手前 3‑4:Drawi∩ 8丁 ube#01/2016/個 人蔵
奥 3‑7:Co∩ ste‖ ation#19/20フ /ア ーツ前橋蔵

ドローイングは時間芸術である。それはまず、固定化された結果よりも過程
としての身ぶりや思考の動きそのものを指す。そして運動には時間が伴う。
しかしドローイングは、この一回性の運動が行われるところのりニアな時間

意味がない。いつの 時代 においても、

軸だけを内包するわけではない。その痕跡を見る側に発生するもうひとつ

その意味で

別 の 時間も扱うからだ。
例えば描 く/書 く行為にとって新 しさとは何か ?と 考 えてみれば、

が新 しいとか、中

―洞

生き生きと再生される時 間の方が重要なのだ。
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列石 のフィール ドワークを思い出し

うな感覚の中で、記憶とは光跡なの

部にある記憶 を引き出し結び つ ける

牧野遺跡や北海道 の西崎山環状列
石・北黄金貝塚のように、それらの多

ながら、ささやかな映像作品を制作

だと思つた。

のかもしれない。この引き出 し合 い

くは見晴らしと水 はけの良い、遠 く

した。書画カメラの下に白いロール

の構 造 は、描 く/書 くことの起 源 で

海を望んだ斜面に作られている。

紙を設置し、その上に小石を配置し

記憶は新 しく生まれたり、変形もす

僕 の最初の記憶は多分、坂道 の光

ある、対象を引つ掻 いて痕跡を残 す

僕 はとにかく古 い書物を読 むよう

てジヤラジヤラと動かしたり、マー

る。僕は古 いものを懐かしむのでは

景である。生まれてから2歳 まで住

という行 為 の 中で働 いて いる双 方

に、レコードを再生するように、そ

カーで点や線を描き加え、国―ル紙

なく、そこにある線をよく見て、辿つ

んでいた仙台の自宅前 の長い坂道

向的な力学 とも通 じている。

の周りをぐるぐると歩き斜面の起伏

を引つ張りながらライブで録画して

たり、なぞつたり、引き伸 ばしたり、

を踏みしめながら、石の配置と輪郭

いつたのだが、僕は手元ではなくス

時にはそこになかつた点を加えてみ

を見ていた。それ は、場所 の記 憶
を自らの記憶と結びつ けながら、自

タジオの壁にプロジェクターで投影

たりすることで、時間と空 間のレイ
ヤーを行き来する新 しい回路を発

分の輪郭を再発見するような時間

された画面の方を常に見ながら行
為 した。画面を反転 しコン トラスト

でもあつた。

を最大にすることで、白紙だつた背

「輪郭線を思い出す」
(宮 城県美術館での展示に寄せて)

れがそ の場 所 とこちらの身体 の深

のことを、最近になつてふと思 い出
すことがある。

昨年 の 初夏 、北海 道 と東 北各 地 に

一般 的に坂道で は、平地では起 こら

点在する、主 に縄文 時代に作 られた
環 状列 石 の 調査 を行 ない、写 真・ド

ないような身体感覚 の覚醒があると

ローイング・テキストで記録した。環

思 う。傾 斜 による、地 面 と足裏 の間

状列石 の付近には、住居 の遺 跡や

の摩擦がトリガーとなつて、接地点か
ら双方 向的なベ クトルが生 まれ、そ

貝塚や洞窟壁画 といつた文明の痕
跡がしばしば存在するが、青森 の小
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掘したいと思つている。

をする機 会 にあたり、昨年 の環状

残してただの白い光となる。光 の粒
に手で直に触れて配置・操作するよ

鈴木 ヒラク
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景は闇となり、石はほぼ輪郭だけを
今 回、仙台 の美術館で初めて展示

・r
静
・筆.・・

A

でき、それもまた作者 においてはド回一イン

一 作 目『忘れられた帝国』 は、東京 の郊外

ものだとしている。実際鈴八 ￨ま こ■まてモ ニ
体、映像、パ フォーマンスなど、ジイン /■ T≡

グの一部を構成 している。墨の上にシルバー

自然物であることを示す不規則な形 がまず印

に暮らす主人公 の生 活が説話 の形で語 られ

断した旺盛な活動 を行つてきた。強言 丁′ き

ペイントで描かれた無数の記号は、宇宙 の闇

象に残る。そしてその動き方 からそれが実物

ている。小学生である主人公 は、自宅近くの

と光を放 つ星たちとの対比を思わせる。明と

の小石 と分 り、それを人が並べ る作業を示す

森を探索するうち、宅地造成の工事現場から

なのは、身体や意識 の動 いた軌跡も積極亡
τ
・二
ド回―イングヘ と組み入れようとしている 三

暗、ネガとポジなどの「対比」も、意識の応答

ことによつて、自然 と人工、オブジェクトと記

縄文式 土器を発見し、しばし発掘熱に浮かさ

であり、公共空 間で のドローイング・パ フィー

を引き起こすものとして、ドローイングに類す

れる。それはのつぺ りとした日常に非 日常が

マンス (flg.1)や 、手 の動きをリアルタイムに褒

るものと鈴木は捉えている。《⊂o∩ ste‖ atlo∩ 》

号、偶然 と計画性 といつた問題を浮き彫 りに
する。その際、コントラストを最大にしてネガ・

顔をのぞかせた瞬間だつた。

写しながらのドローイングなども、彼 の重要な

シリーズでは、方向性 の定まつた直線的な記

ポジを逆転させ、自と黒の単純なシルエット

号表現 と、フリーハ ンドによるスプレー表現

ヘ と変換することによって、全体が整理され、

高度経済成長期 、都市 の郊外では急速な宅

表現手段だった。そこにはダンス、さらにはヌ
三
トリートカルチャー (グ ラフイテイ)と の類、
縁 関′

との二つ の対比が、画面全体 の動勢を決定

簡潔で抑制 の効 いた、強い印象をもたらす表

地 開発がなされ 、それにともなって埋蔵文化

までも指摘できるだろう。

している。横長の 《⊂o∩ ste‖ a[lo∩ #19》 は、遠

現へ と至つている。

島 田雅彦が「郊 外 三 部作」と呼ぶ小 説 の第
1で

^、

1両

財や遺跡 が多く見つかつた。日本の古層が、

鈴木 ヒラク
時間と空間を貫くドローイング

くから全体を見ると中央が厚みをもつ形をし

大都市 の周縁部でむき出 しの状態 になつて

″
鈴木 は作品制作を「考古学」になぞらえ、 I

ており、銀河を真横から見た形を連想させる

一つの石を置いてから、次の石を置くまでの

いたわけで、それは先史時代に直結 したトン

品を「解読を待つ一種の記憶装置」と捉えて

が、作品 に近づくと、ロゼッタストーンを思わ

行為は、それが環状列石のように大地の上で

ネルの入 口が、大都市 の真横にぼっか りと口

いる。たとえば、今回の展覧会には出品ぎ
「
ないが、《bacteria sig∩ 》シリーズ (flg l,I

せる記号の集積が延 々と広がつているような

あれ、この作品のように紙の上であれ、無限

印象を強く受ける。その結果、鑑賞者 は自身

のバリエーションの中から行われた「選択」

作者が初期から今日まで、断続的に継続υて

の中で、ミクロ的視点とマクロ的視点 との頻

の―つであることに変わりはない。二つの石

鈴木 ヒラクは 2歳 の頃、仙台市から川崎市麻

制作している作品であるが、その制作万 ≡

繁な転換を体感することになるだろう。そこ

の間をつなぐ線には意識の流れが折り重な

生 区に引つ越 した。彼も小さい頃、家 の周 り

とは、土に一旦枯葉を埋めたのちに葉ア≡1

にもまた、瞬間的なドローイングがなされるの

り、内に時間と空間を含んだドローイングが

を掘つて遊んだ発掘少年であり、土器や様々

分を掻き出すことによつて、プリミティブな=r

である。

生まれる。この作品ではそれが適度なテンポ

なものを掘 り出す ことに熱 中したという。そ

わにすると
象 (葉 脈によるドローイング)を 顕、

のとき、日常の生活では隠れて見えなかつた
現在 と過去とを結ぶ長大な時間的・空間的な

ものである。この手法はまさに「発掘」そ 三
ものであつて、ここでは作者 という存在■‐

意識の飛躍を、鈴木も感じたことだろう。ここ

長年 の土砂の堆積 により地中深く隠れて

とかなたを繋ぐ糸 口を見つ け、それを掴み出

を開けていたということになる。

和 田 浩 一 [宮 城 県 美 術 館 学 芸 員 ]

̲

す

で連鎖していくのである。
《Road》 の 3点 は、夜 の高速道路などで道巾
=こ

1:鈴木 ヒラク ドローイング・パ フオーマンス /ゲ ス ト:Raz Mesina1 2011,′

を示 したり、街なかの交通標識などに用 いら

小 石 によるド回― イングは、組 み替 えや修

れ注意を喚起 したりする反射板が使われて

正が自在であり、それを瞬時に行うこともで

る遺物を探して掘り出す、考古学者 の役喜

いる。見る者が光を発すると鋭 い光を送 り返

きる点で、簡潔、明快で、また鈴木 の持 つス

すこと。それが鈴木の制作の原点である。

を与えられている。と同時に、土を「手て子
蚤

してくるこの反射板もまた、人 工 的に光 のシ

ピード感 に適 した表現 となつた。手 の行為 の

グナルを作 り出し、断続的な光 の応 答を発生

軌跡 と物の作る配置をめぐる展 開として、鈴

鈴木がこれまで展開してきたのは「拡張され

き出す」という制作行為に焦点が合つて ̲モ
T
ことも明らかである。このような実 際C身 ′

させる。

木 のド回―イングのもう一 つ の面を見せてく

た意味でのドローイング」というべ き活動で

の運動、それにともなう意識の流れが、三
千百

ある。通常ド回一イングとは紙の上に線で描
かれ、絵画 へ と至る過程にあってその準備

と空間の中に描いた軌跡を、注意深くモ言
に収集すること。そして時には大胆に′
■三 ヽ

めて公開される新作のビデオ作品である。作

「『全体のルー
段階を構成する。絵画 と異なり

ディアヘ と組み換えることが、鈴木 の ＼=―

者 は昨年の夏、北海道 内に点在する環状列

「完成した全体と
ル』に従うわけではないし」

イングを形作る。

石を多数 リサーチし、写真とドローイングでメ

会場 ■ocatlo∩

0∩

e(ニ ューヨーク)

̲

̲

れている。
《Reco‖ ectlo∩

の関係においてのみ意味をもつのでもない」
2

このように、ドローイングは確定的ではないが

of the Co∩ tou「 s》

は本展 で初

モを残 した。本作はその時の考察が反映され

今回の展示では、墨の上にシルバーで

=̲■
″

ており、手描きによるドローイングよりも、小
=E2:《

2008年 /土・
アクリル・
木製パネル
枯葉・

ゆえに、あらゆる方向に開かれており、自由な

《Co∩ ste‖ atio∩ 》シリーズ、反射板 によモ I

表現形態 として独自のフィールドを持つてい

品 《Road》 、ステンレスチューブの立体、そ´

るといえる。

て新作の映像作品によつて構成されるこ

だが鈴木のいうドローイングとは、さらに広い
範囲を含むものであり、平面上に描かれた線

丁
星座 (=Co∩ ste‖ atlo∩ )は 、地球から見える
=要´
の星の中の幾 つかを、架空 の線によつてモ

かけとすることがあつたが、今回のビデオの

のみでなく、ある場所からある場所をつなぐ

つ け、そこに形象や意味を見出す ことただ´

小石の使用はより積極的である。手元でのド

行為の軌跡、あるいは何かと何かの間を行き

それも作者 にとつてはド回―イングの一 つ て

ローイングを壁面にビデオ投影しながら行う

「空間や時間に
交うシグナルなども含めて、

ある。何万光年も離れた場所から今地球 に琶

これまでの一部のパフオーマンスと類似する

新しい線を生成していく、あるいは潜在して

いている星の光 自体、遠いかなたの星と私た

部分もあるが、単純に筆を小石 に置き換えた

ちとの応答 (コ レスポンダンス)と とらえることた´

というわけではない。

bacterla slg∩ #31》

石を配置 してなされる構成が主体 となつてい
る点が注 目される。

これまでもライブパフオーマンスの際に、紙

3

いる線を発見していく過程そのものを指す」

̲｀

の上に小石をばらまき、ドローイングのきつ

(文 中敬称略)
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