
コンセプトに代えて（歌舞伎−兎我野エクスプレス）

ここにいるのに、あの場所にいるような、こことは違う場所に今自分がいるような錯覚が起きて

いる。双方の特質を抽出した架空の街にいるわけでもなく、分身して、二つの街に降り立ってい

るようなことでもない。二つの離れた街がぎゅっと近くになり、航空障害灯の明滅の速度でテレ

ポーテーションする。

テレポーテーションする展覧会をつくりたい

巡回展のことでもないし、複数の場所での同時開催のことでもない。全く同じ作品がこの会場と

あの会場に同時にあることでもない。しかし、マスメディアによって可能になる同質の経験のこ

とでもない。科学や技術が満たしてくれない寂しさはどのように拭えるか、といったら頭の中を

駆け巡る風景をシャッフルしてテレポーテーションしていくことなのではないだろうか。

風景を構成するマテリアル（作品）も大切だし、背景（会場）も大切だし、風景を呼び起こす記

憶の拠り所であるコンセプトやステートメントも重要で、しかも、それを包み込む都市のローカ

リティも、言ってしまえば、惑星のひとつである地球の（ローカリティ？特質？）ことも重要だ

し、人類の存在以来、今、この時代であることも忘れてはいけない。些細なものごとや、忘れら

れた時間も含めて全てがひと続きで巻き込みあっている。その先の極めて細くて鋭い突端にひと

つの展覧会がある。

私が今暮らしている兎我野町と展覧会の会場がある歌舞伎町のテレポーテーション。大阪と東京

の間を飛び越えた瞬間移動。自分の身体のみを商売道具にする人、昼より夜輝く場所、しゃがん

で動かない人たち、自分の存在を残すかのように吐き捨てられている熱を持った吐瀉物、喧騒、

沈黙。同じ部分だけをそのままにして、違っている部分を隠してしまえば歌舞伎町は兎我野町の

ように見えるのだろうか。同じ場所に異なる世界が同時に存在していてほしい。実際にできない

にしろ、離れた場所までプリズムが届く世界が見たい。きらきら輝く発光体が乱反射して、歌舞

伎と兎我野がピントの合わない乱視の目でいくつも重なりぼやけるように見えたらいい。

誰にも分かられることのない自分の中にあらわれ、自分の中にしか見えないものは、時たま他者

から見たときに超常的（オカルティック）なものにうつる。ヨソから見えるものと、自分の思う

ままの素意（ソイ）から生まれくる「わたし」という主体。ヨソとソイは組み合わせるとヨ・ソ

イ（Yo soy）という「私は（I am）」を意味する文章になる。他所と素意の間を切り裂いた裂け

目からしかあらわることのない「わたし」というもの発露。そういう展覧会に私は「オカルティッ

ク・ヨ・ソイ」という名前をつけた。

本展キュレーター：檜山真有





















　彼の試みに一体どのような意味を付与すれば良いのであろうか。小説『ドン・キホーテ』の主

人公であるドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャの試み自体が意味を求めなかったゆえに滑稽だと

語られていたように、新宿のドン・キホーテも作品が彼の依代だとしたら、単なる滑稽な男のド

キュメンタリーである。

 

　しかし、本作はオル太の作品である。新宿のドン・キホーテのドキュメンタリーにはとどまら

ない。というよりむしろ、彼はオル太に操作されていたのかもしれない。新宿に「ムーラン・ルー

ジュ（赤い風車）」という劇場があったこと、しかも、それが現在、ドン・キホーテになってい

ることを目指すようにオル太は前もってリサーチして斉藤にルートを仕向けていたのではない

か。盛り場としての新宿の過去と現在はドン・キホーテを拠り所にドン・キホーテというキャラ

クターでつながる。

　だが、ドン・キホーテである斉藤もオル太であるから、逆に、彼がオル太を操作していたとい

うことも考えうる。彼の思うがままにオル太が動いており、新宿の盛り場の歴史のコンテクスト

は後から盛り込まれた斉藤が意図している記号と記号を結ぶストーリーなのではないか。本作は

オル太の他の作品においても少なからずある特質、作品の構想・制作段階からメタ的な入れ子構

造であることを存分に発揮し、虚実のボーダーを曖昧にしていく。

 

　V・ナボコフは小説をマルチ・トラック（複線小説）、ワン・トラック（単線小説）と分けたなかで、

『ドン・キホーテ』をワン・ハーフ・トラック（1.5 線小説）だという。そう、この物語はドン・

キホーテを取り巻く人々のものでもなければ、彼一人の物語でもない。サンチョ・パンサとドン・

キホーテ・デ・ラ・マンチャの二人で一つの統合体としての物語の軸である。言わずもがな、斉

藤とオル太の関係性はドン・キホーテとサンチョ・パンサになぞらえることができ、本作はワン・

ハーフ・トラックだ。

 

　そのことをもっともよく示すのが、四季の路でのショットである。ここでは突然、ドンペンの

アロハを着た男が酒瓶を持ち、「ムーラン・ルージュ」という語を発し、ドン・キホーテに絡む。

そこで、オル太と斉藤は一つの統合体として、別々の道を歩んでいた物語が一つのベクトルを向

く。私たちは、ムーラン・ルージュをショットする。

　その時、あらゆる思いが作品に注ぎ込まれた。目前にあるドン・キホーテ東南口にショットで

きずになんども、なんども数百回ショットを重ねる。水はけのために道路に傾斜がついているこ

とや、歩道と車道を隔てる些細な段差の全てが、私たちを阻む。ラストシーン。ドン・キホー

テのすぐそばで立ち尽くす斉藤のカットに続き、天から雨が降り、暗幕。2021©OLTA。もし、

空から降る雨を見ているのがドン・キホーテのアングルだとしたら、彼が頭上に据えている全天

球カメラはドン・キホーテ東南口の天井から姿をのぞかせるドンペンをショットしている。意図

せぬ邂逅。自分で自分の姿を見るのが私は怖い。

オカルティック・ヨ・ソイ：オル太の作品について

檜山真有

「作品が完成する日を S は想像もしていないように見えた。失敗の必然性を、ほとんど神学的前提として受け入れ

ているようだった。他の人間であれば絶望の袋小路に追いやられかねない境遇も、S にとっては無限のドン・キホー

テ的希望の源だった。かつてある時点において、おそらくは失意の底にあった時点において、自分の人生と作品

とをイコールで結ぶことに決めた彼は、いまではもう二つを区別しようにもできなくなっていた。あらゆる思い

が作品の中に注ぎ込まれた。作品があるのだという思いが彼の人生に目的を与えていた。」

ポール・オースター『孤独の発明』

 

　自分が作品だと思って作っているものは、「作品」を依代として自らをつくりかえ、生きなが

らえさせている自らの延命装置だった。そのため、S が作品を完成させると、彼にとっての作品

はとてつもない距離を隔てた「他者」へと変貌する。他者は私を見つめるか、私に寄り添い、巻

き込み、その結果、私も他者を見つめざるを得ず、他者に反射した私をみることに耐えられない。

だから、S は作品を手放せない。自分で自分の姿を見るのが私は怖い。

　とはいえ、本作は完成されているし、S というドン・キホーテが作ったものではなく、S とい

うドン・キホーテが主役の作品である。《Take Don Quijote’s cue from a...》は、オル太の斉藤

隆文がドン・キホーテに扮して、歌舞伎町をはじめとした新宿の街をビリヤード 6 番の球を打

ち続けている様子を捉えた映像を中心とするミクストメディア・インスタレーションだ。しゃが

み、這い回り、頭上に全天球カメラを据えられた彼をオル太は新宿のドン・キホーテと見立て、

斉藤も見事にそれに応え、ドン・キホーテとしての作品を仕立てていく。

 

まず、ドン・キホーテこと斉藤の試みについて。

彼は「以前いた巨人に突撃するために、月に座ったペンギンに金星を合わせるために。」とシネ

シティ広場から、新宿駅東南口に位置するドン・キホーテに向けて 6 番のビリヤード球だけを

執拗に玉突きしていく。6 番は占星術で金星を意味し、ペンギンには金星しかない成分「ホスフィ

ン」が含まれる ( なぜ、私たちは金星に行ったことがないのにそれが分かるのだろう。)。シネ

シティ広場でペンギンといえば、ドン・キホーテのキャラクターであるドンペンであり、その

グッズを身にまとった若者がこの広場にはたくさんいる。金星は 15 歳から 24 歳という若者も

意味する。ペンギンに対をなす動物、シネシティ広場ではそれはライオンである。ライオンズク

ラブによるライオンの銅像がシネシティ広場にはある。占星術で 1 番は太陽、獅子座を意味する。

さらに、彼はペンギンとライオンの記号的役割の連関を深めて、飛躍させていく。（ペンギンは

飛べないけどね）

ペンギンはサンスターのキャラクター、ライオンはヘルスコンシューマーの LION。双方ともに

歯磨き粉を販売していた。だから、彼はシネシティ広場をキャンバスとして、三色歯磨き粉で絵

を描いた。写真のライオンの銅像に向き合う、キューを持ったドン・キホーテ。太陽 (1 番であり、

獅子座 )。ドン・キホーテと従者のサンチョ・パンサ。「手の中の一羽は、藪の中の二羽より価

値がある。」、そしてドンペン。



”No hallar nidos donde se piensa hallar pájaros ＊ 2”

小鳥がいると思った所に、その巣も見つからない。

歌舞伎町のバー兼ギャラリー「デカメロン」の数軒隣りにタロット占いがある。カードをめくり、

出た絵柄をつないでいく。占星術で数字の 6 は金星であり、金曜日、15 〜 24 歳、パステル調

の色を表す。

かつて演歌の殿堂「新宿コマ劇場」があった「シネシティ広場」。ここにはライオン、ペンギン

の２種類の動物が同居している。ライオンズクラブによるライオンの銅像があり、その近くに激

安の殿堂「ドン・キホーテ」のマスコットキャラクター、「ドンペン」T シャツやサンダルを履

いている若者がいる。「ドンペン」のブレークのきっかけは、ドン・キホーテ 新宿歌舞伎町店で

ドンペングッズを 1 階のコーナー展開で販売を始め、そのドンペングッズを着用した「地雷系」

や「量産型」といったファッションやメイクを好む Z 世代が SNS 上で写真を拡散した。ペンギ

ンは金星にしかない「ホスフィン」という物質を排泄するらしい。「それでも地球は回っている」

天文学者ガリレオが聞いたらどう思うだろうか。

新宿駅東南口近くの武蔵野通りに「ムーラン・ルージュ新宿座」という小劇場があり、看板には

風車が掲げてあった。ムーランルージュとは、フランス語で赤い風車を意味する。第一回公演（昭

和 6 年 12 月 31 日）で装置を担当した吉田謙吉はエとロの書いた紅提灯を舞台一杯に吊り、さ

らに考現学者として観客についても『レヴユーの見物風俗』と題して身なりなどをレポートし、

都市風俗の分析を行った。また、ここで演じられた小市民喜劇の中に、例えば折口信夫に師事し

た脚本家の伊馬鵜平が都市郊外と住人を描いたものがある。東京の西郊外、中央線で新宿と繋が

る荻窪・阿佐ヶ谷界隈での生活から日常の中に豊かな生活感情を漂わせる郊外の生活と見え隠れ

する虚無や倦怠について描いた。共産党員だった村山知義が昭和八年末に出獄された後によく

行った劇場としてムーラン・ルージュをあげ、その理由として他の小屋とは違う一種のあどけな

さについて言及している。

シネシティ広場横に建っていた新宿地球会館にもキャバレー、クラブ「ムーランルージュ」があり、

シネシティ広場の新宿劇場（第二次）に風車の看板があった。今もそこで事業展開するヒューマッ

クスグループは、以下のように記している。「その歴史は、戦後復興さなかの 1947 年、“ムーラ

ンルージュ新宿座”の劇場再建から始まります。同じ年に新宿歌舞伎町復興の最初の映画館とし

て「新宿地球座」 を開館しました。※ 1」戦後のムーラン・ルージュの復活は、ヒューマックス

創業者で華僑の林以文により本格的なものとなり 1951 年に閉館した。歌舞伎町や西新宿は、か

つては角筈（つのはず）という同一の地名で、昭和の戦前・戦中までは、この武蔵野通りを含む

角筈界隈が最も賑やかな場所であったが、戦後の新宿の繁華街は新たに誕生した歌舞伎町へと移

る。そして現在（2021 年 10 月）、「ムーラン・ルージュ新宿座」があった場所に行くとドン・キホー

テ 東南口店がある。

0:00 になった。以前いた巨人に突撃するために、月に座ったペンギンに金星を合わせるために。

”Poner sobre el cuerno la luna ＊ 1”

三日月の先端に掲げる。（最大の賞賛をすること）

友人、恋人、同僚との待ち合わせ、居酒屋や風俗などの客引き。ここでは、いつも誰かを待つ人

がいる。劇作家サミュエル・ベケットによる戯曲『ゴドーを待ちながら』では、二人の浮浪者が

正体不明のゴドーの待ちぼうけを食わされる。この二人は、スペインの作家ミゲル・デ・セルバ

ンテスによる小説『ドン・キホーテ』に登場するドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャとサンチョ・

パンサになぞらえているかもしれない。妄想癖のある主人公ドン・キホーテは檻の中の二匹のラ

イオンに勝負を挑む。ライオンに戦意はなく、ドン・キホーテは待ちぼうけだ。大きな風車が巨

人に見えて突撃する。

一打目大きく外す。背景の HUMAX ビルには以前風車の看板があった。喜劇にも悲劇にもなら

ない玉突きは始まった。「ナイスショット」小声でわしに声をかけた男性、「ちゃうやろ。ちゃう

やろ！こっちや！」と路線変更。ミスショットをし、球はその男性のまたをくぐり抜ける。いつ

もいるヒゲの長い男性のマットの上で球が止まる。大きな球体の石像には姿は映らない。ライオ

ンの像の近くで二人の男性に注意をされる。「何されてますう」フェアプレイを心がけなくては

ならない。

この日は、昼間雨が降っていて夜にやっと晴れた。ギラついたサイネージに押しつぶされそうに

なりながら歩く。スカんとその場所は現れる。娯楽施設、コンビニ、ホテルに囲まれたシネシティ

広場。集まり酒を飲んで、動画を撮って、泥酔して仰向けになっているキッズやら大学生は今日

は少ない。彼らを制止し、保護する蛍光色の警備員も深夜には見当たらない。実際寝っ転がって

みると歌舞伎町の地上で唯一空が大きく見える場所なんじゃないかと思う。ビルがそびえ立ち、

怖いが心地よい。何か吸引力と言うか風が最終的に集まってくるようなそんな感覚がある。相変

わらずゴミが多い。

ナインボール、名前の通り９つの球と手球を使う。ラックに球を入れる。地面は平らに見えるが

そんなことはなかった。ラックを外そうとするとその場にいてくれずチリジリになりそうになる。

場所を少し変えセット、メルカリで購入した槍を組み立てて狙いを定める。外野では「NHK の

者ですが何かの撮影ですか」と質問されているのがわかった。「わし」には関係ない。

Twitter で「歌舞伎町の真ん中でビリヤードというめちゃくちゃシュールな撮影してる」と書か

れているのを発見した。プレイ中に飲んだエナジードリンクが少し効いていてフラフラしている

頭で就寝する。



この日の腹ごしらえをしたドン・キホーテ向かいにある食堂「長野屋」の店内には武蔵野通りの

古い写真が貼ってある。「国際劇場」の文字も読んで見える。そうここは国際劇場通りでも新宿

座通りでもない。他にも劇場やら娯楽施設がたくさんあった。当時はこんなに道が整備されてい

なかった。シネシティ広場、モア３番街に比べたらゴミが全然落ちていないし店もとっくに閉まっ

ている。人通りが少なく簡単に青いペンギンにたどり着くと思っていた。ライオン会館前の監督

からキュー出しがされ撮影が始まる。思った通りだ。球はぐんぐん進む。わしの噂をするものや

ショットを止めるものはいない。邪魔ものは同じ道を行ったり来たりするサラリーマンでもゴミ

収集車でもなく、ゴミのネットだった。何十発もショットした。ドン・キホーテの店の前で溝に

悩まされ往復する。雨が降ってきた。ループするドンキの歌の下で雨宿りをして、Play は終了

する。突撃する手前で巨人の羽に弾かれてしまった。彼は飛べない羽で天を指していた。

引用：

＊ 1　牛島信明訳『ドン・キホーテ』後編（二）、岩波書店、2001、第 33 章 

＊ 2　牛島信明訳『ドン・キホーテ』後編（二）、岩波書店、2001、第 15 章、244 頁

参考：

中野正昭『ムーラン・ルージュ新宿座──軽演劇の昭和小史』、森話社、2011 年

※ 1https://www.humax-cinema.co.jp/company/

文：オル太

編集：檜山真有













 サイ・トゥオンブリー（バルトに倣い、TW と書く）は、1954 年の軍役中に暗闇の中でドロー

イングを行う中で、まるで子供のような、左利きのような、彼独自の絵画表現を獲得した。手の

動きの軌跡がそのまま直接表現としてあらわれ、作品となる。自らの手の動きが闇を切り裂き、

光を獲得する。彼がこの手つきを獲得してからはしばらく、灰色地に引っ搔くという減産的な方

法で絵画を完成させていたことは、TW の経験の直接的なあらわれだろう。

原田は TW の正統な継承者では無論ない。しかし、闇をきっさくことで視覚を手にし、それを

そのまま表面に落とし込むという手法においては彼と TW は極めて近いところにいる。しかし、

TW の鍛錬と原田の鍛錬はそもそも位相が異なるもので、TW の自分のみによって可能となる線

を引くことと、原田の 24 時間写真を見続けることの成果が絵画と映像に分かれるのは自然なこ

とである。

　

　本展で出品されている 2 点の《One Million Seeings》は、会場であるデカメロンの 1 階のバー

とそのすぐ隣にそびえる新宿東宝ビルのホテルグレイスリー新宿の 30 階で撮影された。デカメ

ロンでは2時間24分、ホテルグレイスリー新宿では24時間撮影された。どちらも液晶絵画（注2）

として、まなざしの交錯を表面上の問題として適切に処理する。しかし、ことさら大画面に映る

《One Million Seeings》は、時たま電車が（おそらく中央線か西武線だろう）駅の方向へ抜け、

救急車のサイレンが鳴り、その音が今、歌舞伎町を鳴らして走る救急車か、隣で新宿を玉突きす

る現代のドン・キホーテの軌跡の映像から鳴っているか一瞬判断に迷うだろう。また、背景の空

の遅々としながらもリニアに進む時間と、原田によってランダムに導き出されるいつ、どこで、

誰によって、誰が、何が、という情報がすべて曖昧な写真の対比。原田は現実の時間と写真の中

の時間の狭間で、写真の中の人たちと自分とそれを取り巻く環境に再び関係性を見出そうとする。

そのような救いとも呪いとも取れる行為は、写真の中の人物を「現実で出会ったことのある人物」

だと勘違いしたり、夢に現れたりなどもする（筆者は本作とは異なる「One Million Seeings」をオー

ルナイトで観たことがある。その時、確かに夢とうつつの間を原田の作品が行き来していた）。

　ホテルからは毎日数千人、数万人がすれ違う新宿をのぞむことができる。すれ違う人々を「現

実で出会ったことのある人物」だということはできるが、私たちは彼らと出会ったという大半の

記憶を手放してしまうだろう。そしてまた確かな記憶を持つ新たな出会いへ進むことができる。

原田の作品にとって鑑賞者が原田の身体と同期されないことは、まなざしを円環に閉じない役割

を果たし、新たなる出会いと出会いの契機となる。

（注 1）p.92『バルト　美術論集　アルチンボルドからポップ・アートまで』ロラン・バルト、沢崎浩平訳、みすず書房、

1986 年

（注 2）2008 年に東京都写真美術館、国立国際美術館（大阪）、三重県立美術館で行われた展覧会『液晶絵画　

STILL/MOTION』は「共通する特色は映像表現の中に絵画的な世界の効果を生かしているというところにありま

す。時間軸が絵画に介在し、映像に絵画と同質の空間が立ち現れるような、時間芸術と空間芸術とが相互に融合

したような、不思議な世界を私たちは目の当たりにすることでしょう。 」と紹介されている。

（引用：  https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-399.html）
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ヴラジーミル「ほんとの盲が、時間の観念がないなんて言うかな？」

 

《One Million Seeings》の何重にもわたるまなざしの構造の最も表層にある部分がどこかすら私

たちは断定することが難しいが、それが円環状になっている合わせ鏡のようなものであるかと言

われたら全くそうではない。

画面の中心には、原田が業者からすくい上げてきた廃棄されるはずだった（焼却処分され、灰に

帰してしまうような）写真が設定されている。1 枚ずつ不規則で丁寧な手つきで別の写真へと変

えられていくため、鑑賞者は映像の中で流れる時間からも、実際の時間からも浮遊する時間を獲

得する。だが、しばらくすると丁寧な手つきで写真を 24 時間見続ける画面の向こう側の手の持

ち主と、私たちの身体は同期できないもどかしさと苛立ちを覚えるだろう。確かに、この作品に

おいて画面の中心には写真が据えられている。しかし、巧妙に奥行きを作った画面には原田の手

が右下から伸び、その指先が画面の真ん中にあり、その手指が写真を持っている。つまり、鑑賞

者に対して「この写真を見よ」と言っているわけではなく、「この写真を見ている私を見よ」と言う。

写真があり、それを持つ原田の手があり、フレームアウトしたところには原田の目があり、さら

に、その画面を見ている私たちも画面の外にいる。私たちは誰とも視線を交わすことない。この

ような複雑なまなざしの交錯は、ベラスケス《ラス・メニーナス》をすぐさま想起させ、原田の

映像というのは極めて絵画的な表面の問題を取り扱っていることが分かる。しかし、本作は複雑

なまなざしの交錯が主題であるわけではなく、また、ベラスケスのようにまなざしが交錯しなが

らも、円環を結び自律するようなものでもない。最も重要だと思われる部分は作家本人が 24 時

間写真を見続けているというその鍛錬にも近いパフォーマンスの部分、作品の制作過程にある。

 

　とはいえ、彼は 24 時間一糸乱れぬ様相で写真を見ているわけではない。ピントを合わせてあ

るカメラからなるべくピンボケしないように手を固定するような努力はなされているが、明らか

に見ている写真の時間が異なっている時がある。本作は原田の顔がフレームアウトしている限り、

彼が目を瞑って、写真を見ることを拒否していたとしても画面としては成立する。彼が睡魔や退

屈や遅々とした時間の進みと戦っているとき、意識が見ている写真とは異なる方向へ向くとき、

彼の手は目より正直にあらゆるものを見ている。（《私は少しぼんやりしすぎていた》）。

　目を瞑ると視界は暗くなり、何も見えなくなる。彼はそのような状況においても手だけは固定

している。彼が写真を裏返したり、次の写真へと手を伸ばしたりする手の所作は、彼と私たちが

次に見るべきものが現れる偶然の結果へと繋がるものである。このような彼の制作過程そのもの

が作品の根幹になることや、目ではなく手によって画面を次なるものへ導いていくことは、ある

一人の画家のことを私たちに思い出させる。

 「自分の動作の及ぶ範囲がよくわからない。手だけが彼を導く。道具としての手の能力ではない。

手の欲望が導くのである。眼は理性であり、証明であり、経験主義であり、真実らしさであり、制御、

調整、模倣に役立つすべてのものである。（…）彼は光なしで描く。」（注 1）



それに対して図５〜８は、2020 年 3 月に発売された『広告』Vol.414（特集：著作）に掲載さ

れたアートワークだ。タイトルは《One Million Seeings》。同名の映像作品 [p.3-9] をベースに

している。24 時間欠けて引き取り手のない写真を「ただ見る」様子を記録した映像で、そこか

ら 52 枚の静止画 [ 図 7-8] を選び出し、誌面全体に 104 ページにわたって展開するとともに、

前後の見返し用に撮り下ろしの写真 [ 図 5-6] を撮影した。この見返しの写真は、業者の倉庫で

目撃した光景をイメージして、「誰にもみられていない写真の山」を朝と夜にタイマーで無人撮

影したものだ。

僕にとって写真は、忘却しても忘却できないトラウマのようなものに近い。先ほど、業者の倉庫

で写真の山と邂逅した時の印象を「呪われた記念碑」と書いたが、その「何か」は、触れること

すら間違っているタブーのようなものだという実感がある。だから本来は、ゴミ同然に打ち捨て

られたそれを引き取ることも、光を当てることも「間違っている」のかもしれない。それでもな

お、なぜだかそれを無視することができない。ある時期から写真に写った知らない人が夢に登場

するようになったが、こうした写真＝イメージは、何度打ち捨てられても再起してくる何かなの

だと思う。その存在感を、自らの文脈に引き寄せることなく、むしろ向こうの文脈に引き寄せら

れるように、危うい体勢を保ちながらも作品として刻印することはできるだろうか？

冊子『One Million Seeings』（原田裕規、王子スタジオ、2020 年）より転載

（なお、転載にあたり掲載されている図 1 から図 8 は省略いたしました。ご了承ください。）

文：原田裕規

写真が山になるまで

ある時期から、写真のせいで筋肉痛になるようになった。倉庫を兼ねたスタジオとして古いビル

の 5 階の部屋を借りているのだが、そのビルにはエレベーターがないため、何かあるたびに 1

階と 5 階のあいだを何度も往復する羽目になる。数年前から写真がぎっしり詰まった箱を抱え

てここを行き来することが増えて、そのたびに筋肉痛になった。あまり知られていないと思うが、

実は写真はかなり重たい。

　写真を回収し始めたきっかけは、不用品回収業者や産廃業者らによって日々回収されているゴ

ミの中におびただしい数の写真が含まれており、引き取り手もなく捨てられているという話を聞

いたことだった。その実情を確かめるべく業者を取材してみたところ、現場では「売れる写真」

と「売れない写真」が選別されており、前者は蚤の市やインターネットなどの市場に出され、後

者はゴミとして捨てられていることがわかった。

気になったのは、取材先で知り合った業者の多くがマイノリティの方々であったことだ。特に親

しくなったのはカメルーン出身の E さんで、プライベートでも連絡を取り合うようになった。E

さんの暮らしぶりを知るにつれ、そうした写真が社会の「周縁」において日々ストックされてい

ることをがわかり、それは写真を集めている彼・彼女ら地震の「周縁」的な生き方とも重なって

見えた。

　こうした写真に共通しているのは、家族写真としても売り物としても何かが決定的に欠けてい

るということだ。現代アートの領域では、持ち主不在の写真の文脈をアーティストが操作して「作

品」に仕立てるという話は珍しくない。しかしこれらの写真をみていると、そうした営みほど白々

しいものはないと思う。そう考えるようになったのは、とある業者の倉庫を初めて訪問した時に

ある光景を目撃したからだった。

業者の運転する軽バンに先導されて辿り着いた倉庫は、外から見るとごく普通の一軒家にしか見

えなかった。しかし中に入ってみると、空間のそこかしこに複数の業者がかき集めてきた物が山

積みにされている。民家というロケーションも相まって、ほとんどゴミ屋敷にしか見えない。そ

の片隅に、うず高く積まれた写真の山があった。家族の愛情からも資本主義の倫理からも見放さ

れてここに積まれることになった写真の山は、社会の全方位に向けて不満を漏らす呪われた記念

碑のように見えた。図１〜４は、そうした写真の存在を世にアピールするべく「展示」という形

式を借りてそれらの写真を公開した光景である。
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