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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【はじめに】

往復書簡のご提案 !!!
三原さん !!
僕からお伝えしたのに、メールを送るのが遅れてしまい申し訳ないです。以前頂いた企画書を、ここ暫く読み返しながらいろいろと考えていました。 
“自分自身も表現者としての立場でありつつ、別の作家の展示を企画する” 
今更このような行為を特別視する必要もないほど、現代美術の枠内ではありふれたことだと思います。歴史としても前例はいくらでもあることです。 
それでもなお、このような活動をやろうと思っているのは、美術史上の文脈としての見地や、そういう立場を確立したいからではありません。僕にとって何より重
視すべきなのは、展示という企画を用意することで生まれる、対する作家（他者）との対話の過程なのです。対話することで必ずといっていいほど、共有している
べきの、ある対象（今回の場合であれば“死”）の価値や意味、意義に齟齬や衝突の場が発生します。お互いが他者であり、それぞれの価値観をもつのだからそのよ
うなことは至極当然ですよね。 !
意味の浮動性、多義性などによって実は個人の発言は擁立されているのであり、その延長線上にあるのが社会、芸術・文化だと僕は思います。日常であれば同意で
きる意見は共有し、反目し合えば、まあ、そういう考え方もあるよねと、半ば切り捨てる。ありふれた大人の対応ですが、僕はこの企画であえてそれをしたくない
のです。反目し合ってもそれを飲み込むことを前提に、タフに対話を重ねたい。そうすれば、 "多面的な意味"という上っ面の隠れ蓑を暴くことが出来るかもしれな
い。それは決して真なるものを探すというような形而上学的な議論などではなく、例えば僕と三原さんなら「死」というタームから、同時代的な感覚をもとに、漠
然としたものを具体的な形へと昇華するような対話作業を通して、その時代性、現社会内の形といったものを見つめなおすための深い実践が、僕らなりにできるの
ではないでしょうか。恐らくこれは、ある種、極めて個人的で特異な価値観を決定した芸術家同士との恊働であるからこそ、意義あるものになるのではないかと僕
は思います。そして、そこには僕の制作主題である“言語というもの”の研究にも関わりがあるのです。  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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【はじめに】

!
青臭い前置きが長くなってしまいましたが、そのような意図も踏まえて、展示に向けての期間中、三原さんと往復書簡ができないかという提案です。もちろん単純
に会っての対話もいいのですが、お互いのスケジュールの関係もあってなかなか時間もとれませんし、ゆっくりと自分のペースで意見のいい合えるということと、
単純に機会を多くもちたいということも考えてこの対話案を考えています。 !
三原さんにとっては、制作もあるでしょうし面倒なことこの上ないでしょうが、時間が許せばぜひお願い出来たらと思います。 
では、このご提案についてお返事お待ちしています。 !!!
2013年6月13日  !
図師 雅人 !!!!!!!
!
!
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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【一通目】

往復書簡一通目 !!!
三原さん !!
いよいよ往復書簡、本メールから始めていきたいと思います。 !
期間や回数は現時点で特には決めていませんが、一応三原さんの会期終了までを目処に、お互いの活動に負担にならない程度の頻度で取り組んでいけたらと考えて
います。三原さんに頂いた企画書をベースに、僕の中の関心事と重ね合わせて浮かび上がった議題をいくつか設定させてもらい、そこから議論を重ねていければと
思います。 
まずは、SF的視点から展望できる死の形式についてやりとりができたらと思っています。三原さんから掲示していただいた企画書の中に、「自分はこの世界という
物語の主人公だから自分だけは死なないはず」というような、見出しがついています。これは、いっけんマッドサイエンスティックな主張にも捉えられますが、し
かしこの仮設的な価値観から議論の出発点とするのも、とてもユニークな気がします。まあ、この仮説自体はそもそも成立するものではありませんよね。少なくと
も現時点では。生物は必ず死して朽ちるものだし、仮に死を免れる手段が発明されるとして、僕らが生きているうちには恐らくそれは為されないでしょう。だとし
ても、この事実を棚上げして、それが為された場合、もしくは不死といかずとも老化が止まるといった近似的な条件をとりあえず想像したり、イメージに起こして
みることを僕ら人間は可能としています。それが小説、映画、漫画といった中でのSF作品として昇華されている。 !
有名な所でとりあえず例を挙げれば、ジョージ・A・ロメロのゾンビ映画作品は近未来という時代設定の中で、死者が蘇るというルールを巧みに操り、人間の生の
価値観、暴力性、政治性などを転倒的な手法で描きます。押井守の「GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊」であれば、肉体のテクノロジーによる置換、それに伴う喪
失を軸に、人間としての生の基底部分や、魂という不確実なものの有無を描いていると思います。最近では、特に話題になった作品ではないですが、「TIME／タイ  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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【一通目】

ム」というアメリカ映画の設定が興味深かったのを覚えています。（未見ですが…）事実上、不老不死が成立した未来で、個々人が所有する生存時間が貨幣として
扱われ、その所有時間によって格差社会が生じている世界が舞台の物語です。 !
話が脱線気味ですが、つまり何故SF的視点から死を臨むのかです。仮設的な時空間の設定をされた状態において、生死は多角的な視点を得ます。この状態の物語の
主人公達は、あくまで非現実的でありつつ、しかし現実を生きる鑑賞者である私たちに具体的な死生観を強く打ち出してきます。ある意味、現実より実存的だとも
いえる。三原さんの今回の作品は、他生物を殺すことによって人間である自分の生の自覚を問うものだと、僕は考えています。美術の中で、死を扱う場合、そこに
はある種の生々しさがあります。作家の家族の死を扱うもの、政治や宗教に関わる死など、往々にして現実や歴史。人としての共通点に根差す重みがあります。今
回の三原さんの作品コンセプトは婉曲的なアプローチもあってか、比べて軽いとはいいませんが、どこか渇いてる、という印象を受けます。同じく他生物の死を扱
うハーストとは、また違ったものです。（とはいえ、当然作品をまだみていない上での意見ですし、もちろん批判でもないです。“死”というものへの感覚的な質感
としての例えとして受け取ってください。） !
恐らくここが、三原さんの死への恐怖感と呼べるものなのではないか、と僕は現時点ながらに考えています。また、それが同時に死の希薄さに繋がっているのでは
ないかとも思うのです。SF的な視点と共に僕が共有できるのは、この部分なのかもしれません。実をいえば僕には生への希薄さ、みたいなものがあります。どうす
れば生という実存を感じるのか、という欲求が強くある。これは、死の希薄さとほぼ同義でしょう。ですから、三原さんのコンセプトを読んだ時、共感できる点も
多くありました。仮設的な死の設定をもって、婉曲的に死生観を問うこと。そこにはSF作品のように、現実以上の強度があるかもしれず、故に死へ希薄な私たちに
とってはそこにリアリティがある、と考えてみること。この点から三原さんの意見を聞けたらと思います。 !!!!!!
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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【一通目】

この第一通目からさまざまに話題が広がっていけたら幸いです。無理に僕の議題設定に沿う必要もありませんし、じっくり時間をかけて考えてもらって、お手すき
の時にでも返信頂けたらと思います。 !
それでは三原さんのご返答、楽しみにお待ちしています。 !!!
2013年6月25日 !
図師 雅人 !!!!!!!!!!!!
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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 一通目】

往復書簡お返事に代えて !!!
図師さん !!
往復書簡一通目どうぞよろしくお願いします。 !
図師さんの問題提起にどう向き合うか色々考えを巡らせながら、言いたいところと落としどころがなかなか繋がらず、ひとまず書き始めてみようと思ったところ脱
線も脱線…。いつまでも逡巡していても仕方がないので応えにはなっていないかもしれませんが、とりあえず私からの第一通目ということで私自身のモヤモヤして
いる点をフィクションとリアルなど例にとりながら並べてみました。今後はさながらサウンドノベルのザッピングのように、図師さんの問題提起に戻ったり、さら
に進んだり、ここからSF方面に繋げて行くのもありかなと思います。往復書簡という一通一通に間の空く手法だからこその効果が出ることを期待して。 !
私は死はエンタテイメントだと考えています。多くの、特に私たちと同世代の日本人は人の死を映画やドラマ、マンガやアニメなどエンタテイメントの中でしか見
たことがないと思います。死は常にドラマチックで、人々は感動の涙を流すために自ら好んで映画館に足を運んだり、ゴールデンタイムにテレビのリモコンをいじっ
て人の死を眺めます。私たちはそういう死しか知りません。現実に近しい人の死を体験しても立ち会うことができるのは葬儀の場であり、ドラマは終わったあとで
す。 !
高校時代の話ですが、イラクで拉致された日本人青年の処刑動画を友人たちと興味本位で観たことがあります。今思えば悪趣味な話ですが、このときの衝撃は未だ
に心のしこりになっており、私の死生観に影響を与えているようにも思います。動画という間接的なものですが、"本当に人が死ぬ瞬間"を初めて見たのがこのとき
でした。安易に衝撃的という言葉を使いましたが、想像していた衝撃とはまったく違いました。画面は薄暗い室内。家庭用ハンディカムで撮ったらしくひどく不鮮 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 一通目】

明です。覆面をかぶった犯行グループのメンバーが声明を読み上げると、消沈した青年の髪の毛を掴み、何のためらいもなく短刀で首を切り出します。最初のうち
は苦しそうな表情だった青年はある瞬間を境に表情がなくなり、そのとき私は｢今、モノになったんだな｣と悟りました。｢今、死んだんだな｣とは思えませんでした。
首と胴が切り離されるとその実感はいよいよ強くなり、画面に映っているのは人体などではなく、その球体と横長の物体にズームして行ったところで動画は終わり
ます。 
短い動画でした。私の知っている死はそこにはなく、それはさっきまで生きていた人間がモノになる過程をとらえた動画で、残酷さを売りにしたスプラッタ映画の
ようにイタズラに血が噴き出したりもしなければ、"泣ける映画"のように恋人に抱きかかえられてカッコいい台詞を吐きながら息絶えたりもしません。あたかも日
常の一コマのように淡々と人がモノになってしまいました。今でもあれが死だとは思えない自分がどこかにいるのも確かです。現実には死なんてものは存在しない
んじゃないか。ただ、人はモノになり得る。死後の世界だの救いだのとはまったく別次元の問題のようです。 
リアル(現実的)とはなんでしょうか。リアルなアクションシーン、リアルな暴力描写。少なくともあの動画はリアルではありませんでした。だとすれば映画のように
リアルな死が現実のどこかにもあるのでしょうか。遠い国の名もない人の現実の死よりもフィクションの中の愛着のあるキャラクターの死の方がリアリティを感じ
るのは私だけでしょうか。 !
正義の味方に感情移入しにくいのは彼が死を怖れないからかもしれません。悪役に親しみを覚えるのは彼が往生際悪く自らの生に固執するからかもしれません。多
くの宗教では欲望を悪と見なします。これは社会の秩序を維持するためにつくられた合理的な教えでしょう。いってみれば欲望に忠実な悪役は、見方を変えれば本
来どこにでもいる人間である場合も多いのです。不死の追求もその一つです。自然の摂理(神の意志)に逆らった行為である不死ですが、現実の世界では生命科学の分
野で真面目に研究されています。しかし物語の中では醜い行為として古くから描かれてきました。 
不死に限らず、SFでいえば命のコントロールを試みる科学者の描かれ方はある程度の型があるように感じます。いうなれば典型的なマッドサイエンティスト像です。
映画｢メトロポリス｣でアンドロイドを造るロトワングも、｢フランケンシュタイン｣のビクター･フランケンシュタイン博士も共通して薄汚い研究所でたった一人で"
ヒトガタ"を生み出します。手法もどこか魔術的･錬金術的で、とても人類の目指すべクトル上の輝かしい最先端技術とは思えません。なぜ国立大学の研究室ではい
けないのでしょう。 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 一通目】

神を超えてしまった彼らは結果として不遇な最期を迎えてしまうわけですが、興味深いのは彼らが完全な悪役としては描かれておらず、とても人間的で、そもそも
の動機は人としてごく自然な欲求からであるという点です。寓話の類いの説教のように人の欲深さを正すというニュアンスもなくただ物悲しい故に、｢メトロポリス｣
に至っては人間味のない正義漢である主人公よりも印象に残る存在です。 
映画｢イーオン･フラックス｣は近未来、病気と争いのない社会(ユートピア)での話です。実はその社会にはカラクリがあり、ウィルスにより女性が子どもを産めなく
なったため、死者が出ればそのクローンをどこかに産み、またどこかで死者が出ればそのクローンをどこかに産むといった形で一定の人口を保ちつづける(ループす
る命)政策を政府が秘密裏に行っていたという設定です。主人公たちはその秘密に気づき、永遠に死ねない社会ではなく、一度だけの人生を人間らしく生きられるよ
う政府に戦いを挑むのですが、私には主人公たちの考えが理解できませんでした。人間らしさを求める彼女(彼)らがまったく人間らしく見えないのです。人間は死を
怖れる生き物ではないのでしょうか。死ぬための社会を自ら追い求める姿は人間が本質的に持っているはずの欲望が欠如しているように見え、怖らく作者や監督の
意図に反して極めて冷たい存在に映りました。 !
永遠を求める者と有限を求める者、人間のあるべき姿(またはそう思われている姿)と人間らしい欲求は矛盾しており、物語の中では善悪という形で表れますが、こ
れは極めて相対的なものであり主軸を何に置くかによってまったく別のものに姿を変えます。唯一絶対であるのは死のみなのですが、そもそも死とは何なのでしょ
うか。死を自覚することは不可能でも死を意識することは可能です。人が初めて死を意識するのはいつなのでしょうか。潜在的にいずれ自らが死ぬことを知ってい
るからなのか。他者の死から学習するのか。後者だとすれば私はまだ死を知りません。実際に死を見たことがないのです。 
死という意識はしているものの知らない存在。エンタテイメントの世界で脚色されたものしか知らない存在。恐怖を感じながらもリアリティがない存在。 
夜中のコンビニの前で電撃殺虫器がバチバチ音を立てているのをぼーっと眺めている気分です。死ぬのはいつも他人ばかりなのです。 !!!
2013年7月3日 !
三原 回 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【二通目】

往復書簡二通目 !!!
三原さん !!
この間はお忙しい中、展示に足を運んで頂き有り難うございました。 
制作の方は順調でしょうか？フライヤーも完成し、来る会期がぐっと現実味を帯びてきましたね。打ち合わせなどで結局直接お会いする機会が多く、なんだかんだ
毎回濃い内容の話をしているのですが、改めてこうやってPCの前に向かい、書簡の文面を考え始めると気が引き締まる思いです。 !
「死を自覚する」ということは、確かに難しい。それこそ人生最大の難問かもしれません。三原さんが目撃し衝撃した、イラクでの日本人青年の拉致・殺害のネッ
トに配信された動画。僕はそれをリアルタイムで観ることはありませんでしたが、そのことが話題になっていたのは覚えています。切り離された被害者の首と胴。
それが為された"瞬間"、人が「モノになった」という三原さんの言葉を、同体験をしていない僕でもいくつかの事例でその感覚を知っています。 
ひとつは映画監督アラン・レネが撮ったドキュメンタリー映画「夜と霧」に映される、強制収容所にて山のように積み重なる死体を、連合国軍のブルトーザーがま
さにゴミのようにかき集める場面にて。もうひとつは、誰しもが目撃した、2001年9月11日の日本時間深夜にテレビに映されたあの巨大な二つの塔、WTCが崩壊す
る最中で。 !
三原さんが使った言葉のシチュエーションとは大きく異なる点もありますが（1.刹那に対しての、過去や持続的な時間での出来事　2.映されている直接性の度合い＝
死にゆく様の可視／不可視、個人に対しての不特定多数　3.他殺か否か）、人がモノとして扱われ、モノとして撮られ、モノとして認識せざるをえない状況である
ことには違いないでしょう。僕にとっては、先に挙げた状況、特に不特定多数の死を目の当たりにされた時に、死＝モノ化という図式が思いつきやすいのかもしれ
ません。 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【二通目】

イラクでの拉致殺害事件については（画像検索すると、現在でもヒットするんですね。内容も含め驚きました。）、犠牲になった方の情報があるだけに、個人とい
う性格が見えてきて、ぼくにはどうしても死＝モノ化へと結びつきづらい。そこにはやはり一人の青年が、宗教と二国間の歪みによってこの世から消し去られたと
いう観念が、実存する凄惨さが、僕の思考や感情を刺激します。 !
ここには僕が13歳の時に、祖父の死に立ち会っているという個人的経験にも関係があるかもしれません。長年の闘病の末に、祖父は多くの家族に看取られながら息
を引き取りました。祖父が息を引き取るその時、その場に僕はいて、祖父をこの世に結びつけようと泣き叫ぶ父親を失う僕の母、祖父を失う僕の兄達、そこにいた
多くの者達が祖父へかけつづていた声を今でも鮮明に覚えています。祖父が息を引き取った瞬間。医師が死亡時刻を告げた瞬間。僕はやはりその時、祖父がモノに
なったとは思えませんでした。ただただ信じられなかった。今にも起き上がってきそうだと、どうしても思えてしまうからです。ようやく祖父が死んだと思えたの
は、火葬場で遺骨を拾う時でした。 
僕は祖父のことが好きでしたが、しかし祖父が亡くなってから15年が経ち、次第に記憶が薄れていくとともに祖父について語れる言葉と情報は年々薄れています。
祖父と過ごした13歳までの記憶が、僕はあまりはっきりとしておらず、祖父とどんな話をしていたのか、今思い起こせば実はよく覚えていないのです。もうこの世
にはいない祖父について、語れる言葉を満足に持ち合わせていないこと、例え少ないながら持っている言葉も時が経つとともに、さらに少なくなり、消え去ってし
まうのではないかということ。むしろ、僕はそういったものに死への恐怖を感じてしまいます。 !
自分にとって特定の人物として認識された場合、例えそれが身内ではないにせよ、ある程度の情報を自分の中に引き受けた人物ならば、それが例え実際に会ったこ
とがなくても、その人から得た情報が自分の記憶と重なるために、対象の人物への何かしらの感情が芽生えているはずです。人々が直接には関わりのないアイドル
やポップ・スターといった他者の死を悲しむことができるのは、恐らくそういうものでしょう。僕にとっては、イラクにて拉致・殺害にあった青年は、そのように
特定化される人物だったのかもしれません。 
しかし、特定化するための作業が時間的にも、物理的にも、その限界を大きく超え出る場合、死した人々を個にとどめておく場合はできません。ナチスによって行
なわれたホロコーストは、犠牲者数600万人を超えるとされています。僕が観た映像は、恐らくソ連軍がアウシュビッツ解放時に遺棄されていたという約13,000体の
死体だと思われますが、その時点での死者の特定など叶えられるはずもなかったでしょう。名前も、声も、手向けられるべき花束でさえも、そういった権利さえも
奪われた死者達は、その膨大数において生者からも見放され、個人枠に収まることを許されなかった不特定な多数として、もはやモノ、数としてか存在できない。  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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【二通目】

9.11同時多発テロのTVに映されていたWTCは、約1,700人を内包したまま旅客機は激突し、倒壊しました。今だからこそ思えることですが、あのTVに映されるWTC
は倒壊前から犠牲者の墓碑としての性質を備え始めていたのかもしれません。僕らは無意識にあそこに映されていた映像の結末が悲劇を迎えるであろうことを予見
していたのだと思います。少なくとも奇跡が起きるなんてことは思っていなかったはずです。映像の修辞学としての見方もありますが、あそこに墓碑というモノと
しての死のかたちがあったのではないでしょうか。そして進行形として死にゆく、僕らの側からは特定されることのない膨大な個人もそこにはありました。 
死者をモノとしてみることは、僕と三原さんの対話の中でも見いだされた、状況や数、対象に向けられる記憶などが相まる複雑な条件によって左右される倫理観だ
とは思いますが、三原さんの今回の作品は、僕が挙げた条件をクリアーにすることで、為されるものだともいえますね。 
特定の歴史や政治性を踏まえていない状況であること（きわめて日常風景の延長であること）、他生物とはいえ膨大な殺害数が予想されること、そして人間以外の
生物でも昆虫ということで倫理観が該当しづらく、同情しづらい対象であること。これらの条件が揃って、死をモノとして扱い、意識させることができるといえま
す。まさに自分からみた他者であることの条件が出そろっていると言えるでしょう。 !
さて、長くなってしまいましたが、じつはここまでの文章は前振りのようなものです。最近、三原さんが先のメールで挙げていた「フランケンシュタイン（1931)」
と「メトロポリス」を鑑賞しました。「フランケンシュタイン」で死者から怪物を生み出したヘンリー（※）も、「メトロポリス」で機械人間を創造したロトワン
グも、確かに人間味溢れる存在として描かれています。生命創造という妄念に取り憑かれ怪物を生み出しておきながら、いざ恋人の大切さに芽生えるや、その問題
を放置しておく自己中心的で、中二病的なヘンリー。ロトワングもかつての恋敵である主人公の父親にして、メトロポリスの支配者フレーダーセンの復讐に燃え、
最後はヒロインにかつての想い人を投影して暴走するほどの妄執家で、なんだかなじみ深い。 
でもそれ以上に僕自身が興味や同情を惹いてしまうのは、やっぱりフランケンシュタインや機械人間の方で、彼らの犠牲についていろいろ考えるところがあります。
怪物フランケンシュタインは道徳や倫理といった教育を受けることが結局叶いませんでした。ヘンリー自身がそれを最初から放棄しています。フランケンシュタイ
ンがとった行動や、殺害行動は明らかにその欠如によるものでしょう。一瞬ではあるけれど、子供と心を通わすことのできる一面をもつ節が、劇中描かれています。
機械人間にしてもそう。ロトワングにプログラミングされたが故の行動でしょう。結果、二人の異者は死をふりまく者として断罪される。無垢であるが故に、犠牲
になるのです。しかしそれはヘンリーが本当の大切な存在である恋人と結ばれるための、メトロポリスでは理想的な次なる社会へと成長していくのための犠牲で
す。 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【二通目】

比較して考えてみると面白いのは、ウィル・スミス主演で描かれた「アイ・ロボット」のサニーはそれとは真逆の存在であるということでしょう。彼は創造主たる
博士からの教育を受け、知識と自我を持ちうることで犠牲を免れます。人間社会に受け入れられるのです。 !
「フランケンシュタイン」も「メトロポリス」も、死を扱う作品に思えて実は生に固執した物語だといえます。そこには他者を犠牲にして死を乗り越え、生きなが
らえる人と世界が描かれるからです。現実世界もそれと同様にある。 
ここから派生して、では美術としての"犠牲"という概念について考えてみたいですね。作品内に他者、人間以外の生物の死を扱う（＝意図する、しないとしても犠
牲がある）ということは、前にも言いましたが、前例はあります。そして、そういうものの言説もなんとなくは理解してますが、極論すればその作家の、ビクター
やロトワングに共通するエゴイスティックな部分について聞いてみたい。実は死を意識させる以前に、犠牲の死をもって生を実感させる要素が強い三原さんの今作
もそこから漏れることは無いはずです。 !
ですから、せっかくのこういった機会ですし、当事者の三原さんにそこらへんについて聞ければと思います。“犠牲”を作品化することについて。そこにみる美意識
でもいいですし、望む姿勢や率直な感想でも何でもいいです。 !
難儀な質問かとも思いますが、お返事楽しみにお待ちしています。 !!!
2013年7月20日 !
図師 雅人 !!
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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 二通目】

Re:往復書簡二通目 !!!
図師さん !!
個展搬入まで3週間ほどになりました。あまり展示前でも焦ったりしない質なのですが、さすがにこれだけ差し迫ってくると焦らずにはいられませんね。 
また、会場のことなどで相談するかもしれませんがよろしくお願いします。 !
さて往復書簡、私からの二通目です。 
《1.刹那に対しての、過去や持続的な時間での出来事　2.映されている直接性の度合い＝死にゆく様の可視／不可視、個人に対しての不特定多数　3.他殺か否か》 
この分け方は興味深いですね。怖らく私が前回語った他者の死へのリアリティの問題もこの1.2.3に基づいています。ただ、お互い感じる印象が違うのはそれぞれの
要素がリアリティに直結する優先順位が人により異なるからではないでしょうか。その点、フィクションは長年の歴史の中で培ってきたレトリックがあり大衆の心
に直結する死の扱い方が巧いのでしょう。 !
アラン･レネの｢夜と霧｣は私も観ました。高校の授業で観たので細かい内容はあまり憶えていませんが、やはり私の記憶に残っているのもソ軍によるアウシュヴィッ
ツ解放後のシーン、バケツに入れられた大量の首が映し出されるシーンです。思えばイラクでの青年殺害事件の動画を観たのと同時期ですね。どちらを先に観たの
か思い出せませんがどこか印象や記憶がリンクしている部分があります。 
また、ちょうど同時期に同じく授業で日本の現代の保健所での犬の殺処分のドキュメンタリー番組を観せられました(｢夜と霧｣にしろ、どんな学校だよって感じです
が…)。こちらは私が無類の動物好きというのもあり、とても正視できず終始下を向き周りに気づかれないよう耳を塞ぎ、ただただ映像が終わるのを待ちつづけまし
た。 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 二通目】

｢夜と霧｣のラストで監督の声が観衆に語りかけるシーンがあると思います。収容所の職員や彼らを生み出したドイツ人たちの言葉に対する問題提起で｢彼らは皆口を
揃えて命令されて仕方なくやったと言う、本当に彼らに責任はないのだろうか｣というような文句だったと思います(記憶が正しいかあまり自信がありませんが…)。 
一方の保健所のドキュメンタリーも最後に似たような語りかけがあります。｢保健所の職員に責任はない。彼らがこのような仕事をしなくてはいけない状況をつくっ
ている無責任な飼い主にこそ責任がある｣といった言葉でした。まったくその通りでしょう。しかし、当時私はこの2つの映像を観て(片方は殆ど観ることができませ
んでしたが)大きな違和感を覚えました。命令で動き逆らえば政治犯として罰せられるナチスの収容所。収容所はドイツ国内にはなく職員は植民地の現地民や収容所
の捕虜もいるため、彼らに至っては逆らえばその場で処刑されたでしょう。一方の日本の保健所職員は、自ら職を選び自らの意思で仕事を辞めることもできます。
ここに当時大きな違和感を覚え、また今でもそう思っていないといえば嘘になるでしょう。 
｢夜と霧｣が自分が生まれる数十年昔の時間的にも空間的にも一種遠い世界の話であるのに対して、保健所のドキュメンタリーが今まさに私たちが住むすぐ近くで起
こっている問題だからこそ、より心に突き刺さったというのは大いにあります。ただ、私自身が動物好きでエコヒイキがあるのはもちろんなのですが、犬がゴミの
ように殺されていく様に感情的になるのに対して、ゴミのように殺されていく同じ種であるはずの人の死にはどこか冷めたところがあるのは、逆説的ですが同じ種
だからこそ、同じ種によって行われるからだとも思うのです。自らが被害者にも加害者にもなり得るリアリティとそれ故のあきらめ。そして今回、私は他の種をアー
トという人間の都合で生まれた勝手な理由で殺します。このことについては後でまた改めて書きます。 !
話を戻しましょう。 
チャップリンの有名な言葉で｢一人殺せば殺人者だが、百万人殺せば英雄だ｣というものがありますね。一方、スターリンの言葉で｢一人の人間の死は悲劇だが、百万
人の死は統計に過ぎない｣というものがあり、この2つは真逆の立場でありながら同じことを言っています。9.11はまさにそうで、特に当事者ではない私たち日本人
にはより｢統計としての死｣としての側面が強いのではないでしょうか。むしろ当事者でない者たちがわかったふりをすることによって生まれた悲劇･問題の存在に気
づかされたのも9.11だと思います。 
誰の言葉だったか忘れてしまいましたが、当時｢アート(映像だったかも?)は死んだ｣と言われたそうです。WTCに旅客機が激突し崩壊するまでをとらえた映像が不謹
慎ながらあまりに完成された美しいものであり、これを超えることは二度とできないというニュアンスで言われた言葉でした。 
私はアートの三大要素を聞かれたら｢性｣｢貨幣｣｢信仰｣をあげます。これは私に限らずポストモダン以降多くの人たちが言葉を変えながらも言っていることで、ここ
に｢死｣を加えることもありますね。そう考えると9.11にはアートのすべてが揃っています。絶対的な父性(男性)としてのアメリカ、それを象徴するかのようにそびえ 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 二通目】

立つ2本の巨大な塔は男性器を思わせます。そこに突き刺さる旅客機もまた同じです[性]。そして、崩れ落ちるWTCはまさに世界中の経済の中心であり、空中に舞い
上がる大量の書類は今後多くの金を動かすための役割を担っていた事実と同時に紙幣そのものを連想します(記憶が正しければ実際に紙幣が舞っている映像もあった
ように思います)[貨幣]。その引き金となった宗教の問題は絶対的と思われてきたキリスト教社会のパラダイムシフトを生みます[信仰]。そして、その結果は死でした
[死]。 !
ブラウン管越しに｢鑑賞｣するしかなかった我々日本人にとってはより、差し迫る事実というよりも｢映像｣としての要素が強かったかもしれません。当時中学生だっ
た私自身はといえば、一機目が衝突する第一報のニュースをテレビで観ており、その後二機目が衝突する場面は生中継で観ていました。まだ犯行声明も出ておらず
犯人もわからない状況だったため、本気で第三次世界大戦の不安を憶え恐怖していたので、上に書いたことと矛盾もしますが、やはり時間が経つにつれそのリアリ
ティは薄れ遠い国の話になっていきました。怖らく多くの日本人がそうではないでしょうか。 
｢アートは死んだ｣以降のアートの世界でいえば、｢アーティストである以上、9.11について語らねばならない｣という風潮が起こりました。2005年は9.11以降最初の｢横
浜トリエンナーレ｣でしたが(2001年の会期中にテロが起こる)、その義務感に押された社会派の作品ばかりで、展示としてひどくつまらないと感じたのを今でも憶え
ています。9.11に対しての各アーティストの感想の発表会を観ているような、そんな印象でした。 
これらを観てしまうと｢9.11こそが究極のアート｣というのも納得せざるを得ないと思ったものです。素材であるはずの事件を作品がまったく超えられず、その呪縛
に引きずられているのですから。これはなんだかデュシャンを超えられない、ポストモダンのアーティストの姿にも似ていますね。 
さて、9.11以降の国際展のつまらなさに似た印象を再び受けたのが3.11以降です。事件そのものとしては9.11よりぐっと当事者性が強まりますね。幸いにも私は直
接の知り合いで命を落とした人はいませんが、身近に被害を受けた方はたくさんいるため、9.11と比較して発言にも気を使わざるを得ない(人の手によるか自然災害
かの違いもありますが)。ここで初めて国外のアーティストたちの9.11以降作品による意思表示を求められたプレッシャーと似たものを身を以て感じました。｢今アー
ティストにできることは!?｣｢アートの力で◯◯しよう!!｣ 国内のアート界隈ではそんな言葉がしきりに叫ばれ、実際私の知り合いのアーティストの多くもそういった
活動に参加しています。 
ここで感じた違和感は9.11のときとまったく同じ、もしくは当事者性の強い分それ以上でした。そもそもアーティストの役割はそういうことだろうか。これを他の
職業に例えれば ｢今銀行員にできることは!?｣ ｢自動車教習所の職員の力で◯◯しよう!!｣ です。なんだかおかしいです。支援したいと感じたならば通常通り働いて、
稼いだ給料からいくらか寄付すれば良い。アーティストなら作品を売って、その中から何割か寄付すれば良い(チャリティではなく通常通り｢仕事｣として)。 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死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【Re: 二通目】

怖らく、多くの若いアーティストは｢のんきに作品なんてつくっていて良いのだろうか｣という罪悪感にかられていたのでしょう。そのための自己治癒的な要素が多
分にあると思います。私自身、電気が不可欠な作品形態のためそういった罪悪感はありましたし、節電が叫ばれていた頃はこの先日本では発表できなくなるのでは
と本気で考えました。 
9.11にしろ3.11にしろ、やはりそういった義務感やプレッシャーはあります。何がそうさせるのか。やはり死でしょう。死は人の冷静さを失わせる最大の要素だと
思います。これは｢一人の悲劇としての死｣でも｢百万人の統計としての死｣でも同じで、平等に死は人を狂わせます。そして人の心の内の何かを変えることを目的と
するアートにとって、死こそ超えることのできない最大の壁であり、アーティスト(ここでは広義の表現者として)ほど死に翻弄される職業は他にはないと思うのです。!
犠牲について。 
すべての生き物はやがていつかは死にますが、死を認識するのは人間だけだといわれています。また、すべての生き物は別個体の犠牲の上に生きているわけですが、
犠牲という考え方は人間特異なものであることは間違いないですし、また人間らしい考え方だとも思います。図師さんが｢フランケンシュタイン｣と｢メトロポリス｣
に於ける犠牲者について述べていますが、ちょっとここで訂正兼補足です。｢フランケンシュタイン｣に登場する人造人間の名前はフランケンシュタインではありま
せん。原作･映画共通して名前は与えられず作中ではただ"怪物"と呼ばれるだけです。映画がシリーズ化して"怪物"がスターになっていくことにより、いつのまにか"
怪物"の名前もビクターと同じフランケンシュタインになっていったのです。 
しかし、これはなんだか変ですよね。｢つくってしまった｣醜い"怪物"にビクターが自分の名前を与えるはずがない。そういう意味で一作目での名前のない"怪物"とい
う扱いは、図師さんの指摘するように道徳や倫理を教育されることの叶わなかった犠牲者としての存在をうまく表していると思います。 
｢メトロポリス｣に於けるアンドロイドもマリアという人物の身代わり･コピーに過ぎません。このコピーとしての存在はその後のSFでもクローンとして受け継がれて
いるテーマです。マイケル･ベイ監督の｢アイランド｣の冒頭30分も身代わり･コピーとしての犠牲が扱われています。世界のどこかに存在する自分のオリジナルが生
きながらえるためだけに生まれたすぐに消される存在。彼らも製造番号だけで名前はありません。冒頭30分と書いたのは、その後は｢トランスフォーマー｣の監督ら
しいハリウッド全開のドンパチ映画に突然変わってしまうため 笑。ただ、テーマとしてはとても興味深いので、もし未観でしたらオススメです。 
ちょっと捻くれた視点だとオードリー･ヘプバーン主演の｢マイ･フェア･レディ｣。これはギリシア神話の｢ピグマリオン伝説｣をもとにしたストーリーなのは有名です
が、要は自分の都合のいい女を｢つくる｣という話です。お手本となる淑女像があり、そのコピーをつくるわけですね。マッドサイエンティスト映画といって過言で
はないでしょう。 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そう考えると｢フランケンシュタイン｣の件で｢教育を受けることが叶わなかった｣という表現をお互い使いましたが、｢教育｣というものにも理想の大人の型を子ども
に植え付けるという創造主の奢りのような要素があります。自分の幸せ像を押し付けたり、若い頃の自分が叶わなかった夢を子どもに託したり、昔だと自分のかた
きを子に取らせたり。これらもアンドロイドの犠牲とどこか似たところがあります。 !
さて美術史を振り返ってみると、その時代時代の社会と直結しているにもかかわらず、意外と作品内に見てとれる形での、作品のための犠牲というのは少ないのか
なと思い、血なまぐさい世界史の中でやっぱり美術ってのんきなんだな、などとも思ってしまいました 笑。 
モダニズムまでの少ない例でいえばカラヴァッジオが度々聖書や神話の中の斬首場面を題材にした絵を描いていますが、このために実際の処刑場面に立ち会ったと
いう逸話もあります。ただこれは解剖学的に彼の絵を観た場合、疑わしい節もあるそうです(もっともカラヴァッジオ自身が何度も殺人を犯しているので、実体験を
元にしている可能性は多分にあります)。20世紀ではイヴ･クラインが建物の2階から鳥のように飛び立つ(飛び降りる)パフォーマンスの写真作品がありますね。これ
は自らを犠牲にした作品であり、実際全身を骨折する重傷を負ったそうです。 
ポストモダンでいうならば、クリストのアンブレラシリーズがあります。意図しないものではありましたが、展示中に巨大な傘が風に飛ばされ、観客に直撃し事故
死させるということがありました。当時｢世界で初めてアートが人を殺した瞬間｣とも揶揄されたそうです。これも一種のアートによる犠牲であることには違いない
でしょう。 !
さて、ハーストです。死を扱う作品をやる以上、また《一千年》という作品で電撃殺虫器を使用している点でも絶対に無視できない存在です。私自身ファンではあ
りますが、ただ意外に思われるかもしれませんが代表作である牛、羊などの家畜の死体を使ったシリーズは正直好きではありません。美術史的にも作品の強度とし
ても優れているのはわかりますが、好みの問題として好きではないのです。理由を問われればとても単純で、上に書いたように私が動物好きだからでしょう。作品
の内容やコンセプトよりも殺されていった、それも食用などのためにやむを得ずではなくアートというよくわからないもののために殺されていった家畜のことを考
えてしまい嫌悪感を抱いてしまうのです。彼の｢死｣と｢消費｣という一貫したテーマの持つ強度は完璧といっても過言ではないと思いますが、それを実現するために
他の種を殺めるということはどういうことなのでしょうか。今回私は電撃殺虫器を用いた作品で大量の虫の命を奪います。いや、今回は自分としては珍しいチャン
スオペレーションの要素が強い作品なので、大量の虫が命を失うことが予測される状況をつくりますと言った方が正しいかもしれません。映画に例えれば｢ソウ｣に
於ける自らは手を下さず、被害者は自分の知恵で死を逃れることも可能な状況をつくり出すジグソウのような立場でしょうか。 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往復書簡一通目でも書いた他者の死に対するリアリティのなさ、そして自分自身の死への極端なまでの恐怖とそれが生み出した｢自分だけは死なない｣という幻想。
これらのことを繰り返し考えながら要素が膨れ上がっていったとき、その様々な要素をコンパクトに凝縮し、また多要素を含みながら驚くほど静かに、一種サディ
スティックな心地良さを以て語りかけてきたのが深夜のコンビニの前にぶら下がった電撃殺虫器でした。 
メディアを通して入ってくる他者の死とはまさにその虫たちの死でした。バチバチと音をたてて死んでいく音に耳を澄ませば今ここで一つの命が終わったことを認
識できます。しかし、二度三度と聞いているうちに一度目の死を思い出すことはできないし、またそこから去ってしまえばその場所での虫たちの死を思い出すこと
もありません。遠い過去の話ではなくこれから先もそこでは数えきれない数の死が起こるにもかかわらずです。怖らく平和な日本で暮らす多くの日本人は、目の前
で人が殺される場面を見ながら通常通り食事をすることはできないでしょう。また、屠殺場で殺される牛を見ながらステーキを食べたいとは思わないでしょう。し
かし、コンビニの電撃殺虫器の下で何のためらいもなく肉まんを食べることができる。この違いは何なのでしょうか。怖らくそこで起こる死との距離の問題、即ち
リアリティの問題です。テレビで殺人事件のニュースを観ながら食事をすることができても、生々しく血痕の残った殺人現場で食事はしたくない。自分で家畜を絞
めて食べたいと思わないけれど、自分で釣った魚を捌いて食べたり白魚の踊り食いをしたりする。これが一般的な日本人の価値観ではないでしょうか。 
しかしこれらは相対的なもので環境が変われば価値観も変わります。絶えず戦争が起こっている場所では道ばたに死体が転がっていてもなんとも思わず、子どもた
ちは地雷原を走り回って遊び、戦場では死体から食料を奪って食べます。難破船では仲間の死体の肉をやむを得ず食べることもあるかもしれません。死そのものは
平等でも生は環境により平等ではありません。よって、生きるものにしか認識することのできない死は、平等ではありながら受け取られ方扱われ方はその不平等な
生のおかれる環境によって形を変えます。 !
こういった諸々の要素が静かな深夜のコンビニの店頭で電撃殺虫器を眺めていた体験の中にすべて凝縮されたのです。虫の死は他者であるというメタファーは、同
時に私自身が虫たちにとって他者であるというメタファーでもあり、ここでの体験は虫でない私は死なない、しかし虫たちは死につづけていくという、絶対的な死
の持つ不完全なリアリティそのものなのです。 
ハーストと違い制作予算も少ない私ですが、例え巨額の予算を与えられたり、また依頼されたとしても、電撃殺虫器という素材を家畜の屠殺用の装置に変えること
は絶対にありません。私はアートのためと称して動物を殺したくないし、また虫といえどもおもしろ半分に殺したりしたくはない。しかし虫ならばできてしまう。
この違いが何なのかが今の時点では私にもわかりません。ではなぜやるのか。それを知りたいという興味本位だけではありません。しかしそれ以外の要素は何なの
かそれもわかりません。怖ろしく無責任な話です。しかし、他者の死はいつも無責任に見え、自分の死も何かのための有益な犠牲ではないでしょう。そしてそうな  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りたいとも思いません。強いて罪滅ぼしとしての言い訳をさせてもらえるならば、彼ら(虫たち)は私のアート作品のための神聖な犠牲などではないということです。
加害者の勝手な都合で殉教者として祭り上げて後世に伝えることはしません。他の虫の死と同じくすぐに忘れます。そう言わせてください、たぶん忘れませんが…。!
最後に、人間は一生のうちにどれだけの生き物の肉を食べ、また故意にしろ無意識にしろどれだけの生き物を死なせるのでしょうか。私という人間が死んだらどれ
だけの生き物の命が助かるのでしょうか。そう考えたことがあります。 
今回、私というアーティストが死ねばどれだけの虫の命が助かるのか、そんな風にも考えています。 !!
P.S. Happy Birthday, dear Marcel Duchamp!! !!!
2013年7月29日 !
三原 回 !!!!!!!
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往復書簡三通目 
!!!
「暴力はそれに屈するすべての人間をものにしてしまう」　̶シモーヌ・ヴェイユ「『イーリアス』あるいは暴力の詩篇」より !
彼は目を見開いて、死体に駆け寄ると叫んだ。 
「さあ来たぞ。お前たち呪われた眼よ。この美しい光景を思いきり楽しめ」　̶プラトン「国家」４巻、ソクラテスの語りより !
（※） !
--- !
三原さん !!
こんにちは。制作も追い込みの時期かと思います。企画者の僕もここ最近そわそわ心落ち着かずといった感じです。 
再びの猛暑襲来ですね。扇風機の生ぬるい風で火照った体も脳もなんとか冷ましつつ、この三通目にのぞんでいるところです。 !
前回の三原さんからのご返事、とても興味深い内容が多かったです。 
「ゴミのように殺されていく同じ種であるはずの人の死にはどこか冷めたところがあるのは、逆説的ですが同じ種だからこそ、同じ種によって行われるからだとも
思うのです。自らが被害者にも加害者にもなり得るリアリティとそれ故のあきらめ。」 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三原さんのこの発言には、僕も理由なく納得してしまうところがあります。野生動物は自分の生存本能に従って、テリトリーを死守し、遺伝子を残すために、闘争
によって同族を死に至らしめることがある。場合と種によっては、親動物が子に手をかけるということもあります。人間も動物である以上、そういった動物の本性
から考えてみたときに同族の死に対しての「あきらめ」というのは、理屈として合っているのではないかとも思えます。利他的行動と競争の事実がそこに見てとれ
るかもしれません。 !
死にゆく者に対して、墓を作り、花を手向ける。死者への哀悼を示せるのは、人間という高等生物だけではありますが、同族同士間での殺し合いが多いのも人間だ
けだという話も聞いたことがあります。人間以外の動物は抑制本能が働き、極力同族を殺害しないような行動が働くらしく、それ故に爪や牙が、一撃必殺の武器と
なるような過剰な進化を遂げていないということもあるなど、それに比べてなんだか人間は矛盾の塊...という言葉でさえももはや通俗で、虚しく響きます。 
ですが僕らは人間として生まれ、人間として生きていて、そして人間として死ぬわけです。僕以外の死者は、結局は他人であり、先ほどの動物としての本能・原理
からしてみればそこに執着するということは矛盾を孕んでいるという極論もできる。しかし、死者を悼む感情があれば、そうはいかない。いつか訪れる家族の死に
ついての不安をぬぐい去ることを僕は出来ないし、親しい友人が誰かこの世から消え去れば、深く傷つくことは免れないでしょう。例えば、明日三原さんが突然の
死を迎えたとき、僕は未完に終わるこのやりとりや、日の目を見ることのなかった今回の作品、その後も続いたであろう未来の交流など、それらすべてを失って、
例えようのない感情に支配されてその後を生き続けることになります。 
そのような配慮を、9.11や3.11の被害者数分に当て嵌めて考えてみることもできるでしょう。名前も顔もしらない膨大な死者達です。そんなことは当然不可能だし、
人間の脳の演算能力では許容できません。約3,000人の死者、約15,000人の死者。この数にまつわる感情や記憶が失われたことを、僕ら当事者でない者たちが語り合
いに出し、美談に仕立て上げようとするのは偽善だし、本質的に動物である人間としてならばそこに無関心であるということの方がよっぽどリアリティがあるとい
える。三原さんが9.11や3.11後に感じた疑問は、ここで僕の意見と重なっているのかもしれません。 !
社会性や倫理観という能力を培った人間ながら、死という情報（死者数、その人にも備わっていた感情・記憶の質量）が、ある域を超えた時点で私達はそれを考察
すること、思慮することを放棄するという事実に言い逃れはできないでしょう。メメント・モリ（死を想え）という形式的な話ではなく、人間は自分が許容できな
い情報量に対しては、その受苦をやすやすと拒否すること、無関心であることができるという、思考の力学、生態学的な拘束を元々備えていることをはっきりと自 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覚するべきなのでしょう。その上で、死について考えなければならない。死を中心に、その周縁に連なる道徳観、社会的形式、禁忌、フェティッシュ、そして美な
どは、そういった「あきらめ」にそもそも立脚しているところから、考察の努力を始めなければならないと僕は思います。 
（共通の話題としてでた映画監督のアラン・レネですが、実は僕が改めて見直したいと思っている監督でもあります。まだ代表作しか鑑賞できていないのですが「夜
と霧」をはじめ「ヒロシマ・モナムール（旧題：二十四時間の情事）」「去年マリエンバードで」は、共に思考を動かせずにはいられない作品でした。語り得ない
ことをどう語るのか。この事実について、挑戦的かつ繊細に探求している作品だと思います。もし、未見であればオススメします。） !
さて、少しだけ話が逸れます。 
つい先日、国立新美術館で現在開催されているアンドレアス・グルスキー展を観てきました。あれだけのサイズと規模で、グルスキーの作品にふれるのは初めての
経験で、いろいろ賛否両論聞きますが素直に感動してしまいました。三原さんもご存知でしょうが、グルスキーの作品は縦横3mを超えるサイズの大判の写真に、俯
瞰された視点から、自然や群衆、建築空間が優れたコンポジションによて切り取られています。その写真は全ての箇所にピントがあっているがために、微視的で、
オールオーヴァーな絵画的様相も併せもっています。 
観賞後、改めて思ったことがあります。それは、芸術は"世界"という真実のある側面の似姿を追い求めるものだ、ということです。グルスキーによって現前化され
るあの超・微視的／俯瞰的な視点は、まさに神の視点とも呼べるような崇高性を帯びています。当然、その視点は神のそれではないですが、デジタル処理をも施し、
写し取る現実を、「神の眺める世界」の似姿へと近似化させています。グルスキーに限らず、全ての芸術家が、世界にある無数の側面（真実といってよいかもしれ
ません）のどれかを選択し、それに沿うイメージと姿を与えます。絵画や写真はそのフレームの中に、彫刻は素材に、インスタレーションなら建築空間へ、世界に
内包される作者がその中で見つけ出した真実と自身の志向を、ギリギリまで近づけようとします。ただ、揺るぎない原則として、生み出された作品はあくまで似姿
なのであって、真実そのものにはなりえない。鑑賞者は作品という似姿を通して、その世界のひとつの真実を垣間みることができるのではないでしょうか。 !
本筋に戻ることにしましょう。 
9.11のあの光景が、写真や映画に関わる人たちに衝撃を与えたというのは僕も聞いたことがあります。それまで映画で観てきたハードボイルドなアクション映画さ
ながらの光景が、現実のものとなり、本物の悲劇となったこと。虚構が虚構でなくなってしまったこと。映画という媒体を通して享受してきた、“アメリカの悲劇と 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いう事実の似姿”であったものが事実へと昇華されてしまったこと。似姿は、“現実”という本物には勝てない。事象の強度として完璧であるが故に、そこに美しさを
みるのも、ある意味当然のことなのかもしれません。 
必然として訪れる死の、現実としての強度は絶対です。似姿としての死を扱う表現は、現実の死から遠のいて在ると結論づけることも、この意味で可能です。そう
いえば、今回の展示タイトルに由来するデュシャンが、絵画の問題意識から言及している「遅延」という概念がありますよね。彼曰く、二次元の影が三次元からの
射影であるならば、三次元に依って立つ僕達人間を含む物体は四次元からの射影であり、四次元の影である、というものです。つまり、三次元に属する絵画（およ
び全ての芸術作品）は四次元（という名の概念？真理？）からの射影された影であり、その射影は原理としては無限後退を続ける、と僕は理解しています。 
ただデュシャンが論じていることも引用するならば、 !
「それはただ単に、問題そのものがタブローであるとはもはや考えないですむ手段なのである ーーー タブローをできるだけ全体にわたって遅延に変えること、遅延
という語が取りうる多種多様な意味においてではなく、それらの意味の未決定な集合において。」 
̶ 『マルセル・デュシャン全著作』マルセル・デュシャン著他 （未知谷） !
とあるように、タブロー内に描かれる対象の意味作用、意味決定についての考察の意味も、遅延の語には含まれているのでしょう。 
死を描く、死を形作る、死を撮り、死を空間にインストールする。しかし、死そのものには届かない。届けばすなわちその時は、僕たちはこの世にいない。芸術作
品において“犠牲”というモチーフを用いて、死に試みることは、その距離を少なからず短縮するためのひとつのレトリックでしょう。宗教画における救世主の受苦
をモチーフとすることも、ハーストのように他生物を殺すことも、ビル・ヴィオラやソフィ・カルのように自分の母親の死を記録するのも、ドキュメタリー写真に
おいて死傷者が撮られることも、映画作品において多くの人間が化け物に食い殺されるのも、あらゆる犠牲のアプローチがある中でその光景を実際に目にする作家
も、作品を通して目にする作家も、「それでも私は生きている」という生存上の上位位置を実感することになる。死者に対しての生者の優越が、根本的にも、無意
識にしても、欲望としてある。 !
ここにきて三原さんの「自分が死ぬはずがない」という妄想？の描く世界に、僕もようやく近づけてきたように思えます。また今回の展示において、僕は三原さん
の企画を容認するということにおいて、僕自身が虫たちの犠牲を享受するということに変わりないわけです。「僕はその虫たちが殺される光景を見たいと思う。」 

Zushi >>> Mihara｜23



死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【三通目】

という欲望とあきらめ。犠牲の上にある作品を作る者もいれば、それが世に出てほしい、お金に換えたいと思う者もいる。このアート市場の共犯関係も、本展から
僕自身実感していることでもあります。 !
往復書簡も三通目となり、会期中のやりとりも考えるとここが折り返し地点といったところでしょうか。 
制作も佳境でしょうから、なかなか会期が始まるまでは次のご返事を頂くのは難しいかもしれませんね。前フリですが、次はクロージングトークのテーマでもある
「アーティストと死」について考えるためにも、もう少し踏み込んだ内容のやりとりをするのもいいかなと考えています。 
「アーティストとして死ぬこと」について。またしても漠然とした内容で、しかも僕らの年齢でそこを考えるのか、という三原さんの失笑が目に浮かぶのですが、
今回の展示がデュシャンにまつわることもあって、死に方という視点も面白いのではないかと考えています。または三原さんからの設定があっても面白いかもです
ね。 !
とりあずは、今回のご返事お待ちしています。 
それでは展示の始まりと三原さんの世界観がどう描かれるのかを、心より楽しみにしています。 !!!
2013年8月10日 !
図師 雅人 !!!!
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Re:往復書簡三通目 !!!
図師さん !!
ついに｢死ぬのはいつも他人ばかり｣も会期二週目を終え、残すはあと半分。ライヴイベント｢葬送曲｣も盛況のうちに終わり感慨深さを覚えているところです。 !
会期が始まり、様々な人たちと直接言葉を交わし、またこの往復書簡を通じて自らのパーソナル且つ、極めてアウトサイダーであると自認していた極端な死生観も
改めて言語化することにより、整理がついた部分、やりとりを続けていくことである程度理解してもらえることを知ってしまったことによって少しスタンスが変わっ
た面もあります。 
当初、私は自らの死への異常なまでの恐怖(ただし、これは生への執着とはイコールではありません)を客観し、一種狂人を観察する精神科医のようなスタンスで、ま
たは見世物小屋的に持ち上げることで、好奇の目で扱おうというところからスタートしました。当然、ここには嘘はつかずともその人格･設定を演じきるべきという
開き直りの要素もありました(これは今回に限らず、何か一貫したテーマで展示を構成していく上では必要なことだとは思いますが)。 
しかし、それが往復書簡を含め多くの人たちと対話を進める上で相対化していったのは私の中で大きな出来事でした。展示に来て下さるお客さんに対しての作品解
説という場は作品と自分自身を見つめ直す大きな舞台です。作品解説には台本がありません。漠然としながらも前提として存在するコンセプトを本番でありながら
練習を繰り返すような形で、より適切な言葉を選び出す作業です。相手がどういった立場の人なのか、また今回の場合2会場同時開催ということで、既にもう一方の
会場の展示を観てもらえているのか、未観なのか、そういったことを踏まえながら言葉を選ぶことを繰り返していると結果、パターン化していくと同時に純化され、
より重要な部分が残って行きます。 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その中で出てきた重要なキーワードが｢距離｣です。当初のコンセプトでは、他者の死を自らと完全に切り離して考えており、あをば荘での写真作品《死ぬのはいつ
も他人ばかり(九相図)》はまさにそれを象徴しており、感情移入し得ない他者の死を扱ったものでした。しかし、虫の死体を用いた九相図にせよ、電撃殺虫器にせ
よ、そこで扱われる他者としての死は、立場を代えればやがて自らも必然的に行き着くことに気づいたのです。 
家族や友人、近しい人の死は大きな事件です。しかし、友人の友人となるとその当事者のことは知らないわけで、同情を覚えるとすれば当事者ではなく友人を亡く
した自身の友人の方へでしょう。さらに距離のある人の死ならばステレオタイプな｢感想｣を言うことはあってももはや特別な感情はありません。 
しかし、同時に私自身が死んだ場合すべては逆転し、世界中の大多数の人々にとって私の死は感情移入し得ない赤の他人の死となるわけです。作品内の虫の死は同
時に私自身の決定された死の暗示でもあるわけです。そしてこれは図師さん含め世界中のすべての人の死の姿でもあると。ここでも展覧会･作品タイトルとして引用
したデュシャンの言葉｢死ぬのはいつも他人ばかり｣が効いてきます。距離のある人の死のリアリティをはかるためにスタートした《～九相図》や電撃殺虫器のイン
スタレーション《死ぬのはいつも～》が主体と客体の逆転を含でいることを、デュシャン自らが｢他人｣となったあとに公開した墓碑銘に重ねてみたりもしました。 
新聞、ラジオ、テレビ、そしてインターネット。メディアの多様化によりものごとの物理的な距離は縮まりました。人の死も例にもれず、隣近所の人の死でもなん
とも思わない(若しくは知ることすらない)ことがあると同時に、地球の裏側での死者に思いをはせたりする(当然その逆も)。物理的な距離が縮まったことで浮き彫り
になったのは精神的な距離であり、また物理的な距離とは精神的な距離の中の一要素でしかなかったのではという仮定です。 !
｢死を描く、死を形作る、死を撮り、死を空間にインストールする。しかし、死そのものには届かない。届けばすなわちその時は、僕たちはこの世にいない。｣ 
死をテーマにするにあたり、私がもっとも避けたかったのが、この死そのものを描こうという試みでした。それを避けることは、リアリティのない他者の(または他
者的な自己の)死を見つめる展示である以上当然ではあります。しかし、それとは別に人間にとって根源的なテーマを直接的に描くことによる、安易さ･品のなさだ
けは避けたいと思っていました。死がテーマだから死体を描く、エロスがテーマだから女性の裸を撮る。これらの作品に散見される作者の意図に反した品のなさ、
または本物は超えられない虚しさには陥らないよう心がけてきました。神にせまることを目的としていたはずのアートも、モダン以降いつのまにか別のベクトルに
進みだしていたように。 
上述の通り、今回の展示では多くの人と死について会話を交わす機会があります。展覧会場には直接的な死はありません。いわば、死を巡る諸々を見つめなおす装
置として機能しているように感じます。パーソナルな死生観の吐露であった作品が、鑑賞者のそれを刺激する場となったのは予想を超えた結果であり、嬉しいフィー
ドバックでもあります。  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!
ここまでの往復書簡をあらてめて読み返してみて、｢アーティストとして死ぬこと｣についてこれまで触れられてこなかったことに驚きました。アートや映画などを
例にとりながらも同世代の一個人として対話をしていたようです。 
夭折という言葉がありますね。エピソード好き、伝説好きな日本人には特に好まれ、作家としての格付けの大きな要素として機能しているのではないでしょうか。 
絶頂のうちに死ぬことによって、落ち目の時代を見ずに(見られずに)済むということが一つ、または生前売れずに死ぬことによって経済と切り離された仙人的な芸
術家像が出来上がるというのもあります。ゴッホが日本で異常に人気があるのがいい例で、最近だと石田徹也の例がありますね。若くして亡くなっていなければ怖
らく今のような人気はないでしょう。決して若いとは言えませんが、センセーショナルな突然死をしたウォーホルの最後は極めてウォーホルらしいドラマチックで
薄っぺらなものであり、彼のプロフィールを華々しく終わらせる役割を担っています。しかし、彼自身は生前｢私の墓には何も書かないでほしい｣と語っていながら、
意図しない突然死によってその願いは叶わず平凡な墓標が建てられました(今でもファンによってキャンベル缶が供えられているそうです)。ウォーホルのことです
から怖らく死に方、死後の演出のされ方も考えていたでしょう。しかし、結果彼らしい突然死によって彼自身の考えていたプランは日の目を見ずに終わってしまい
ました。終わり方と終わらせ方はイコールではないのです。 !
村上隆さんの問いかけで｢死ぬまで芸術やりますか?｣というものがありますね。"芸術やる"を作品のつくり手としての立場に限るならば私の場合、現時点では答えは
NOです。私も図師さんも今現在アーティストとしては｢若手｣というくくり方で呼ぶことができます。良くも悪くも若手だからできること、また若手という枠組みで
の需要もあり、同じ無名アーティストでも年齢を重ねた方たちよりは当然露出の機会には恵まれているでしょう。クオリティの低さ、コンセプトの甘さ、当然こう
いった問題もあるので｢若手だから良い｣と言うつもりもありません。しかし、同時に中堅･ベテランのアーティストたちも経験を積み重ねてきた結果のクオリティ･
揺るぎないコンセプトがあると同時に、マンネリ化、我々の世代から観た場合の時代的リアリティのズレも存在するわけです。私自身も喰わず嫌いはやめて幅広い
環境･世代のアーティストと関わり作品に触れようと思いながらも、やはり同世代のそれを選びがちになっているのが現実です。 
私が現時点で｢死ぬまで芸術やる｣ことに否定的なのは、私自身が40代50代になったとき、過去の存在・古くさい存在としてそのときの若手から扱われるのが怖いの
でしょう。常に若い世代の人と関わっていきたい私としては、それはもっとも怖れていることであり、そうなる前に自身の作品の制作よりもアーティストのサポー
トサイドにまわるのではと予想しています(これは私の作品が｢制作｣よりも｢演出｣に近いと自認している点からも可能性が高いと思っています)。 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このアーティストの賞味期限問題は人間の寿命にも大きく関係しているでしょう。かつての人生50年の時代では作品が絶頂を迎えるか迎えないかの最も脂が乗り、
且つ注目を集める年齢で寿命が来る、若しくは引退することになり、ごく自然な形で世代交代が行なわれていたのではないでしょうか。生命科学の研究が進む今後、
あるいは爆発的に平均寿命が延び表現者の引退の時期が重要になってくることも考えられます(おりしも宮崎駿監督の長編アニメ引退の報道がされたところです)。 !
自分だけは死なない、永遠に生き続けると仮定した私は、長い長い永遠に続く人生の中で、アートに興味があるのはほんの一瞬だけ、もう200～300年もしたらまっ
たく別のことに興味があるかもしれません。あと1000年もしたらアートなんてものはこの世に存在しないかもしれない。そういった仮定をすると、ある日を境に一
切の未練もなくすっぱりと引退できてしまうようにも感じます。部屋の片付けをしていて、かつて夢中になっていたバンドやアイドルのCDを簡単に処分してしまう
ように。数百年数千年前の作品を如何に残すか。近年こういったことが取沙汰されるのは、ちょうど時期的に経年劣化が激しくなってきたという問題だけでなく、
コンテンポラリーアートではメディアの多様化･デジタル化によりそもそも作品の維持が難しいという問題があるでしょう。しかし、そもそもなぜ残すのか。これは
近代以降の｢文化財は残すべきもの｣という学術上･教育上の刷り込みも大きいのではないでしょうか。 
ときどきこの｢文化は残してしかるべき｣という前提に疑問を覚えることがあります。歴史上、征服者は被征服者の血縁･文化を根絶やしにしてきました。これはある
意味とても理にかなった行為です。自らの権力を維持するため、征服者はまず自分たちの不利になる存在を人であれ物であれなきものにします。そして彼らもまた
やがては別の征服者に滅ぼされ、またその征服者も別の征服者に…。世界には記録にない歴史が無数にあるのでしょう。それが人間の歴史です。 
文化財は残すべきという近代以降の価値観は、西洋キリスト教社会という征服者の一方針に過ぎないともとれます。長い人類の歴史の中で見ればほんの一国･一政権
に過ぎない現在の価値観ははたしてどれだけ重要なものなのでしょうか。2001年にタリバンによりバーミヤン遺跡の石仏が破壊された事件。西洋キリスト教社会の
いわば支配下にある我々には歴史や文化を軽んじる行為としてうつりました。しかし、その支配の外にいる彼らにとっては排除すべき歴史の遺物であり、のちにア
メリカを中心とした西欧諸国は彼らの拠点を空爆し、彼らがバーミヤン遺跡に行なったのと同じように破壊しました。人道面でこの攻撃への非難が起こることがあっ
ても｢文化の破壊｣という面での非難はあまり聞いたことがありません。これはタリバンや彼らの潜伏するイスラム諸国が先にあげた守るべき文化の外側にあるから
でしょう。 !
支配者によって歴史･文化は変わります。世界の経済･軍事をコントロールするのがキリスト教圏ではなくイスラム教圏だったら、仏教圏だったら…。その都度歴史
の教科書は書き替えられ、教科書から外される歴史も無数にあるでしょう。そう考えているとアーティストとして死に、死後も作品が美術史に刻まれ永遠に残ると 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いう価値観が如何に脆いものかと思えてきます。現在名作と呼ばれている作品たちは運良く数百年、数千年と生き残ってきました。しかし、明日にもそれが無価値
で汚らわしいものとして破壊されるとも限らないのです。そもそも、アートの歴史はモダン以前は過去を否定し破壊する作業でした。物理的な破壊作業ではなかっ
たため物質としての作品は残っていますが、それが直接的な破壊作業に転化しても不思議ではなかったわけです。 !
若いうちに認められ、今話題になる作品をつくるか。晩年認められ、後世に残る作品をつくるか。似たような問いはどんな分野にもあるでしょう。私は永遠に憧れ
る刹那主義者なのかもしれません。最良の瞬間を永遠につづけたい。問いに対する答えは迷わず前者です。 !
アーティストとして死ぬ、私には難しそうです。多くの征服者は不老不死に憧れ、そして死んでいきました。 
アーティストもまた死んでいきます。その後作品という国もしばらくは残り、やがては廃墟となるのでしょう。 !!!
2013年9月3日 !
三原 回 !!!!!!!
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往復書簡四通目 !!!
三原さん !!
会期も始まり、もう残すところあと一週間となりましたね。本当にあっという間です。 
この間、僕からの書簡をお送りしてからそんなに時間が経っているようにも思えないのですが、しかしその間にも個展がオープンし、多くの方々に来場してもらい
頂いた言葉は、どれも貴重なものばかりだったと思います。三原さんが描き出した死の演出に対して、来場いただいた方々は自分の死生観に照らし合わせて鑑賞し
ていたように思います。展示の場で、自分の個人的なことをあんなに積極的に話す光景も、僕はなかなか見たことがありません。企画者としてその濃密な時間を共
有できていることに、会期終了の日が近づくにつれて感慨深さが深まっています。 !
三原さんの言葉から「距離」という言葉がでてきたのは、個人的に考えるところも多いです。 
これは僕自身、その語をテーマに制作していることに関係があります。人の文化に言語というものが生まれたことで、個々人のものや出来事に対する認識・理解の
すれ違いや不和がうまれている、といのが僕の制作の要になっています。ヒトはそういった不和をそれぞれに抱えているけど、もちろんそれと同時に共有できる認
識・理解もあるわけです。これを大衆的に動員できる、もしくは共感できるといったものがイデオロギーや既成概念といったものになるのだと思います。それぞれ
が不和を意識しっぱなしであれば、社会は混沌とするわけで、それを潜在的に、集団無意識的に管理することで安定を保っているとも言えるかもしれませんね。 
僕らが普段見聞きしている様々なものはそういったしがらみに絡みとられていて、じゃあそのレトリックとしての前提を疑って改めて自分の感性で見つめ直したと
きに、ぼくらの周りにあふれるモノやイメージは、どういった出会いをすることができるのか、というのが僕の制作のルールみたいなものであったりもします。 !
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ここでの「出会う」というのは、人と人が出会うとか、となりに陳列されているといった意味の使い方をこの場合はしていません。それはある種、意味同士の邂逅
といえるかもしれません。例えば、「硬い」石は、「柔らかい」石にはなれません。石は鉱物で硬いものであるから、柔らかいという情報と性質を先天的に持ち合
わせていない。ここには「硬い」石と「柔らかい」もの（スポンジとか、グミとか）の間に深い溝があるわけです。しかし、「柔らかい石」「スポンジの石」「石
のグミ」というような言葉を放ったときに、私たちはそれを想像上のイメージの中で実現することができます。頑張れば、なんとかその虚構的な質感も経験から擬
似的に脳内にて導きだせる、といってもいいでしょう。 !
イデオロギカルな認識や言葉にすることでの不和、先天的に持つ性質・情報。人に限らずモノにしても、そういったしがらみのようなものによって、じつは互いの
関係の間に断絶がある。それを「距離」と僕は呼んでいます。三原さんが「物理的な距離が縮まったことで浮き彫りになったのは精神的な距離であり、また物理的
な距離とは精神的な距離の中の一要素でしかなかったのではという仮定です。」とおっしゃっている事柄とは多分にもれているかもしれませんが、しかし共通して
いる部分を見つけ出して考えてみるのも徒労にはならないでしょう。 
三原さんの今回の展示「死ぬのはいつも他人ばかり」は、作品の形をしたある種の演出です。虫を殺して、かつステイトメントによってもその行為の補足をするこ
とで、それを契機に鑑賞者の死生観や死にまつわる体験を浮き彫りするといった演出の転嫁効果があります。今回の場合、鑑賞者の方々の話をお聞きして僕が感じ
たのは、鑑賞者のほとんどは自分が死ぬまでの時間的、物理的な距離を考えている、というよりは現時点で身の回りにおこっている周囲の死や、死への価値観につ
いて改めて比較し直しているといった印象を受けました。個人間の精神的な距離を測り直している、とでもいいましょうか。 
伝達メディアの発達と進歩によって、死の情報はもはや日常的なものとなっています。知るはずもない他者の死という出来事やその他の日常などが、物理的な距離
を短縮されることで、過剰に情報を受け取っている。実はそこで情報への感覚が麻痺していくと考えるのではなくて、情報に対して敏感であるがゆえに拒否行動を
働かせていると考えてみるといいのかもしれない。つまり、自分の生にとって不和である情報はなるべく遮断するということ。他者に対しての溝を深める（距離を
つくる、断絶させる）ことで、そのような行動につながっていくことも可能性として考えられるでしょう。三原さんの作品はその意味で、鑑賞者の無意識的な部分
をうまくかき乱し、「距離」を際立たせることに成功したといえますね。 !
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さて、「アーティストとして死ぬこと」というこれまた漠然としたことがらについて考えてみたいと思ったのは、今回の展示がデュシャンを下敷きにしているもの
だということと、また最初のSF的な視点から死を見つめ直すというのが僕らのパーソナルな経験から語られたのに対して、今度はアーティストというパブリックな
面での立ち位置とそこにみる死について考えてみたいと思ったからです。 !
「死ぬまで芸術やりますか？」という問いに僕自身の答えとしては、美術領域としては分からないが芸術家としての表現は死ぬまで続けたいという意志に尽きます。
もちろんこれからの人生、何がおこるか分かりませんし、不慮の事故や病によってそれが叶わないということもあるでしょうが、自分自身が保てていれる限りは続
けていきたいと思っています。僕にとっては冒頭に挙げた自分の命題のようなものから掘り起こせるものを表現したいと考えているので、「美術作品をつくる」と
いう行為のみでそれを考えるのではなく、描く、書く、撮る（写真・フィルム）、語る、踊るといった様々な行為からそれに即す形を与えたいという考えです。別
に美術という領域での絵画、彫刻、インスタレーションなどの形式をとらなくてもよいかなと考えています。詩を書くとか、フィルムを撮るとか、何かを語るとか
はこれからやりたいな、とかなんとなく思っています。 !
デュシャンが「大ガラス（彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも）」の制作に10年を費やし、遺作「（１）落ちる水、（２）照明用ガス、が与えられ
たとせよ」には20年もかけたという話は有名です。遺作や墓碑銘もそうですが「不定法で（通称：ホワイトボックス）」といった彼の思索をつづったメモ群を亡く
なる前年に出版してもいますし、かなり計画的に死出の旅立ちを準備していたことが考えられます。（まあ、すべてこちらの憶測です） 
先述のように、死ぬまで芸術表現を続けたいと僕は思っているわけですが、そう思うと人生あっという間だというのは分かっていながらも残りの何十年を考えたと
きに自分はその間どういう表現をしようかな、などと十年先の作品プランの空想に耽ったりします。それと比較する僕の体験談として、知り合いの作家の方と話し
ていて挙った、アイデアの「旬」という考え方もあります。これは思いついたアイデアについての持続できる力や質、その時代の適応力についての話でもあるし、
単純に、思いついた時に出さなければその鮮度を逃すというような作家の瞬発力の話でもあります。この話自体は当然否定するところはないでしょう。 !
しかし、この比較から考えてみてじゃあ前者は力や質が落ちるのか、といえば、もちろんそんなこともないはずです。例えば今回の震災直後において、数々の作家
が行動を起こし生み出された作品はそれぞれに時代性としてのエネルギーを備えたものでもありますが、今後数年後、数十年後に僕ら同世代の作家や後続の作家が
生み出す震災についての作品が、リアルタイムではなくとも訴求力という点において劣ると考えるのは間違いです。芸術家が生み出すものにおいて重要であるのは 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作品でもあると同時に、そういったアイデアであるということについても着目すべきなのでしょう。結果として残る作品、過程ではあれ残る作家のメモ、プラン。
創造行為としては等しく価値があります。ただ一つ違うのだとしたら、それが世に出て、評価され、資本的な価値を得たか、ということになります。後期資本主義
と言われるこの社会、もはやどちらが正しいとはやはりぼくは言えませんが、作品の観るものによって解釈・判断されるという側面を考えれば、日の目を見ずして
（そうでなくても）遺された作品やアイデアはタイムカプセル、もしくは時限爆弾のようなものとしての性質を帯びることになるのでしょう。 
ここで追補としてデュシャンの引用を沿えておきます。 !
「ある人、ある天才がアフリカのどまんなかに住んでいるとして、どんなに毎日、すごい絵を描いていようとも、誰もその絵を見ないとすれば、そんな天才はいな
いことになるでしょう。言い換えれば、人に知られてはじめて芸術家は存在するのです。とすれば、何十万という天才たち、つまり、認められ、尊敬され、栄光を
ものにするために必要なことをする術を知らなかったが故に、自殺し、死んでしまい、消えていく天才たちの存在を考えてみることもできるでしょう。 
私は、芸術家の《メディア》としての側面を信じています。芸術家は何かをつくる。そしてある日、大衆の介入によって、観客の介入によって、彼は認められる。
そうして、彼は後世にも名を残すことになるのです。この事実を無視することはできません。」 
̶『デュシャンは語る』マルセル・デュシャン／ピエール・カバンヌ著他 （ちくま学芸文庫） !
最後に三原さんからバーミヤン渓谷遺跡の話が出たので、保護・継承を目的としたユネスコに登録されてある世界遺産の話から考えて、今回の書簡の終わりとした
いと思います。 
宗教問題や民族紛争、国政悪化によって文化や文化財が破壊・強奪・蹂躙されるということは確かにこれまでの歴史の中で多々あった悲劇です。宗教の歴史で言え
ば、大航海時代にエルナン・コルテスがアステカを征服した際に、その残虐行為によって文化のみならず人民も蹂躙し、一つの文明を破壊し尽くしたことはキリス
ト教史の闇の一つといえるでしょう。つい最近でいえば、エジプト内政悪化の最中、同国の国立博物館に収蔵されていた3500年前の大理石の石像や宝石など千点以
上の収蔵品が奪われた事件もあります。また今後の遺産ということについて未来に目をむければ、9.11のグラウンド・ゼロWTC跡地や福島第一原子力発電所も、い
ずれはその仲間入りを果たすのでしょう。（負の世界遺産として、でしょうが...）  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これからの長い歴史の国際情勢による軋轢によって、文化とみなされるか、はたまたは破壊されるのか、この諸行無常は作って遺す者である僕たちにとってはどう
しようもないのかもしれません。相対的に歴史をとらえるというのであれば、そこで捉え直されるべきは、特に芸術おいては個人史に尊重を置くべきなのではと僕
は思います。 
欧米的な美術シーンとして考えれば、確かにモダニズム、ポストモダン、コンテンポラリーと時代は移行しました。しかし、それが一諸国、一国家の政治バランス
に立脚していたことはもはや周知の事実です。マーケットの本丸は未だアメリカにあるといえど、とうのアメリカの世界における国際的な権威自体は瓦解し、信用
などならないということも僕らはもう既に知っています。そして僕らもモダニズムの時のような美術シーンというものからはかなり遠く離れてきている。作られ遺
された作品や遺跡という文化は、そこに“携わった者たちがいた”という彼らの歴史の方が、宗教や政治的な背景よりも色濃く重要なのではないでしょうか。それを
蹂躙するというのは、そういった彼ら個人の生と死の冒涜に他ならないはずです。 !
世界遺産の話に戻れば、ミース・ファン・デル・ローエのツゲンドハット邸やヘリット・トマス・リートフェルトのシュレーダー邸も世界文化遺産として登録され
ています。様々な背景はあれど、どちらかといえばこれは個人が生み出した文化・痕跡にその称号が与えられたともいえる。今後はそういった事例も増えることで
しょう。もちろん、ユネスコという政治性が背後にはありますが。 
遠い古代の文化については僕らは少ない情報の中でしか、その貴重さを測ることしかできません。しかし、現代においては共通化された周知の文字情報が存在し、
様々な事例を多視点から検証を可能にするためのアーカイヴもこれからさらに整備され、収蔵されていくことでしょう。であれば、これから遺される文化の保存や
継承の意味合いも変わってくるでしょう。もちろん、それを担う者たちの意識も。 
個人史と遺跡、ということで考えれば美術の中でもマティスのロザリオ礼拝堂、ロスコのロスコ・チャペル、ジャッドのチナティ・ファンデーション、スミッソン
のスパイラル・ジェッティ、タレルのローデン・クレーターなど、何千年後には遺跡と呼ばれて、遺るのかもしれませんね。もしくは廃墟となるか、塵と消えるか。!
一部の芸術家が美術館ではなく、自作を恒久的に設置できる場所を遺すということはある種必然なのでしょう。作品としてではなく、遺産として遺すという意味に
おいて。率直に僕はそれらが遺っているかもしれない遠い未来を想像する方が、胸が躍ります。 !
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今回は何だかとても夢見がちな書簡になってしまいましたが、書いていて楽しかったです。いよいよ会期終了が近づいてきましたね。三原さんからのお返事は展示
終了後ということになります。そして次のお互いのやりとりでこの往復書簡も終了です。 !
残された会期にも素敵な出会いがあることを期待して。 
それでは、また。週末にお会いしましょう。 !!
2013年9月11日 !
図師 雅人 !!!!!!!!!!!!
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Re:往復書簡四通目 !!!
図師さん !!
ついに会期が終了してしまいました。本当にあっという間の1ヶ月間でしたね。図師さんも企画･サポートありがとうございました。そしてお疲れ様でした。 
この往復書簡はまとめも含めながらもう少し続くので、少し余韻にひたりながら展覧会のことも振り返っていけたらと思います。 !
さて、クロージングのトークでは｢1人のアーティストとして如何に死ぬか｣という問いをそれぞれの出演者に投げ、各々に返答してもらったところで終わりました。 
｢アーティストとしての死｣＝｢生物学的な死｣ではないというトークゲストの原田裕規さんの話は根本的なことでありながらなるほどと思わされました。作家は｢筆を
折る｣ことによって死ぬことができるが、1人の人間としての彼は今後も生き続ける。また、大学教授という椅子に座った作家が｢あいつは作家として死んだ｣と揶揄
される。こういった死の形の例をあげたのは原田さんです。 
前回の私の返信で｢これまで書簡の中で扱ってきた死は常に1人の人間としての死であって、アーティストとしての死については語ってこなかった｣といった旨を書き
ましたが、そこでのアーティストとしての死もまた生物学的な死に終始していたようです(｢死ぬまでアートやるとは限らない｣という受け取る側によっては衝撃的に
もうつるカミングアウトをしたにも関わらずです)。 
原田さんは｢デュシャンも一度アーティストとしては死んでいる｣と仰っていましたが、チェスプレイヤーに転向?したデュシャンも人知れず制作を続けあの遺作を発
表するわけで、｢その空白の期間を死と呼ぶのか。死と呼ぶよりは眠っていたのではないか｣と言っていたのは図師さんだったでしょうか(少し記憶があやふやです
が)。  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図師さんが引用したデュシャンの言葉｢人に知られてはじめて芸術家は存在するのです｣。これは今も昔も普遍的に通じる重い言葉です。この言葉に当てはめれば芸
術家マルセル･デュシャンは一時期その存在を消した(消そうと試みた)わけですが、死後(ここでは生物学的な)再び姿を現すことになる。存在していない状態を死と
仮定するならば死後、生き返ったことになるわけです。 
とはいえ、生＝存在、死＝不在と定義してしまうと、かつて活躍した物故作家すべてに｢彼(彼女)は今でも生き続けている｣といったあまりにロマンチックな台詞を
与えることになってしまい、これもまた違う気がします。原田さんの提案した生物学的な死とそうでない死については大いに共感できるものの、これをデュシャン
に当てはめた場合、空白の期間と遺作を発表した死後の期間を何と呼ぶのか、これはとても難しいと思います。一度筆を折ったものの、その後作家業を生きながら
再開した人に対してなら｢生き返った｣と形容できるでしょうが。図師さんが｢眠っていた｣と表現していたのはとても図師さんらしいと思います。 !
｢相対的に歴史をとらえるというのであれば、そこで捉え直されるべきは、特に芸術おいては個人史に尊重を置くべきなのではと僕は思います｣ 
｢芸術家が生み出すものにおいて重要であるのは作品でもあると同時に、そういったアイデアであるということについても着目すべきなのでしょう。結果として残る
作品、過程ではあれ残る作家のメモ、プラン。創造行為としては等しく価値があります｣ !
図師さんの書簡からの引用ですが、この視点に立ってみれば空白の期間もデュシャンは発表せずとも制作を続けてきたわけで、そこでは制作を行なう者としてのデュ
シャンは確実に生きている。先にあげたデュシャンの言葉の引用とは逆の視点ですね。とはいえ空白の期間、デュシャンが芸術家として存在していなかったのか、
死んでいたのか、眠っていたのか、いずれにせよ彼の場合特異なのはそれが社会によってそう追い込まれたのではなく彼の意思でそう演出してみせた点でしょう。 
死に支度、まさにそうですが、前回の書簡ではアーティストとして如何に死ぬかという話をしました。前回は若干ニヒリスティックな結び方をしてしまいましたが、
作品という遺跡はいずれは消えてなくなるにせよしばらくは残るわけで、それは故人の軌跡を探るための資料としてだけでなく、それ自身が語るもしくは歩き出す
ということも珍しくありません。作品の一人歩きをどう捉えるか。作者不在となった後の作品のコントロールを如何にするかは美術史という前例を知ってしまった
我々コンテンポラリーのアーティストにとって重要な課題でしょう。 !
今回は死に方を踏まえ、作品の残し方について少しお話しできたらと思います。デュシャンの例に戻ると遺言によって公開されたあの有名な遺作は、本来覗き穴を
覗いた人のみがその中で起こっていることを目の当たりにすることが許されたものでした。公開以後しばらくはそれが守られたそうですが、結局はその内部が写真  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に撮られ、カタログに載り、今では簡単にネット上で観ることができてしまいます。私も、怖らく図師さんも実物を観たことはないと思いますが、そのイメージは
すぐに頭に浮かびます。これは完全に本人の意図したところから外れ作品が一人歩きしている状態でしょう。怖らく美術史上でも他に例がないほど死後の演出に力
を入れたデュシャンでさえ、自らの死と作者を失った作品を完全にはコントロールできず、やがては一人歩きしていくというのは重要な事実です。 
とまあ、私はデュシャンの研究者ではないので彼の例はこのくらいにしましょう。他にも著名な画家の作品が最近になってX線解析の結果、現在の画面の下から潰
された別の絵が発見されるという例もあります。これも作者の側からしたら思ってもいないことでしょう。本人にしてみればボツにした、人には観せられないと判
断した絵のはずです。貧しい駆け出し時代ならなおのこと、キャンバスを常に新調する予算もないので旧作を潰して新たに別の絵を描くということはごく普通に行
なわれることです。今の美大生は将来を見越してそんなところまで気を使わなくてはいけないのでしょうか。少し大袈裟でもありますが、現実の問題です。 
回顧展をはじめ、作家の死後開催される展覧会の在り方も重要です。メディアの多様化により、単純に絵を壁面に掛ける、彫刻を置く、では済まなくなっている。 
存命作家であれば例え自分が企画に関わっていない展示で、自らの意向からかけ離れたものがあれば何らかの形でオフィシャルな物言いをすることができます。し
かし、物故作家となればそれが一つの形として残ってしまう。その作家をどう捉えるかの差こそがキュレーションの醍醐味なわけで、そのふれ幅を否定するつもり
は毛頭ありませんが、やはりオフィシャルな答えあわせができるかできないかは大きな違いでしょう。 !
私自身の今回の展示に於ける例をとりましょう。floatでの作品は舞台装置としての役割を多分に含んでおり、ポータブルな平面作品として機能するよう努めました。
如何なる場所の如何なる壁面に掛けても作品として展開できる(当然、floatでの観え方はfloatでしか実現しませんし、それはまた別の場所でも然りです)、そういっ
た機能性を考えた作品です。一方のあをば荘での電撃殺虫器の作品は、その機能性は極端に弱まる使い古された表現をするならばサイトスペシフィックな作品です。
あの形はあをば荘以外では成り立たず、別の場所で同一コンセプト･同作品を展示する場合もまったく違う配置、観え方になるでしょう。販売が生じた際にはインス
タレーション指示書は付けますが、その紙面上で私が思い描いている各々の場所での展開例を明確に示すことは正直なところ困難です。今回の展示でも作家本人が
いながら、設営を協力してくれた山本さんとの間で微妙な設置位置のやりとりで苦心しました。これは多くのインスタレーションという手段をとるアーティストが
経験している問題でしょう。 
それが、作家不在の死後の展覧会でインスタレーション指示書や過去の資料のみで行なわれることを想像すると…。怖らく自分が立ち合った場合とはまったく違う
形になることは容易に想像できます。また、過去行なわれてきた無数の展覧会はそういう作家の手から離れた一人歩きした作品たちによって構成されていたといっ  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ても間違いではないでしょう。これはある程度は受け入れなければいけない問題で、しかしながら作家の譲れないものも当然あるわけです。その譲れないもののコ
ントロールと、意図せぬふり幅を楽しむ器量のバランスが重要なのかもしれません。 !
さて、思えば私が既製品をメディアに選んだ理由もこの作者不在の作品の｢残し方｣｢残り方｣と密接に関係しているように思います。 
極端な言い方をすれば私はつくりたくないのです。すべて他の誰かにやってもらうのが理想の状態です。現時点では予算諸々の関係で自ら手を加えている部分が多
くありますが、そもそも私の作品のオリジナリティは私自身の手によるか否かではありません。私の意図した通りの形になれば誰の手によっても問題はないのです。
むしろ、素材は作品毎に使用する素材のプロフェッショナル、設営に関してもその道のプロフェッショナルに委ねられればそれに越したことはありません。ペイン
ターが絵具からつくろうとせず、市販の絵具を買うのと同じ動機です。もっといえば、上述のインスタレーション指示書に於ける意思疎通の難しさの問題さえ解決
できれば、設営の場所にすらいないのが理想なのです。 
アーティストとしての私自身の役割、私自身にしかできないことは手を動かし現場で作業することではないと考えています(むしろ、その作業は私よりも優れた人に
委ねたい)。アーティストの私がアーティストとしてすべきことは、作家として語ることです。私の作品について作家として語ることができるのは私しかいません。
現状の自らの手を動かさねばいけないというスタイルはとてももどかしく思うところが多く、その時間でもっと多くの場所で語ることができればと思うのです。そ
の間にそれぞれの道のプロフェッショナルたちが制作を進めていてくれたらどんなに素晴らしいことか。 
ウォーホルが提示したファクトリー型の制作スタイルは現在のトップアーティストの間ではごく当たり前となっていますが、この究極の形こそ私の理想の制作環境
です。無い物ねだりのかなり夢見がちな話になってしまいましたが、先にあげた作者不在の展覧会に於ける作品の一人歩きの問題を解決するもっとも有効な手段は
まさにこれであり、即ち制作そのものを作者不在にすべきということに行き着くのです。アーティストは語るのみ、これこそが私の理想です。 !
アーティストの死、それはもっとも作品に近い語り部を失った瞬間です。彼の死後行なわれる展示はキュレーターという第三者によって新たな言葉で語られるわけ
です。これはこれで興味深いものだと私は考えています。作者不在の作品に如何なる言葉を与えるか、それこそがキュレーションの魅力でしょう。私自身が生きた
作家であるからこそ私が不在の中行なわれる展示に不安を覚えてしまうわけですが、客観的に観ればこの差は楽しむべきなのではないかとも思うのです。 
もちろん物質としての作品はオリジナルの形であることが前提です。抽象絵画の類いが天地逆に展示され、後日研究者や著作権継承者から指摘され初めてその誤り
に気づくという笑い話のようなことも実際にあるそうです。そういった問題が起こらないよう最大限のコントロールを試み、物質としての作品は作者の意図した形  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でしっかりと展示され、しかしながら不在となった作者の穴を埋める如くキュレーターが新たな言葉を作品に与える。これは作品の一人歩きの喜ぶべき形ではない
でしょうか。インスタレーションという手法を選んだアーティストにとって、これを実現させるための現状最も有効な形がファクトリー型の制作環境ではないかと
思うのです。とはいえ、その理想とする一人歩きを実現させるための環境づくりを実現させるためにも途方もない道のりがあるわけです。当然今の私にはそれをま
わす力はありません。 !
悲しむべきことに一人の人間に与えられた時間は有限なのだそうです。若手と括られる時期の終わりも着々と近づいてきています。理想とする形に少しでも近づけ
るためには今すべき最善の形を提示し続ける他ないでしょう。同時にそれは今残すこととなるはずです。この手の話になると半ば説教話じみた、またきれいごとで
結んでしまいがちです。｢結局はコツコツ努力を続けていくしかない｣といったような。これはつまらないですね。いや、コツコツ努力を続けることがつまらないの
ではなく、そういった結び方でお茶を濁すことがです。 
率直にいえば私はシンデレラボーイになりたい。時代に消費されたいのです。努力を否定するつもりはないし、何ごとにも努力は必要です(当然、過去の時代の寵児
たちも見えないところで血の滲むような努力をしていたはずです)。しかし、その泥臭い努力の過程を見せつけて注目を浴びるような方法論は選びたくないのです。 
これも一種の美学と言ってしまえばそれまでですが、特にエピソード･伝説好きの日本人にとって｢過程｣というものはときに作者の手を離れ、作品そのものを凌ぐ怖
ろしいほど大きな力を持ってしまうのです。 
アートのメインストリームからは外れますが、｢◯◯でつくったアート｣といったものが巷で特集されることがあります。｢数十年かけて何十万本のマッチ棒でつくっ
た何々｣といった類いです。ここで重要視されるのはどれだけの時間を掛けたかと何でできているかです。つまり、どれだけ努力をして、どんな意外なものでできて
いるか(プラスαでその素材の膨大な数も含まれます)ということです。もはや作品そのものの内部には一切触れられていません。当然作者の意図にも。 
ちょっと話が逸れましたが、某有名美術番組が作家の生い立ちや苦労話に放送時間の半分以上を割き、作品論はほとんど語られないという例が示すように、｢過程｣
の露出は作家としての展開の仕方、作品の残し方としてとても危険であると考えています。 
歴史に於いて作品に至る過程やプランを尊重すべきという図師さんの主張とは反するところですが、私は一作家として完成された結果こそ観てほしいと思うのです。!!
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河原温さんは自らの展覧会に絶対に顔を出さないというエピソードを聞いたことがあります。オープニングレセプションでも中心となるのはキュレーターや企画関
係者たちのみ。作家は常に不在です。これも一種の演出ですが、彼の作品の強度を増すための大きな役割を担っているように思います。在るのは作品(結果)のみ、と。
彼のこのスタンスにはとても共感するとともに、私はここまでストイックにはなれないという嫉妬もあります。 
実は今回の往復書簡というものも、自主企画であったなら絶対にやらなかったことでしょう。最終的に書簡を公開することを選んだのは、そのことによって過程で
はなく一つのテキストという結果になるからだったのかもしれません。自分自身では選ばないであろう手段への挑戦をしながらも、どこかで自分のスタンスが滲み
出ている。これはとても楽しい経験でした。図師さんという企画者とのコラボレーションだからこそ実現できた形です。 !
この往復書簡は結果として｢残り｣ます。いつまで残るかはわかりませんが、これはいずれ否定しようのない結果となるのです。 
あと一通のやりとりとなると思いますが、今は最大限その過程を楽しみましょう。 !!!
2013年10月2日 !
三原 回 !!!!!!!
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【往復書簡五通目】 !!!
三原さん !!
個展「死ぬのはいつも他人ばかり」の会期が終了し、もう一ヶ月も経ちました。 
三原さん、本当にお疲れさまでした。僕自身、企画者としてどれだけのサポートができたのかはわかりません。三原さんにいろいろと歯がゆい思いをさせてしまっ
た部分も多いと思いますが、無事会期を終えることができました。有り難うございました。そしてこれが僕からの最後の書簡になりますね。正直、どう結ぼうかと
頭の中がモヤモヤとしているのですが、これまでのことを振り返りながら、また三原さんの書簡に応えながら筆を進めていきたいと思います。 !
さて、まずは企画者としての僕の務めを果たさなければなりません。 
それは企画者として、また作家としての僕の本展に対する公式的な見解を示すことです。会期中、twitterなどのSNS上でそういうステイトメントを残すこともでき
たのでしょうが、漠然と気がのりませんでした。おそらくはこの書簡が最終的に外部に公開されるということが念頭にあったからというのもあるでしょう。本展の
関わりでいえば、僕はあくまで補佐的な立ち回りを意識していたこともあって、表立った行動を避けていました。 
重複しますが、ある作家の展示という機会を設けることで、必然的に生まれるその人との対話を意識的に実践していくことが僕の重点としているところです。単純
に作家の展示を鑑賞／批評していきアーカイヴ化していく行為とも違い、展示会期とその前後含め、作家の状況とリアルタイムで関わっていくことで聞ける作家の
生の声は、非常に貴重な体験をもたらしてくれます。そこに僕の考察を照らし合わせていき、焦点が当てられる議題（展示におけるテーマ）について比較・相対化
を試みるのです。つまりこれが僕の作家としての、いわば企画へのアプローチです。この書簡の中でも“出会う”という言葉を用いて、僕の活動の一端を語る場面が
あったのを覚えています。ある種、モンタージュのようなこの実践は、今回三原さんにおける死生観のイメージと、僕のそれとが照らし合わされることで成立して
います。たかだか二人の死生観の検証ではあるけれども、それが結実する展示本体、そしてこの書簡のように形としてアウトプットされた時に、それはその他の他 

Zushi >>> Mihara｜43



死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【五通目】

者に伝達される媒体として機能し、彼らの思考を刺激・促進させるものとして流通してくれることでしょう。書簡の過程も含めれば、本展の最後の段階に入った今、
ここが僕の見解を明示するタイミングだと思います。“遺されるもの（残されるもの）”が、今回強く通底していたテーマの一つでもあったように、僕も作家として
自分の企画した展示について遺すべき言葉をしたためるのが、本展にふさわしい姿勢です。 !
三原さんの展示に触れた鑑賞者の方々は、少なくとも僕が現場で対応した分には、自分の死生観について照らし合わせながら語っている方が多かったように思えま
す。なかなか普段の日常生活では、口にはしないであろう会話がスムーズに出来るような不思議な場の空気があの展示空間にはありました。芸術作品に対峙し、作
品に包括されるテーマが契機となり、自身の経験・記憶が強く喚起されるといった例は特別珍しいというわけでもありません。では、僕が感じたものとは何だった
のでしょうか。整理しながら考えてみると、三原さんの展示にみられた特徴がいくつかあるように僕は思います。ひとつは今回の展示には、三原さんがおっしゃる
ところの「演出」の要素とその役割が、とても機能的だったということです。改めて会場の構成について思い出しながら、記述していきたいと思います。 !
まずはミステリアスな人生を演出しとおしたデュシャンの墓碑銘を展示名、作品名に引用しているところから始まり、会場二カ所という構成。あをば荘には電撃殺
虫機を用いるインスタレーション「死ぬのはいつも他人ばかり」と、一匹の羽虫が朽ち果てていく様子を記録撮影した写真作品「死ぬのはいつも他人ばかり（九相
図）」。高圧電流によって一瞬の内に命を奪われていく多くの虫たちと、死後の様子を長い日々をかけて写されていく持続的なひとつの死のかたちが対照的に配置
されています。 
一方、floatの方ではアトリエサイドに「されど、死ぬのはいつも他人ばかり」と題される、デュシャンの墓碑銘から引用されたネオン管のテクスト作品。そしてギャ
ラリー側に「かみなりにうたれて死んだあのこのことを思い出している」という、三原さんの感覚的にフェティッシュを感じる風景を写し取った写真作品が陳列さ
れます。float側だけでみればこの展示は、単発的な作品によって構成された展示であり鑑賞者の能動的な鑑賞が強いものとなっていますが、この二会場はそれぞれ
の展示／作品タイトルによる緩やかな関係性が示唆されながら補完し合い、それぞれの会場に陳列される作品がクロスオーバーするように構成されることで成立し
ています。この点については、三原さんご自身が書簡内で言及していることですね。 
ただ、それだけの要素では鑑賞者がパーソナルな死生観を語る契機になるとは僕は思えません。これを展示内で後押しする演出的効果があったのは、本展に向けて
三原さんがキャプションにしたためたステイトメントであったと思います。 !
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「私は死ぬのが怖いです。 
小さい頃から死の恐怖に怯え、毎晩寝る前には大地震や戦争が起こらないことを祈っていました。 
しかし私を本当に脅かしていたのは、明日、もしかしたら今日死ぬかもしれないという「刹那の死」に対する恐怖ではなく、いずれは必ず死ぬという「約束された
死」への恐怖でした。 
50歳にしろ、80歳にしろ、100歳にしろ、200歳にしろ、いずれ自分は死ぬらしいのです。 
生まれたときから死刑宣告を受け生きてきました。 !
私は死なないはずです。 
私はこの世界という物語の主人公なのだから死なないのです。そう思っていました。 
人は皆死んでいくらしいのですが、私が死ぬわけはありません。 
私が死んだら物語は終わってしまうのですから。その後の世界は誰が見るのでしょうか。そう思っていました。 !
死はエンタテイメントだと考えています。私は本当の死を見たことがありません。 
死はスクリーンやテレビ画面の中、小説の文字の並びや漫画のコマの中にしかありません。そこでは死は常にドラマチックです。 
しかし現実の死はいつも事後的で事務的です。死はフィクションの中だけのものなのかもしれません。 
そもそも私は死んだことがないのです。これから先も私は死なない限り死にません。」 !
（展示用キャプションより） !!
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よくよく読み返してみれば、「私」という主語がとても多い、むしろ執拗に利用されている文章です。この他にも三原さんの願望、推測を用いた仮定形の文章が多
く見られます。これが三原さんのマッド・サイエンティスティックな死生観に拍車をかけているのかはわかりませんが、少なくとも作家の制作に向ける個人的な価
値観の断言という鑑賞者が突き放される文章というよりは、三原さんの独白に近いように読み取れます。 
三原さんが鑑賞者に対して自身の死についての考察を無理強いすることなく、無意識的に促す（議論の共有を訴えかけるような親密な）機能が、このステイトメン
トにはあるのではないかと僕は思います。三原さんがこれを狙ったか、無意識だったかは別として。展覧会中に僕は三原さんに対して、「この展示にはある種のイ
ンストラクションとしての機能もある。」というような意見を述べたのを覚えています。ステイトメントと作品によるガイドラインが引かれていれて、それ自体が
インストラクションとしての効果を持ちつつ、鑑賞者が自らの死の価値観について能動的な意見を述べれる場としての演出が出来上がっていたと僕は考えています。
いや、三原さんの問題を共有できる場が整っていた、というべきでしょうか。 !
さらにもう一つ考えられる要因があります。それは、案外単純な理由ですが、会期中欠かさず三原さんが会場に在廊していた、ということです。僕や三原さんのよ
うに若手のアーティストであり、展示の機会を得るのに四苦八苦する立場であれば、自分の展示の会期中にはなるべく在廊し、来場してくれる鑑賞者やアート関係
者との出会いを多く持とうとする人は少なくないはずです。例としては他愛のないものですし、日本美術の業界的な慣習ともいえるような光景です。が、今回の展
示においてはそれはとても重要な要因を担っていたのだと僕は思います。 
ステイトメントも含めた展示から自然発生的に生じるインストラクションを鑑賞者は受けとり、目の前に制作者本人がいるということによって対話を円滑に進めれ
る状況づくりに、これもまた一役買っていたのではないでしょうか。かりに今回の展示において三原さんが不在であったならば、あの空間に生まれた対話の場や空
気はあそこまで成立し得なかったはずです。仮に場所を変えて、美術館のような場所で展示されても結果は違ったものになったはずです。三原さん自身も言ってい
るように、あをば荘での展示はあそこでしか成立しない、というのはそれを拡大して、もはや今回の展示自体があの環境・条件でなければならなかったというふう
に言い換えることもできるでしょう。 !
展示「死ぬのはいつも他人ばかり」は決して対話を活発化させるような目的や意図があって生み出されたものではないしょうし、そうなってしまうのが副次的であ
ることには変わりありません。作品は作家の目的や意図を離れて、受け手に伝達される副次的な情報というものを先天的に備えています。しかし、今回はそれを偶
然の積み重ねといってしまうとあまりにつまらなくなってしまう、貴重な副次的現象だったと僕は思うのです。 

Zushi >>> Mihara｜47



死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【五通目】

考えてみれば、僕らは生きて死ぬまでの間にどれだけ「死」について語るのでしょう。また、そういった機会に巡り会うのでしょう。いつかは僕たちは死ぬのだか
ら、「死」という意味やテーマは普遍的なものであって、絶対的なものであるのに、意識的にそれを避けるのが暗黙の了解のようにあります。「死」というのは生
きたいと思っている者にとっては訪れる絶望でしかないですし、そういった深刻な事実を語り続けることは気が狂うような作業になります。そういった現実には立
ち向かうことも困難でしょう。また、他者の死にとっても極論自分の身に置き換えてみて、それを理解することは絶対不可能であるという距離もある。そして考え
続けても答えなど得られないのだから、生について真剣に考えるべきなのだという前向き？といっていい諦めの姿勢もある。シジフォスの神話のように、「死」に
試みることはやはり堪え難い徒労です。 !
「死」そのものを表象しようとすることを、リアリティのない他者が試みても確かにそれは迫真性に欠け、三原さんがおっしゃっていたような「品のなさ」がでて
しまいます。また、それを実現できることの絶対的な困難もあります。ただ、例えばフランシス・ベーコンの絵画に対峙すれば、そこには狂気と恐怖が確かに現れ
ていて、ここからの延長線上に多くの人は死の存在を確かに感じるはずです。彼が画家として、そして死に近い人種として才に恵まれていたからこそ、そのアウラ
は作品に宿るものでしょうが、死の性質が画面に憑依する事実もあるのです。ただ残念ながら芸術家の中でも多くの者は「死」を婉曲的な方法でしか表現できない
でしょう。 
展示「死ぬのはいつも他人ばかり」も、他生物の死を媒介にして人間の死生観へと接続を試みるものです。そして、そういった作品がある事によって今回のように
「死」について語る機会と、語れる他者たちが生まれる。この波及についてどう考えるべきでしょう。 
ここで「語る」という行為で思い起こす事例がひとつあります。文字という情報の伝達・保存手段がない民族や文化圏では、伝統や神話、歴史といったコミュニティ
の重要な情報は“語り部”によって口頭で伝承されていました。文字文化においては情報は要点を押さえて、読みやすいように整理された形で作成され、普及されま
す。より大衆に伝達されるためにです。しかし口承文化においては、話し手の発話と聞き手の経験は同時に進行します。録音機器などあるはずもない時代において
は当然、記憶が頼りになります。ここで話し手に求められるのは、より聞き手の記憶に残るようなパフォーマンスを交えて語ることです。重要な語の強調や反復、
アドリブやジェスチャーなどを織り交ぜる事によって強化させていたのだそうです。現代の例をとれば選挙演説などもそういったパフォーマンスが見られたりしま
すね。 

Zushi >>> Mihara｜48



死ぬのはいつも他人ばかり、のための往復書簡　【五通目】

アーティストの活動の中にはもちろん「語る」という行為があり、その重要度はたしかに高い。公共の場で語るのもそうですが作品を発表するということもある意
味、「語る」という行為と同等です。作品が持つ、制作者の意図とは乖離して副次的に鑑賞者に伝達される言語要素があるからこそ、キュレーターや批評家たちの
言説に組み直されて、新たな解釈を注入し、社会に再投下・再配置されるのです。 
この言語的な要素をみれば、作品は独自に「語る」といえます。そしてここには口承伝承のように、強調・反復といったパフォーマンスが共通しているように思い
ます。作品は世界という超多側面体の一面、その真実の似姿である、というのが僕の持論であり、またそれは決して真実には到達しない、ということも含みます。
「死」というような普遍的かつ、到達不可能な真実について僕らは詰まるところ、「語る」ことの中で反復して、強調して、他者に伝承していくことしかできない
のです。その膨大な過程の中で、新たな発見や、時代に伴う変化についての考証が見いだされる。展示「死ぬのはいつも他人ばかり」は、その一役を間違いなく担
い、訪れた方々それぞれに「語る」ことの場を与え、また今後それを「語る」契機を着床させたのだと、僕はそう確信します。 
（こういった「語る」ことで起きる運動は、あくまで事後的なものだということも強調しておかなければならないでしょう。アーティストが作品という結果を残す
からこそ、それが語る場としても機能していくのです。ですから、この意味でアーティストが作って残されたメモやプランについても、後世の者たちが語ることで
解釈され、ある時どこかで再起する可能性を孕むものです。これについて誤解をして欲しくないのは、三原さんが先の書簡でおっしゃっていたような「過程」とし
ての使い方を僕はしていませんし、それ自体は僕も忌避するものだということを付け加えておきます。） !
最後にアーティストと死、について改めてその形を考えながら、本書簡の結びにできればと思います。 
この書簡の中で語られてきたアーティストの死は、生物学的な死と社会的な立場での死（隠喩としての）について、その区分や境界の曖昧さの中でやりとりされて
きたと思います。生物学的な死は、人間という動物としてその生命活動を終えることです。この世に生まれ落ち、成長し、老衰、病死、事故死、自殺などいずれは
死が訪れて、この世界から消えていく自然界の流れに沿う形です。 
また社会的な立場としての死という形となれば、特にアーティストという職業においていえば、大衆・市場・組織からの無視、疎外、抹消、消費、挫折などといっ
たものになるでしょうか。社会と個人の軋轢によって生じるものであり、アーティストという身分の喪失や風化を意味します。では逆に、ここで生について考えて
みるとどうでしょう。生物学的な生と社会的な立場としての生のあり方です。 
アーレントやアガンベン、フーコーなどが自身の言説の中で組み入れてる概念にゾーエーとビオスというものがあります。僕の理解している範囲で述べさせてもら
えばゾーエーは、生物学的な生を指すもので、それは純粋な動物としての生命活動であり、本能・欲求に従い食べ、睡眠をし、生殖するといった活動です。一方、 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ビオスは人間社会の中で見いだされる生のあり方ということになります。それはつまり社会に参画することによって見いだされ、擁立される生です。戸籍、家族、
学校、職業、政治、宗教、国家といった身分やコミュニティーに属し、そのルールを理解することによって、僕らは住処を得ることや、教育を得たり、経済・政治・
消費活動を可能にします。ゾーエーとビオスは普段の僕らの生活では、密接に関係し合っているのでその境界を特には意識しないですが、生物的な生に社会的な生
は奥深く根を張っており、剥がそうとすればその肉もろとも持っていかれそうなほどです。それらを踏まえて、あえて言わせてもらえばアートにせよ、アーティス
トにせよ、その死についての議論において生物学的な視点での議論というのは不毛でしょう。 !
三原さんは芸術は「性」「貨幣」「信仰」で成立しているとおっしゃていました。僕の見解を言わせてもらえば、芸術は「言語」です。「性」や「貨幣」、「信仰」
でさえも「言語」によってその表象を与えることがなければ、イメージやオブジェクトに落とし込み、それらを言説化することはできません。産み出された価値に
ついて説明も出来なければ、価値の共有を得て、流通させることもままならないでしょう。 
僕が何を問題にしたいのかというと、この言語による表象なのです。芸術の中に扱われる死も、僕らの書簡の中で飛び交っていた死も、それらは生物学的な死にま
とわりついた表象（社会的な言説）を汲み取っての議論です。つまり社会的な制度に則っているわけです。そして何にしても僕らは社会的な存在です。アーティス
トである以前に、何かしらの社会的な所属を持ってないとは言い切れない。アーティストであるということは当然、社会的枠組みの中での身分やそのコードである
ことです。そしてその上で、社会に接続されることです。 !
「ただ人間として死ぬ」ということと「アーティストとして死ぬ」ことは、実はその区分けは不可能なのではないかと僕は思うのです。社会的に人間であることが
認知されている上で、その延長においてアーティストであるのだから。アーティストであるから何か異なった日常が到来するわけではありません。別の職種につい
ている人と同様に、朝日と同時に目を覚まして、生活し、日が落ちれば就寝する。住民票を得なければ住むのにも、仕事をするのにも何かと困ります。保険に入ら
なければ、健康を保つことにも苦労する。何かしら生産活動に加担しなければ、お金を得ることもできません。アーティストではない方々と違うのはただ職種と、
その労働のあり方が異なるだけです。そして、それは相対的にどの職種においても同じようなことが言えるのです。全くの憶測ですが、世界的なトップ・アーティ
ストにしてもそういったしがらみから漏れてはいないでしょう。 
アーティストとして認知されている時点が正規のアーティストの死になるのであれば、話が矮小化されてしまう恐怖を僕は感じます。「筆を折った」ある大学の教
授はアーティストではないのか。実際にいるかはわからないが、デュシャンのように沈黙し、人目に触れぬように今現在、制作している者はどうか。そういった彼  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らをアーティストとして「死んでいる」というのか。それでは、僕や三原さんは大衆的な認知を得られていないという意味で（三原さんには失礼ですが...)、アーティ
ストして「死んでいる」のでしょうか。そうなれば、むしろ生きてもいないことになりますね。 
何だか笑えない冗談のようになってしまいましたが、その状態にいる者たちが何かのきっかけで語られる場に踊り出る可能性もある。僕と三原さんが先に挙げたよ
うな事例においてです。そうなった場合、彼らは「生き返った」のではなく、むしろアーティストであったという結果を残して死ぬのです。その沈黙の過程も踏ま
えて、彼らのアーティストの人生であったと。そう、デュシャンが沈黙に入り、ボイスに批判されたりもせよ、結果遺作を遺しており、今でも僕らがデュシャンを
まぎれもなくアーティストであると認めるように。 
僕はアーティストの生き方を美化してまとめたいのではなく、この「作家幻想」はまさに僕らが語っていたような事柄がいい例なのだと思って述べているわけで
す。つまり、アーティストはかくあるべきだとか、今回であればアーティストの死に方はこのようにならねばならない、といった不毛な問いのように。時代が変わ
れば、アーティストの在り方やその受け取られ方でさえも変わる。僕らはいつだってそういった浮き世の中です。ですが、ここで無常観にとらわれては面白くない。
僕らは遺すしかない。語る作品を、語られる場を。シンデレラボーイだって構わないし、遅れてやってくるヒーローでも何でもいいですが、ましてや日和見的な意
見なんかでもなく、まずアーティスト自身が的確に遺すことです。 !
さて言葉の違いはあれど、僕と三原さんがこれまで語ってきた事柄は実は多くのことを共有した上で議論がなされてきたのではないかと思います。 
その微妙な差異を、書簡を重ねて、曖昧な部分を具体的にしようとする試みが僕らは出来たのではないかと、何となくですが確信を感じているところです。 
二人という小単位での議論でしたが、「死」とそれを取り巻く事柄について、かなり深く潜り、奮闘できたのではないでしょうか。 
「死」が何なのか、などというのは分からない。それはこの書簡をやる前からわかっていたことです。 
ですがそんな頑強で未知の鉱石を、僕と三原さんで少しでも削りだして語れる場に持っていき、小さな具体性が生まれたのならやった甲斐があります。 !!!!
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４ヶ月以上に渡って続いたこの往復書簡、ひとまず僕からの送信はこれで終わりになります。最後に、展示も含めこの往復書簡の提案を快く承諾してくださったこ
とに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 !
それでは、また。 
どこかでご一緒できる機会を楽しみしています。 !!!
2013年10月28日 !
図師 雅人 !!!!!!!!!!!
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Re:往復書簡五通目 !!!
図師さん !!
ついにこの往復書簡も最後の返信になります。展示が終わって2ヶ月半が経ち、前回の図師さんのメールからも時間が経ってしまったので、今一度これまでの書簡を
すべて読み返していたところです。 
会期が終わったということで図師さんからあらためて批評的視点で展覧会について文字にしてもらえたことは嬉しく思います。 
死についての諸々の話題はこれまでの書簡でおおかた話し尽くした…と言いたいところですが、人間の根本的且つ絶対的な問題である死についての話題は続けよう
と思えば際限なく続けることができ、また答えのない問題なのでまとめあげるのも難しいですね。今回は、最後の書簡ということで、その答えのない死を扱った展
示｢死ぬのはいつも他人ばかり｣を振り返り、図師さんの企画者としての展評への返答を兼ねてこの展覧会についてあらためてお話ししたいと思います。 
これまでの書簡は、パーソナルな死生観と言えど誰もが共有できる死という問題についての話題でしたが、今回は展示についての作家視点の言葉、私自身の個人的
な話が中心になると思います。退屈かとは思いますが展覧会のまとめとして、どうぞ最後までお付き合い下さい。 !
会場に置いていたステイトメントに｢私｣という主語が執拗に利用されているという指摘ですが、なるほど多いですね。意識的なものではないですが、今回の展示は
パーソナル且つコンセプチュアルという部分に比重を置いていたので自然とそういうテキストになったのかもしれません。 
しかし極力自分自身を消し去り作者不在の空間の暴力的佇まいを目指していたこれまでの作品のステイトメントを読み返してみても、やはり｢私｣という一人称が象
徴的に使われていることに気がつきました。拙文ですが、これまでの個展の中から2つのステイトメントを抜粋し以下に全文掲載します。 !!
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !
私の作品には時間軸がありません !
｢それ｣は 
時間の経過によって変化することなく 
淡々と同じ動作を繰り返し 
鑑賞者が訪れるのを待ち 
鑑賞者の前に於いてもその姿を変えることはなく 
権威的に厳粛さを伴って 
いつ如何なるときも確固としてそこにあろうとし 
極めて映像的であろうと 
また最も絵画的であろうとします !
｢そこ｣は 
意思を持ちません　 !!
｢Lab｣ 新宿眼科画廊 2009.7/24-7/30 !
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !
私はこの場所を知っている !
それは幼少の頃実際に訪れた場所かもしれないし 映画の中のワンシーンだったかもしれない 
しかし私が初めてここに訪れたときも きっと同じような既視感を憶えたように思う 
だから本当は そんな場所は始めから知らなかったかもしれないし 存在すらしなかったかもしれない !
唯一確かなことは そこでは時間の流れがとまっていたということ　 !!
｢sample of view｣ ASK? P 2011.10/24-11/12 !
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !!
｢Lab｣に於いては作者のコメントでありながら、その場には作者は不在である、若しくは作者の手を離れた作品へ向けたコメントのようなニュアンスがあります(実
際は会期中毎日在廊していたのですが…)。また｢sample of view｣のテキストで登場する｢私｣は必ずしも私(三原)自身のことではありません。｢私｣とは鑑賞者一人一
人を代弁しての、または作者ではなく一人の鑑賞者としての私(三原)の言葉というところでしょうか。 
｢私｣という単語を用いることで語る対象として不在の、若しくはどこか別の場所にいる｢私｣を扱っているこれらのテキストは、やはりパーソナルな価値観の表現(!!)
を目指した今回の展示のステイトメントとは分けて考えるべきなのか。しかし｢死ぬのはいつも他人ばかり｣のステイトメントは以下のような言葉で締めくくられま
す。 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!
｢他人とは自分です。私と同じようにあなたも死に、私もあなたと同じように死ぬらしいのです。まさか!! されど、死ぬのはいつも他人ばかりなのです。｣ !
やはり作風というものは出てしまうようですね。個人的な死生観の吐露のつもりが、いつのまにか他人事のような言い回しになっている。こういった｢私｣を扱いな
がら私でない、といった宙に浮いたような立ち位置が、ひょっとしたらインストラクションとしての機能を有し、結果的に各々の死生観を語る場となるきっかけに
なったのかもしれません。 !
私の作品･展示について図師さんが語るとき｢演出｣というキーワードが多く出てきますが、これは展示に限らず自分自身に対しても自覚して試みていることです。不
在の私の演出のためにあえて｢私｣という語を用いるのも演出の一つですし、それ以外にも前提となるコンセプトがあればその枠から漏れないよう作者である自分自
身も演じきるよう努めています。演出というとあまりに大それたことをしているようですが、一言でいえば一貫性を持たせるということでしょうか。特にコマーシャ
ル･ギャラリーに所属する作家さんならば、顧客の持つイメージを裏切らないために言動に細心の注意をはらうのは当然でしょう。 
しかし私の場合はといえば、コマーシャル･ギャラリーに属するアーティストではないですし、固定のイメージが多くの人に浸透しているわけでもありません。もっ
といえば作品とキャラクターとの間にギャップがあるとさえ言われます。むしろ私が目指すところはそこなのです。作品に対して不在の作者。展示会場にいるにも
かかわらず作品の中で孤立しているような。これはウォーホルの影響が強いかもしれませんね。本人はパーティー好きを自称し、それでも、いやむしろそれだから
こそ孤独な影のあるキャラクターを演じ、しかし彼自身の作品にはそんな華やかな生活を目指しているとは思えない死の匂いが漂います。そして最終的にはその両
極が結びつくことで彼の物語は完結するわけです。 !
さて、これまでの換気扇や蛍光灯の作品は文字通り演出的･舞台装置的側面が強いものでした。作品そのものには重要なコンセプトを込めず、一種暴力的な空間の中
に閉じ込められた鑑賞者たちが各々どう感じるか。そのフィードバックの差異を私自身一人の鑑賞者として客観的に見るのが目的でした。しかし今回はコンセプチュ
アルであることを前面に推し、作品一つ一つに明確な意図があります。これはここ最近、コンセプチュアルな作品をつくるアーティストとして紹介されることが多
く、そこに違和感を覚えていたことによります。一度開き直って｢これが自分のコンセプチュアルだ!!｣と言えるものを提示しようという試みです。ネオン管の作品を 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象徴的に配置したのは｢コンセプチュアル･アート｣のコードとしてコスース、ナウマンの名前をあげるまでもなくコンセプチュアルな作品といえばネオン管でしょう、
というちょっとした洒落でもあります。色も様々なものがある中で、あえて古典的?なネオン管らしいものを選びました。これらの点も一種の演出、ポーズと言える
でしょう。 
また、今回の展示のコンセプトはパーソナルなものでしたが、それでも私自身の心の内を作品にぶつけ、鑑賞者にそれが跳ね返るような形の展示にはしたくありま
せんでした。飽くまで私という一人の人間と作品は別に存在し、別物だからこそそれぞれ存在しているという認識です。会場に私がいる必然性があるとすれば私が
作者であるからということだけでしょう。それは大したことではないのです。作者といえど創造主ではないのですから。 
しかし、図師さんが対話を生むきっかけとして指摘された私が会期中毎日在廊していたということですが、これは演出という部分では意図的にやりました。毎日在
廊することを前提にしていたのでステイトメントではあえてコンセプトを深く掘り下げていません。求められれば自ら語ることも可能な状況をつくり、それ故にテ
キストでは上述の通り｢私｣が登場するものの当の私自身は見えにくい、どこか宙に浮いたような姿勢をとっています。そもそも、展覧会ステイトメントというもの
はすべてのお客さんが読むとは限らないものとして認識しているので、展示構成として、また展示意図を読み取る上で不可欠なものとするのは奢りのように思って
います。キャプションから読むお客さんもいれば、作品を観てからキャプションを読むお客さんもいる。作品に興味を覚えた場合のみ読むお客さんもいれば、テキ
ストは読まないと決めているお客さんもいるでしょう。 !
少し話が逸れますが、これは私が映像作品をつくる際のスタンスにも似たようなことが言えます。基本的に私の映像は始まりと終わりのない短いスパンのループに
よって構成されています。映画館で映画を観る場合、観客は大体の上映時間を経験から予想し目的の映画を観に行きます。しかし展覧会に於ける映像作品はどうで
しょうか。目的の映像一本のみの展示ならまだしも、複数の映像を事前情報なしにすべて最初から最後まで観るというのはかなりの負担になります。作者自身の多
くは全編を通して観てほしいというのが本音でしょうから、暗黙のうちにその上映時間分の拘束を鑑賞者に対して強いていることになります。美術館での展示とな
れば作品数も増えますし、その負担は更に増すことになるでしょう。私自身、美術館での映像作品はチラッとそのブースを覗いて、こんな感じかとわかったつもり
になるとすぐ移動してしまいます。こういったスタンスの鑑賞者は多いのではないでしょうか。多くはなくとも確実に存在します。一つの作品をどれだけの時間を
かけて観るかは鑑賞者の自由なのですから。 
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そこで、私の映像作品には最初と終わりがなく、いつ観てもどれだけの時間をかけても同じ状況が続くようにしています。1時間じっくりと観てくれた鑑賞者と2～
3秒チラッとだけ観た鑑賞者、この両者にも同等の情報を提供するということです。これは両者どちらからの感想や批評などのフィードバックにも同等の比重を持っ
て臨むためであり、そうでなければフェアではないという持論によるものです。 
さて、話を戻しましょう。ステイトメントの文章はもちろん残るものなので力を入れますが、それを読まなければ鑑賞したとはいえないような展示構成にはしてい
ません。これは上述の映像作品制作のスタンスと同じで、テキストを読むか読まないかは鑑賞者の自由であり、テキストを未読の鑑賞者からも読んでくれた鑑賞者
と同じくフィードバックを期待したいという動機によります。 
また、往復書簡で続けてきたやりとりの文量を振り返ってみればわかる通り、今回のコンセプトを簡略にまとめ、それを会場で読んでもらうというのはかなり押し
付けがましいと思うと同時に、結果として多くの鑑賞者は読まずに会場を後にするでしょう。そこで今回は、求められれば解説できる作者がいるという前提のもと
で、あえてテキストではコンセプトを深く掘り下げませんでした。その効果として付いてきたのが対話だったのではないでしょうか。そして、それを補足する資料
としてあをば荘に置いていた往復書簡の途中経過もまた対話を促す良い装置として機能していたようにも思います。 !
さて実験･制作を終え、搬入･設営も終えて気持ちの上では一息ついたところであった会期中の私はお客さんとの対話の日々でした。三通目でも書きましたが、作品
解説とは会期中に回数を重ねる度に純度が増すもので、また新たな発見もあり制作中は気づかなかった言葉を作品に与えることも少なくありません。そして、何よ
り今回の展示が特異であったのはこれまでにないほど鑑賞者からのフィードバックの内容が興味深かったという点でしょう。鑑賞者との対話と言えば、作品そのも
のについての質疑応答、その後は世間話というのがお決まりですが(これはこれでありがたいことですが)、今回の場合は作品から発展し各々の死生観についてや周
辺の死を巡る体験談などの深い話を多くの方に打ち明けてもらう結果となり、これは今までにない経験となりました。実はこの鑑賞者との連日の密な対話経験とい
うものは、個人的にこの展覧会の趣旨そのものに働きかけるほどの大きな効果をもたらすことになったのです。 
話は一度この個展のコンセプトを発案した頃まで遡ります。そもそも｢死ぬのはいつも他人ばかり｣は私自身が抱く死に対する異常なまでの恐怖心からスタートしま
した。これまでの私は個人的な問題をテーマにするのは鑑賞者に対する押し付けだという考えから、作品から意図的に自己というものを排除しようとしてきました。
しかし、ふと自分と同世代のアーティストの作品で好きなものを思い返してみると、ほぼ例外なくアーティスト自身の内面が強く表れているものだということに気
がついたのです。これは単純な好みの問題なのですが、一人のアートファンの視点に立ったときに目に留まるのは決まってそういう作品なのです。 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そこで私も一度そういった表現的な作品に取り組んでみたいと思うようになりました。切っても切り離すことのできない、最も自分らしい問題とは何であろうと考
えを巡らせていると、行き着いたのが幼少の頃からつきまとってきた死への恐怖だったのです。そもそも、これまでの換気扇や蛍光灯の作品も動的な素材を扱いな
がら常に同じ動作を延々と繰り返すものであり、映像作品も上述のように単純な動作のループです。先に掲載した個展｢Lab｣のステイトメントからもわかるように
不動のもの、絶対的なもの、そして永遠に対する執着が私の作品制作の動機には一貫してありました。この永遠への憧れこそが、幼少の頃からの死への恐怖の延長
線上に生まれたものであることは間違いないでしょう。 !
そこから一連の｢死ぬのはいつも他人ばかり｣シリーズが生まれたわけですが、このプランを進めることには大きな不安もありました。このデリケートな恐怖心は物
心ついた頃から常に心の奥底に眠っており、ときどき目を覚ましては私を脅かしてきました。これまでの人生経験で培ったこの苦痛から逃れる最善の策は、この問
題について考えないようにするというものでした。まさに、触らぬ神に祟りなしというわけです。 
人が悩みを抱えたときにとる手段の一つとして他人に相談するというものがありますね。相談することによって客観的意見が得られ、明確な答えが出る可能性があ
るのももちろんですが、そうでない、答えのない問題でも他人に打ち明け、話すことにより楽になるということはよくあることです。私もその例に漏れず他人に相
談に乗ってもらい気持ちを楽にするということはよくあります。展示前のナイーヴな時期など特にそうで、図師さんにも相談に乗ってもらいましたし、営業と託つ
けて連日方々に飲みに行き図師さんの気を揉ませたりもしましたね 笑。すみませんでした…。 
とはいえそれは、飽くまで明確な解決策のある悩み、若しくは数ある選択肢の中から何を選ぶべきかの助言を求めている場合などに限ったものです。私はこれまで
答えのないネガティヴな問題に関しては、決して他人に相談するということをしませんでした。最も有効な、そして唯一の手段は自らの心の内で噛み殺すことだけ
だったのです。よく仕事での嫌な出来事や、街で遭遇した見ず知らずの人から受けた迷惑行為などの体験の愚痴を話す人がいますね。一通り話して、それでスッキ
リする人もいるのでしょう。しかしその感覚は私にはまったくわからないのです。秘密主義というわけではありません。解決もしないのにその問題をぶり返し、し
かも完全に共有することは不可能な他者にその話題を打ち明ける、そんなことをすれば忘れていたことも思い出しさらに気分が悪くなるのが関の山というわけです。!
同じ理由から私が抱えていた死への恐怖は、これまであまり人前で話題にしないようにしてきました。これを言語化して人に話せば眠っていた恐怖が再び目を覚ま
すということがわかっていたからです。つまり、死への恐怖の作品化とはこの問題をもっとも深いところまで掘り下げ再考するということであり、またその考察の
結果を視覚化･言語化するということであり、私にとってはあまりに怖ろしい挑戦だったのです。 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そういった葛藤を経てついに会期が始まり対話の日々を迎えます。自らの恐怖を視覚化したものを展示した部屋の中でその詳細を連日カミングアウトするわけです。
ところが不思議と不快感は殆どありません。長い間練りつづけてきたプランだったため、そのコンセプトを語ることに免疫がついたというのもあるかもしれません。
しかし、もっとも大きな理由はそれが作品であり、私は作品を解説する一作者(作品にとっては他人)に過ぎないということでしょう。つまり私の心の奥底に停滞して
いたドロドロとした恐怖の塊のような作品は完全に作品になった、私から解放されたということでしょう。私は決してプレゼンテーションが上手い方とはいえませ
んが、これまで何100回と自分の作品について語るということを続けてきました。その作業は半ばルーチン化してくるので、語れば語るほど良くも悪くも完成した
作品は私から離れた場所に行くのです。先に今回のステイトメントの結びの言葉を載せましたが、あれは会期直前の展示プランも完全に固まった時期に書いたもの
です。今思えば他人事のようなその言い回しは、その恐怖心を作品として解放し終えた当時の私の心境が滲み出ているようにも思えます。そして会期中、自動人形
のようにコンセプトの解説を行ない、お客さんからのフィードバックをもらい、再びこちらから返すという対話を繰り返す度に、内に潜む恐怖を語る不快感は日に
日に少なくなっていったのです。 
前置きが長くなりましたね。展覧会の趣旨そのものに働きかけるほどの大きな効果とは、まさにこのことなのです。会期中の対話は、これまで避けていたネガティ
ヴな問題を打ち明けることによって自らの気持ちを和らげるという荒療治を知らず知らずのうちに行なっており、それが見事に成功していたようなのです。当初は
マイノリティであると自負していた自身の死生観を半ば見世物的に扱うことを目的としていた｢死ぬのはいつも他人ばかり｣ですが、思いがけず自己治癒的効果を孕
んだ作品になっていたわけです。 !
そういえば企画書の中で私は｢メメント･モらない｣という駄洒落めいた造語を使いました。死を想うことにより生を浮き上がらせ充実した人生を送るというメメント･
モリを否定し、そもそも死を認めず死を考えずに生きることで人生を明るく充実させるというメメント･モらない提案は、上述のネガティヴで答えのない悩みは他人
に打ち明けず自らの心の中で噛み殺すという私の人生観の表れでしょう。しかし会期中、私は無意識ながら絵に描いたようなメメント･モリを実践していたようです。
胡散臭いサプリメントの宣伝文句のようなことを言わせてもらいますが、今回の展示を終えて(少なくとも今は)これまで抱えてきた死に対するとらえどころのない恐
怖心が確実に和らぎました。そして、この往復書簡もまた大きなリハビリ効果があったと言えましょう。こんなに死と向き合い真面目に文章化したのは初めてです。
今後は考え方を改めネガティヴな悩みも積極的に相談する、かといえばそういうわけにも行きませんが…笑。何はともあれ、今は妙な清々しさがあります。展覧会
という名の私の公開治療につきあってくださった多くの皆さんにこの場を借りてあらためてお礼を言いたいです。 !
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さて、一連の｢死ぬのはいつも他人ばかり｣シリーズはこれからどうなっていくのか。今後の展望についてちょっとした計画があるので、それをお話ししてこの往復
書簡の結びとさせて頂きます。 
会期中のお客さんとの対話で面白い話題になりました。先にあげたように作品化することで変化した私の死生観ですが、それにより作品の持つコンセプト自体にも
微妙な変化があったのです。これは往復書簡三通目の返信でも書いていますが、当初自らと切り離していた(恐怖故に切り離そうとしていた)他人の死が立場を変えれ
ば私自身の姿にもなり得る、私の死は世界中の大多数にとってはとるにたらぬ他人の死に過ぎないということに気付き、それが作品のコンセプトに上書きされるこ
ととなりました。作品の公開が始まってからコンセプトを後付けとは無責任な、という声が聞こえてきそうですが、何度もいうように私は作品を完成させてしまえ
ばその作品は私から解放されたという認識であり、作品と作者である私は他人同士なのです。つまり作品について一鑑賞者による展評のように新たなコンセプトを
上書きしたりその可能性を語ることは間違った行為だとは思っていません。 
話が逸れましたね。何にせよこの心境の変化による作品コンセプトの微妙な変化も自認していたわけですが、それをあるお客さんに打ち明けていたときの話です。 !
｢この作品は今現在の私の死生観をコンセプトとして形にしているわけですが、この短い会期の間にも微妙な変化がありました。死生観は年齢によっても変化するで
しょう。身近な人の死を経験したり、歳をとり自分自身の死が実際に近づいてきたりすれば大きく変わってくると思います。例えばこれと同じ作品を10年後に展示
したらまったく別の意味になってくると思うのです｣と、私。 
｢この展示を続けて行ったとき、過去の展示を観た人にも続けて観てもらいたいね。そしてまた感想を話してもらいたい。他にも途中から観始めるお客さんとか、途
中までしか観ないお客さんとかもいるだろうし、そこが面白い｣と、お客さん。 
｢なるほど、これまで観てくれていたお客さんがある回を境に来なくなる。つまり"他人"になるっていうことも長く続けていれば起こってくるでしょうね。そういう
経験もまたコンセプトが変わる大きなきっかけになると思います。それでも、タイトルの"死ぬのはいつも他人ばかり"だけは象徴的に後までついてくる言葉だと思
うのです｣ !
まあ、もう少しフランクなやり取りでしたが大方こんな内容の会話でした。さて会期を終え、少し落ち着いて個展のことについて思い返していましたが、ふとこの
例え話として生まれた10年後のプランへのモチベーションが例え話で終わらずに高まってきたのです。 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会期中には偶然13日の金曜日があり、またここではちょっと書けない展示と無関係ではない立場の方の訃報が入ってきたりと曰く付きな部分がある展覧会でしたが、
もう一つ忘れていたことがあります。そう、今年は20"13"年なのです。この死の匂いの漂う偶然に便乗しない手はないでしょう。 
結論から言います。これから10年おきに同タイトルの個展｢死ぬのはいつも他人ばかり｣を開催していきます。2013年をスタートとし、次回は2023年、その次は2033
年、2043年、2053年…2113年までは続けたいですね。以前死ぬまで芸術やるか問題について話しましたが、明確な目標、ライフワークがあれば続けることを頑に
拒否するわけではありません。また、これは遺す遺さない、アーティストか否かとは別の問題であり、私が生き、人とコミュニケーションをとる手段の一つと思え
ば、抵抗感も薄れるというものです。半ばこじつけな感が否めませんが、これが今現在の心境であり、時間が経てばまた変わるかもしれません。50年後私がアーティ
ストかどうかはわかりません。しかし、アーティストとしてかどうかはさておき、2063年に｢死ぬのはいつも他人ばかり｣という展覧会を開催していると信じたいで
す。 
コンセプトは年齢･経験とともに変遷していくでしょうし、その展示内容もその都度変わっていっても良いと思いますが、展覧会名は｢死ぬのはいつも他人ばかり｣で
通していくつもりです。とはいえ、同タイトルの作品を10年後まで封印するというわけでもないので、割と近い未来に同シリーズの作品がまた皆さんの目に触れる
ことがあるかもしれません。ただし個展のタイトルに関しては派生的な言葉を入れずに｢死ぬのはいつも他人ばかり｣とするのは10年に一度にしたいと思っています。!
このプランを実現するためには自分の望んだときに個展ができる状況がなくてはならないわけです。当然今のままでは実現できません。10年なんてあっという間で
しょう。それまでにより多くの経験を積み、地盤を堅めて行かなければなりません。10年後の個展の際に今回の展示の記録を自ら見て稚拙な作品だと笑うような、
それくらいの実力は身につけていたいですね(そんな嫌なやつにはなりたくないですが)。怖らく、その折にはこの往復書簡も読み返すことでしょう。その際どんな
心変わりが起こっているのか、若しくは起こっていないのか、今から楽しみです。 
死ぬのはいつも他人ばかり。されど、10年後までにお互い他人にならないことを祈って…それでは10年後にまたお会いしましょう。 !!
2013年12月7日 !
三原 回　 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!
あとがき !!!
この往復書簡は、2013年8月23日から9月16日にかけてfloatとあをば荘にて同時開催された三原回個展「死ぬのはいつも他人ばかり」の連動企画として僕が提案し
たところから始まりました。6月半ばから始まったこのメールのやりとりは、会期をまたぎながら実に半年という長い月日をかけて続けられました。当時のことを考
えれば、三原さんは制作の真っ只中。我ながら無理な頼み事をしたなあとか思いつつも、快諾してくれた三原さんのおかげで、このような興味深い意見の集積がま
とめられたことにただ感謝するばかりです。 !
書簡を続ける中で、そして書簡が終わり編集作業をする過程で、僕はこの二人の男の死についてのやりとりを何度も何度も繰り返し、読みなおしてきました。それ
はもう、気が遠くなるほど。ただ、読みかえせば読みかえすごとに僕の胸中に募ったのは何ともいえない不毛さです。 
死を語ることの不毛さ。死が現実的なものになるのが我が身への到来であるとするならば、生きている上では僕らにとって死は絶対的な具体性を帯びることはない
でしょうし、ある種それは抽象性を保ちながら僕らの日常に常に流れ込んでくるものだといえます。もちろん距離の問題はあるでしょう。死を身近に経験した人た
ちは、そうではない僕らに比べて切迫した死への価値観をもっています。ただ無礼を承知で語るならば、それでさえも“そのもの”には至ることはないのだと極論付
けることもできます。残酷な事実はその時、僕らに語る口を与えてくれないのですから。 
こういった観念の状況は、芸術において作者が作品化する上でも同様の状況へと陥り、模倣（ミメーシス）といわれるその手の議論へと収斂されるものですが、現
実的には僕らはそのことを前提とし、中心がブランクなものでありながらもそこから発散される様々な抽象的な事柄を汲み取り、自分自身の持ちうるわずかな体験
と照らし合わせ、何とか具体的なものへと転換していく努力を続けねばなりません。 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今回の語り手である僕も三原さんも、各々のこれまでの人生からしてみてもその意識の在り方としては死から遠くにいる者たちだといってよいでしょう。戦争や紛
争の経験者というわけでもないし、大きな災害に見舞われたわけでもない。事故にあって臨死体験をしたわけでもありません。ただ共通しているのは、死について
の情報は、生まれながらに毎日のように受信していて、でも厳密には当事者ではないということです。そして現代に生きる多くの人もこの枠内に収まるといってい
いはずです。 
歴史的に凄惨な出来事は、その体験された方々が自ら語ることによって、次の子孫へと伝承されます。そういった大きな歴史においての伝承もあるとして、例えば
僕らのような者たちが語る死生観を現代の伝承として遺すことにも何かしらの意味はあるのではないかと思い、三原さんの展示企画をきっかけに僕は今回の提案に
至りました。即効的な有効さや、価値の有無はまずは置いておいても、僕らのようなモラトリアムな者たちが死を語り、自分たちの現状についてなるべく目を凝ら
して、地に足をつけてみること（世界のことについて外聞する際、僕たちは意味の多面性に踊らされがちです）。そこで不毛さは露呈はしつつも、改めてその上で
社会に対して問いを見つけ出していくことの重要性も僕は信じています。 !
本書簡の中で「語る」ことについての議論がありましたが、願わくばこの二人の書簡が様々な人たちの今後の語りの中で流通し、再考され、伝承されていくことを
祈って。死ぬのはいつも他人ばかり、この難題について走らせてきた筆をひとまずここで置きたいと思います。 !!!
2014年1月27日 !
図師 雅人 !!!!
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