフ、ピアノ、メール…といった、どこの国の人でも分かりそう
な単語が多く登場する。
集中して耳を傾けていた観客がいたとしたら、和訳文の中
からもそういったことばをピックアップしていたかもしれな
い。原文を共に読み上げてもらったカナダとキューバの子にと
っても、そういった単語は理解できたのではないかと思う。私
がスウェーデン人同士の会話を無理矢理捉えようとするとき
も、このようなわずかな単語をキャッチするものの、理解はで
きない。
ごった返した観客にはさまれ隅っこで照明を落としてパフォー
マンスを行った。

パフォーマンス風景
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“ Draw i ng t he su n”

壁に鉛筆 ,  テキスト
ドローイング
期間：約一ヶ月（断続的に）、サイズ可変
2010 5月
Roya l  Inst i t ute  of  A r t（ストックホルム）
 

螺旋階段の壁に直接描いたドローイング。
窓から差し込む光のアウトラインをなぞり続けた。
円形の窓から入って来た丸い光は、壁を滑り流れて、ま
たもとの窓へと戻って行く。一日中晴れていれば、このド
ローイングの線は最初から最後まで途切れることがない。
私は、雲が光を遮ったときは雲がいなくなるまで待った。
雨が降ればこの行為はできない。日に日に傾いて行く太
陽と地球の関係に合わせ、この行いを続けて行くと、光
の軌跡のレイヤーが壁や部屋を埋め尽くす。
私たちの営みを左右する環境の変化を追いかけた作品
である。
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ストックホルム自宅 (2010.2)

つくば市自宅 (2009.7)

“Hang i ng r i t ua l s”
2010
インクジェットプリント

これは、窓枠に使用済みのティーバッグを吊るすプロジェクトである。ティーバッグは、体の中に出たり入ったりするも
の、入っては出て行くプライベートなもの—身体、記憶、性—の象徴として使用した。窓枠には、重要なものを飾る額
縁としての役割を重ねた。2-3年続けた後、ベルリンのSkulpturenparkにて、蓄積したティーバッグを燃やすパフォ
ーマンスを行った(2010)。

つくば市 (2009)

このプロジェクトを 2-3 年続けた後、ベルリンの Skulpturenpark にて、蓄積したティーバッグを燃やすパフォーマンスを行った (2010)
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"Ju mp f rom t he above"

2013

ゼロックスコピー (A4)、ドローイング (B4)

溶けて屋根から落ちてくる雪を自分になぞらえてとった写真・ドローイング作品。

写真に写る黒い塊は自分である。

また、本頁左下の写真は溶けてなくなるつららを集めたもの。

本頁右下のドローイングは屋根から落ちてくる雪を描いたものである。

この穴のための実験
アラビックヤマト, 

インスタレーション
2012

アーカススタジオ（茨城県）

溶けて消える雪になぞらえてアラビックヤマト（液体糊）を用いて造形し、下の場所（写真参照）に設置するこ
とを想定して作ったインスタレーション。

参考イメージ (2012.1)
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インスタレーション（部分）

インスタレーションの様子

「実験を始めたのは冬だったので、空気が乾燥していました。

その頃にはくるんと丸まっていた素材が

今は湿気を吸い、たらんと開いています。

室内に雨が降ってきたら溶けてなくなるのかもしれません。」

（展覧会に掲示した文章より）

素材（液体糊、乾燥後）

光沢のある素材を並べ、床を磨いた素材の変化を展示した様子

昼間のインスタレーション 夜間のインスタレーション

素材（液体糊）
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“もり”
古着、タイツ、綿
サイズ可変
インスタレーション
20 07-20 08

設置場所：
20 07.8  林の中( つくば市 )
20 07.9  Pha r ma l le r y  Ga l le r y (つくば市 )
20 08 . 2  愛知芸術センター(名古屋市 )
20 08 .4  林の中( つくば市 )

Pharmal lery（つくば市  ）での展示風景 (2007.9)

林の中 ( つくば市  ）での展示風景 (2007.8)

(2008.4)
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"mor i"                
パフォーマンス、HDビデオ(12:00:00)、
20 08 -20 09
林の中（つくば市）、臥龍院（水戸市）

この作品は芸術作品の廃棄に関する一提案である。
日本で人形を捨てる時の宗教的な習慣(*)を作品に当
てはめ、また素材の状態に戻すことによって、作品を非
作品化した。
(*)...日本人形が次世代に引き継がれない場合行われる
お焚き上げを行った。私は作品を綿と洋服に分別して、
寺に持って行った。

分別の様子と分別の際のアクシデントの様子をHDビデ
オに納めた。

作品の解体前 (2008.12) 作品の解体後 (2009.1)
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臥龍院における、お焚き上げの前の法要 (2009.2)

11

“mor i”

インスタレーション
蚊取線香
2010 -2011

林の中（つくば市）
 

お焚き上げの二年後、日本の宗教的習慣になぞ
らえて、同じ場所でインスタレーションを行った。
林の中のインスタレーションの作業中のシンボ
ルとして、またお焚き上げのシンボルとして蚊取
線香を用いた。また、解体中に作品から出て来て
退治した蜂の巣になぞらえて六角形とした。
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"mori"(2012), クラフト紙に鉛筆 , H250 W360mm

"mori"

"KKH × Tsukuba" 展覧会風景

筑波大学大学会館 (2012.11)

"mori"

"KKH × Tsukuba" 展覧会風景

筑波大学大学会館 (2012.11)

“mor i”

インスタレーション
アクリル額装されたドローイング、シルクにインクジェットプリント、テキスト
2012

筑波大学大学会館
 

前頁に記載した、過去のインスタレーションをドキュメンテーションしたもの。
記録写真を下地としてドローイングした（下記写真）。
次頁は、記録写真を薄いシルクに出力してぶらさげ、今はなくなってしまったインスタレーションを表現した。
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"Fruit  seeds habit"
2010
ワークショップ、インスタレーション
Mobi la konstha l len(ストックホルム)

Fruit seed habit というタイトルでインスタレーショ
ンを展示し、その最中に果物を食べて種を保存する
ワークショップを行った。

展示したドローイング、種・トレーシングペーパーに鉛筆

 展示した冊子
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"Memory sl ips"
2010
インスタレーション
Gal lery Mejan（ストックホルム）

記憶の紙切れというタイトルでインスタレーションを行った。展示したものはドローイングや、額縁、ティーバッ
グ、拾ったもの、集めたもの等。

"Memory sl ips"

"Mistaken majority" グループ展展覧会風景 

Gal lery Mejan, Stockholm(2010.6)

ティーバッグの影

額縁
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下・次頁以降： 

“ ひたすらパンをちぎり並べる ”

食パン

パフォーマンティブ・インスタレーション

期間：1 日、サイズ可変

2008

川崎市岡本太郎美術館

ワーク・イン・プログレスの状態が続くパフォーマティブ・インスタレーション

この作品で 2008 年に岡本太郎現代芸術賞に入選し、展覧会の搬入日にパフォーマンスを実施した。10 人に助け
を借りてパンの白い部分をくりぬき耳を並べるという動作を、美術館の中庭と廊下でひたすら行った。観察するの
はとおりすがりの散歩人や、同じ展覧会に搬入を行う作家たちで、「もったいない」、「静かな機械のよう」、「儀式の
よう」といった感想が漏れた。.  

このプロジェクトでは三つの要素を掛け合わせた：機械、儀式、芸術／創造性である。
私は統一的な動きと、同じ動作を繰り返すことによって、また大量生産され、それぞれ同じ厚みとサイズを持った
食パンを、建築的要素（タイルやレンガ）を配置するかのように並べることによって、機械らしさを表した。
私は共有された行為を実践することによって儀式らしさを見せた。
儀式的な動作をとりあげ表現におきかえることによって、または流れ作業的な動作の中で半分無意識的な決断を
実行することによって、私は創造的な芸術の制作過程を表象した。

このプロジェクトは儀式と、我々の生活における儀式の役割を考えさせる。
私たちが精神性に到達する手段として、儀式的な行いや繰返しの習慣がある一方で、儀式というものの中でしばし
ば行われる繰返しの動作や無意識的な動作というのはまるで機械のようである。

" ひたすらパンをちぎり並べる ", 2008, タイムライン

左・右 :

“ ひたすらパンをちぎり並べる ”

食パン

パフォーマンティブ・インスタレーション

期間：７日間、サイズ可変

2006

筑波大学

" ひたすらパンをちぎり並べる ", 2006 
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" ひたすらパンをちぎり並べる "（残骸） 、川崎市岡本太郎美術館 (2008.2)
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“Fresh ly  torn bread a r ranged”
チャバタ・ブレッド
パフォーマンス、ドローイング
期間：3日、サイズ可変
2010
Cent ro Soc iocu lt u ra l  Casa  Verde 
(スペイン、ムルシア)

「ひたすらパンをちぎり並べる」をスペインで行われた
国際コンペで行おうとしたもの。現地では食パンが手
に入らず、地域のパン屋が焼いたパンを一本まるごと
使うことになる。また、イースターの時期と重なったた
め、形骸化した儀式を表象するドローイングとパフォー
マンスを展示した。パフォーマンスでは、チャバタ・ブレ
ッドの中身をほじくり取り出し、丸めて床に並べ、皮の
部分を壁に埋め尽くすようにして展示した。

" パンの中身 " ベーキングペーパーに鉛筆 , H297 W210, 2010 " パンの皮 " ベーキングペーパーに鉛筆 , H210 W297, 2010ドローイング , ベーキングペーパーに鉛筆 , 2010

床：パンの中身、壁：パンの皮
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" アートドリル " 展覧会風景、友部小学校 (2006.8)

“Hans”

パン,  プラスチック
20 07

インスタレーション作品"R iver"(2006、次頁)と、パフォ
ーマティブ・インスタレーション作品"ひたすらパンをち
ぎり並べる"(2006)の2作品が掛け合わさったようにして
生まれた作品。
パンの耳を封入した透明プラスチックでできた石棺の
中に、自分の大きさほどのパンのかたまりをいれた。タ
イトルのHansは「反芻」からとったもの。

“R iver”

川砂利、ボンド、皮膚、時計
20 06

インスタレーション
笠間市立友部小学校
 

現在も使われている小学校の夏休みに行った展覧会で
展示したインスタレーション。
校庭と地続きのイメージを持たせ、また、境としての川
を意識させるため、床に川砂利を敷いた。
教室中央には自分の皮膚をボンドでかたどったものを
置いた。また時計を多く設置して音が鳴るようにし、皮
膚の破片や髪の毛といった、時間とともに身体の一部
から抜け落ちるものを配置した。


