
いしをできるだけ遠くへうつす方法｜2015.05

何かを作り出すということは、記号を産み落とし世界に向けて送りだすということだ。

他者と、時間の推移の関係によって変動する解釈とその流通の世界へと。

その前提としてあるのは、ある種ドメスティックな関係性。

作品と、それを作り出す者との親密かつ閉塞的な関係性がその最小単位となる。

しかし、「無からは何も生じない」この格言が示す通り、

何かを作るためにはそれに先行する思想、視覚情報、知識、環境といった

複合的な土壌がその者に備わることが必要となる。

この土壌を形成する要素は、だがまた記号だ。

幾つもの性質をもち、社会性と歴史を獲得した記号の大海。

それを自らの思考と身体、物理的かつ生理的、

また精神性を連合させる人体という複雑なメディウムに介在させることで、

抽出あるいは昇華、濾過、圧縮…いずれにせよ何らかの手段によって為された、

作品という名の新たな記号が生まれる。変遷を辿ることを運命付けられて。

ひとつの記号は、あるひとつの時点と断面だ。

それはチャールズ＆レイ・イームズの「Powers of Ten」が掲示した世界の視点のごとく、

巨視と微視、この双方向に向けられた連綿たる運動に組み込まれて在るだろう。

幾つもの先行条件に身を晒しつつ、

記号を産出する者として自覚を持ち、ある時点と断面の属性を設定すること。

この行為に宿る主体性とは何だろう？

作品という「ここ」に「宿す」という行為において、脈々たる記号の堆積を負いつつも、

なおそこで選び抜かれる手段のその選択と決定とは何だろう？

そこでは作者のアウラの存在を問われているのではない。

記号が晒されるその膨大な解釈とそれに応じた流通に対する賭け金としての、

多重に移ろう主体性をこそ問われる。

つまりこの主体は記号が辿る運動の中で分化を余儀なくされ、

だがまたそれを糧とし、信託される主体はその先に待ち受ける未来を得ることが叶う。

自らが作り出すモノが、既定されること（過去）を前提とし、

改編されること（未来）をまた前提とする。

質量を十分にもつ、いしをできるだけ遠くへうつす方法。

今にあって私は、ここで試みなければならない。



盲目と選択｜2015.05

ひとつの主題として設定されるもの。

作る者の観念、それが形を与えられる時、

含まれるべき情報の選択とはどのような定義の下に行われるべきなのだろうか。

世界の条件と個人の観念、この両者における衝突と折衷によって、

つくることは行われるといってもいい。

つくることにおいて、素材や技法の選択は重要なことに変わりないが、

しかしそこには「これでしかない」というようなものははたして本当にあるのか。

仮に、ある主題に基づきつくる際に絵画という手段をとることが

「最良」の効果が見込めるのだとしても、

それが「絶対」の選択であると断言することは極論不可能だ。

観念によって編み出される主題は、ひとつの形象とその選択を許しながらも、

また同時に別のあり方も許されるだろう。

個人の観念は、観念その時点ではまだ制約不可能であると捉えられるのであるならば、

与えられる形は選択の数だけあっても良いと、こうも言えるだろう。

素材や技法の選択を限定するということは、ある種、盲目だ。



至る言葉、言葉に至る｜2015.05

身振りや声、痕跡、かたち…

それらを慣習化されて形成された記号、言語。

自然というイメージに与えられる形象。

記号はその豊穣なイメージを意味とし、言葉を情報とし、抱え込む。

同時にそれらは別の何かを名指し、関連づける意味として網目を紡ぐ。

ある記号はまたそれを抱え込み、さらなる拡大を推し進める。

作品が、ひとつの記号であるならば（それは現行する多くのメディアによって為される）、

その網目としての性質を逃れることはできない。

（それは結節点、浮標、ともいえる）

過去の言葉はそこへと束ねられ、形を与えられて言葉となって吹き出しては、

次の部分へと包摂されていく。



遮る｜2015.05

何かに向かおうとする時、

または手を伸ばそうとする時、

眼差そうとする時、

思考を傾けようとする時、

遮るものがある。

それは戸板のようにドンとしっかりとした主張の存在感もあり、

霧のように振り払おうにも手は空を切る漂うもどかしさもある。

でもそれは違和感を感じさせながらも、前から当然そこにあったように、

なんだかしっくりとそこに嵌ってみえる。

真実、とよべるようなものがあるかはわからない。

モノそれ自体、と呼べるようなものに到達できるのかなどは、さらに疑わしい。

 だが “まっさらな記号” というものに対して、ただただ願望がある。

が、そうであるにはそれを基底するための、

上にかぶさる埃を取り払うような、

引き出しの奥にしまった大切なものを取り出すためには

引き出しに入っているものを全部ひっくり返すような、

そういった邪魔だと思われるものがあることが必要なのだとも思う。



鏡と肉｜2015.06

鏡の上に生肉を置いてみる。

じっとりべっとりと、

残った血液が少し元の肉の面積を広げてみせる。そのようにある。

鏡面は状況をそのままわが身に受け入れて、

左右反転するその肉を、逆さに映し出す。

生々しくそこに在り、文字通りの物質感。

冷ややかに映し出される、艶かしい虚像の質。

それを映像として捉えながら、その接触部分には生理的に、

心情に作用してくるものがある。

異質な両者の出会いのこの界面は、

まさにそこにこそ新しい語とその意味の生成があると感じさせる。

このような出会いによって、特殊な関係を結ぶものと状況について以下のように考えてみる。

ひとつ。シュルレアリスムでみるところのデペイズマン

（“異郷の地に送ること” の意味／「解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会い」）。

視る者の思考を驚きで満たして、判断を瞬間停止させる。

しかしその後に始まる理解の運動は、跳躍的とも呼べるほど、

新たな思考の在り方、促し方、そして領域を獲得しているはずだ。

ふたつ。そして両者の関係性は、外観は当然、静たるものだが、

実際は激しい共振を発現させながらそこにいるのだ。

“Champ contre Champ”  ※ 
互いの持つ情報や条件を激しく交換し合いながら、

現行の関係性を変えていこうとする可能態としてそこにある。

肌理／性質／概念上でコミュニケーションの齟齬をきたしている

向かい合うこの両者（または同様の関係を結ぶもの）は、

その反発の状態を維持しつつ、なお共にある。

自分にとっての造形の新たな可能性は、そこにこそあるように思われる。

※ジャン＝リュック・ゴダール「アワー・ミュージック」

劇中、ゴダールが学生に講義するシーンの中で、二枚の写真（男と女、イスラエルとパレスチナ）を

上下交互に入れ替え合う。この時にゴダールが口にするセリフ。映画における「切り返しの構図」の意味。



ある線を描くために｜2015.06

痕跡の伝達性から言語が生まれた。

線をひくという行為は、身近に体現できる原初的な言語のひとつだ。

線といえばトゥオンブリー、というのも直球だが、

一時期彼のひく線に憧れたことがある。

荒々しさを保ちつつ、理知的。奔放なところもまたいい。

似たような線の形態を追ってはみるが、早々と断念してしまった。

もちろん、あの痕跡は トゥオンブリーという「個」だからこそ描きえたものだ。

そこにはとてつもない距離がある。

しかしそれ以前に、個を形成する環境にこそ自分の興味は惹かれた。

自分の子供時代にまで遡って線を引くという経験を考えてみると、

圧倒的に多いのは文字の線を引くことだった。

書をずっと習っていたということもあるだろう。

数でいえば幼少時にまず習う文字、

あの平仮名の丸みを帯びた伸びやかな線。随所にみられる緩急のリズム。

それこそを私は、現在に至るまでその線を途方もなく書き続けてきたのだと思う。

この国の文化的慣習こそ、私とトゥオンブリー、両者が描く線を分かつものの理由の一つだろう。

トゥオンブリーのあの線は、アルファベットの線、その筆記体から派生したものだと思う。

個人の癖は多分にあるとは思うが、

英語圏による文化的形式は彼のカリグラフィ的なアプローチをその枠から逃すことはない。

だから彼の線は、決して自由ではなかった。

アンドレ・ルロワ＝グーランは著書「身ぶりと言葉」において、

人類進化の遥かな流れを紐解きながら人類の表象・文化活動を考察した。

脳の進化過程、直立姿勢になることで解放される手や変化する身体、

それによって生み出される言語、道具、社会…。

 この変化と時間、それによって構築される環境を背景とし、

私たちの日常の身ぶりや言葉はその延長に位置する。

普段の何気ない会話、注意を向ける眼差し、線を引こうとするその手…。

全てはこの延長線上にある。

トゥオンブリーも、そして私や他のものも同様に、

その過程を経て、身ぶりと言葉としての線を引く。



だが引かれる線と、その線が生み出す形は、

複雑な時間と文化を背景としつつも、それ自体を現すことはない。

それはただの暗黙の了解。自然の条件でしかないからだ。

ロラン・バルトがトゥオンブリーの作品について、

「文化の単語（自発的に発するもの、それがその人の文化だ）に抗うことを求めない。

単に、それらをずらすこと、それらをはずすこと、それらに別の光を当てることを求めるのだ。

TW（サイ・トゥオンブリーのこと）は美学上のステレオタイプを忌避することを強制しない。

－おそらく、もっと体制転覆的なことだが－それを横断することを強制するのである。

要するに、彼は、われわれのうちに、言語活動の作業を引き起こすのだ

（一つの作品の価値を生むのは、まさに、この作業 ーわれわれの作業ーではなかろうか）。」※

と、このように述べたことは、次のような解釈を私に与える。

ひとは堆積された生物学的な時間、そしてそれとともに歩む表象の歴史を、

無意識的にも、また意識的にも反映をさせて線を描くことができる。

そしてここで注目すべき価値ある行為は、そこに自らの背景としての概念や思想、

身体性をも上乗せするというその行為だ。

線をひくことは「かつて」や「ほか」からズレる記号を生み出す行為だ

この単純かつ単位的な行為（ゆえに言語活動と創造の重要な因子）。

原初的な言語形態を保ちながら、常に新しく意味を更新し、

他者と差別化されつづける記号。

それこそが「線」だといえるだろう。

※ロラン・バルト 「サイ・トゥオンブリ　または量ヨリ質」

　“美術論集　アルチンボルトからポップ・アートまで （みすず書房）” に収録



あるがままにみえる。それは完結してみえる。
まるでそこにあるべくしてあったように。
でも、その必然ともいえる状況を疑ってみるのもひとまずはいいだろう。｜2015.08

目の前にあるものは、実際には複雑で無数の条件に規定されてある。

構成する物質、情報伝達のための言語、手順としての過程、内包する空間、推移する時間、

そうであると思えるための常識的な範疇や感覚、など。

ほんとはもっとそういったものがある中で、おしよせる息苦しさを軽やかに束ねて、

無数の条件は一致してそこにある。それはまさに奇跡そのものだ。

しかしこの奇跡は、ひとたび疑いの眼差しを向けるのであれば、

調和均衡のとれた姿に乱脈を押しながすことになる。

条件は本当に整合一致してそこにあるのだろうか。

私たちの目には見えないだけで、いくつかの条件は、じつは微妙に齟齬をきたしていて、

その均整な姿は、認識としてはじつは誤解にあふれているのかもしれない。

（デュシャンの「泉」はまさにそのようなものの代表だ）

例えばブランクーシやアルプがつくりあげるような抽象形態をみたとき、

彼らがつくるものは、  “そのように” あるようにみえる。

ただ彼らが導き出したかたちは、研鑽した思考と観察による世界へのひとつの返答だが、

個人的なものだし、個人的な言語が他者の解釈に入れば、

そこからすでにもうそれは十全というわけにはいかない。いや、それ以前に個人的な言語が恣意的な

言語であることと紙一重であることも見逃せないのだ。

もちろんここでは近代的な、集約される（／拘束する）ひとつの視点の重要性を問う話を蒸し返す

のではない。そのような価値観が瓦解し、現代は人種や性差、個人差に担保される多様性というも

のがあちこちで萌芽する。それはいくつもの事物や事柄が複雑なグラデーションによって結ばれ合い

生じる、理解されるべき抵抗としての価値観だ。

人間の思考を（それは個人にせよ集団にせよ）、何らかのかたちに留めるためには、ある一定の、他

者との共通項の一致を試みなければならない。

それは何というか、

「私のこの感覚はこの言葉や、それを使ってあらわすこの形式で伝わりますよね？」

「ああ、でも分かるかも。ちょっと難しく感じる部分もあるけど、

　何となくこうかなって自分にもとっかかりになる経験とかあります。」

というような、一種の契約だ。曖昧な契約。



大事なのはその契約に賭けることのできる、信頼度というか賭金みたいなもの。

共通項の最大公約数が多ければ多いほど望ましい。

でも実際は、一致しているわけではない。「　」の会話のようなやりとりの連続。

この 共約不可能性。物事の成立条件にせよ、個人的な言語にせよ、多様性にせよ、

この共約不可能性がベースでなければ物事は進まない。

何らかのかたちを与えるとき、

最大公約数としてのカムフラージュではなく、共約不可能性を飲み込んだ上での、

それを受け入れることでの成形について考えることは無駄だろうか。

私にとってはそれが本来踏むべき手順のようにも思える。

いびつで、粗末なかたちになる可能性が大きいとしても、

それを奇跡の一致としてみることはできないだろうか。



収集Ⅰ：それを私の意識下におく｜2015.09

自分の意識は、どこまで及び、どのように置くことができるのだろうか。

意識すること。ある事柄や事実、現象を知り,

無意味、有意味問わず注釈を加えて、自身の記憶の本棚にしまう過程。

ひとつに固執し、意識をその地点に固定するのではなく、

「ああ、これはいいね」「こういうのもいいよね」と。

蜜蜂が、花から花へ移ろい蜜を求めるように、

自分の意識に収集のくせを覚え込ませ、

幾種類もの肌ざわりと、重さと、外見と、与えられる感触の間を漂う。

そうやって無数に意識の徴はつけられ、記憶の編み目に束ねられて、

私自身をつくりあげるだろう。

意識の、世界へのタギング（今っぽくいえば）。

自分を形成するには、多くの事柄と事実を要する。

それ自体は、今も昔もたいして差はないだろうが、

今は多くのことを自分の周囲／環境として見渡せれるようになってきたのが現実。

世界で起きる様々なことが、

大小さまざまな液晶の窓外から、嵐のようにビュウウ ッと押し寄せてくる。

昼夜問わず、情報がガタガタ、窓を震わせる。

部屋の中で穏やかに暮らせているように見えても、

窓の外に目をやれば、無音、無味無臭の喜劇やら惨劇やらの光景が広がっている。

ドアを開けて外に出れば、風は穏やかだし光も気持ちよい。

四季ごとの土や空気の匂い、電車で隣にすわる人の香り、まちの喧騒が押しよせる。

咲きほこる花がきれいだなと、はたと気づき心を留めおいたりする。

目の前におきる光景はいつからか現実感や距離感を、

不規則に変換しながら繰り広げられている。

私自身も尺度を自在に変形できるようにしておきながら（そうでなければ生き残れない）、

漂い、徴をつけて、それを私の意識下におく。



収集Ⅱ：痕跡と出会い、世界の顔にガム・モンタージュ｜2015.09

メモを記す。本のページに折り目をつける。携帯でスナップショットを撮る。

気に入ったネットのページや画像をファイル保存する。

意識の徴をつけられたものは、そのような行為の形であらわれ、私の手元に残されていく。

または外部との関係として保持される。

その中から例えばこの二つを並べてみる。

いつものお弁当を買いに行く通り道、みつけた鮮やかな赤色をつけて咲く花。

（携帯の写真におさめた。花の名は知らない。）

イスラエルの夕暮れのゴミ処理場で飛び舞うムクドリの群れは、うつくしく有機形態を象る。

（AFPネットニュースの記事でみつけた画像。2015 年２月ごろ）

収集の痕跡は多く、いくつでも選択肢はある中で、この二つを並べてみようと思う。

一見、関係を見出しにくいこの２つの風景を、結びつけようと思う。

この衝動を。

時間、地理、歴史、物語、隠喩など、

どれをおいても判断を下しがたい、困難さをおして出会いを与えようとする衝動を。

根拠は切り詰めて自身の感性のみによる。

帰納法としての、この感性と美学の立証。

この出会いは無数の選択肢から導き出される可能性。

それは世界の一致。

それは一部だが、こちらに覗かせる世界の顔、そのもの。

発生場こそは、収集する主体であり、

主観の賛美などではなく、一媒介としての可能性として見るべきもの。

これは美しい出会いだ。　



無数の世界の断片としてあるもの、意識の徴をくわえるものを突き合わせる。

間にはいる媒介としての私の身体。

世界の現実的な条件と、個人的な感性とを、

私の身体はガムのように、ひっつき合わせながら、

ぐにゃりぐにゃりと混じり合わせるのだ。

（そういえば子供の頃、違う味のガムをよく一緒に食べた。

噛むうちに味や香りは、混ざって過ぎ去り、口から出してみると歯型がついた、

ただの白いかたまりになっていた。）

無垢な（あえてそう呼ぶことにする）ひとつの可塑形をうむ、それはモンタージュ。　

※左：2015 年 5 月に筆者が撮影したもの。

　右：AFPBB ニュース【AFP 記者コラム】「ムクドリの群舞、奇跡の 1 枚を撮るまで」2015 年 02 月 10 日 21:42 投稿記事

　　　http://www.afpbb.com/articles/-/3039285?pid=15239396　



存在のタイムライン｜2015.12

存在するものに与えられる時間。

例えば、引いた線の数だけ、時間の流れ方、形が存在するのだとしたら。　





ただ鳩は通りすがっただけ｜2015.12

何か（ふたつの事柄）が結ばれ合う。

それはゆるやかにうつくしい階調がある成り行きにみえる。

だが事の次第がスムーズであるようにみえても、

それはある一部分だけをみたならそう見えるだけで、

もっと、大きな、広い、高い、遠くからの視点に立てば、

どこかを境にズレが生じている地点を見つけ出すことができるかもしれない。

（その地点は明確な時もあるし、曖昧な時もあるだろう）

”変化”と呼ばれるものは、

”劇的”といわれるような、瞬時に起きてそれを認識できるものもあると思うし、

始まりと終わりのどちらの端もみえないほどに、

そう、例えば自分自身が生まれるずっと前にはじまっていて、

今その”変化”の只中で、

目的は一世紀とか、千年紀とか遥か先に設定されていて、

日々微妙に更新されているような状況の中では、

「ああ、これだ。」なんて思えっこない。

この状況の基礎となるような、

内包的で、存在を許可するような建築物があって、

ここは堅牢なスリットの入ったつくりになっている。

そして中が外になったり外が中になったり、靴下のように、

内側にあったものがひっくり返って外側になる。

そういった切り返しの知覚の先には、

こちらの視野を遮るフェンスがあって、

その向こう側に平然と通り過ぎるハト。

そんな世界は、

黒く太い「　」に閉じ込められているし、

その背後にはどうやら粗めの網タイツみたいなグリッドが広がっていて、

なんだか逃れるはずもなく、やっぱり規定されているって感じ。



※例えば上記のように図と文章の関係を作ることができる。

　どちらも私が制作したものだが、前後関係を言えば、図のほうが制作を先に

　行なっていて、文章は事後的に制作されたものである。もっと言えば、鳩の写

　真は私がある日通りすがりに撮ったものだ。

　それにしても歪な文章なのだけれども、言葉で描くこれ以外の風景はいくらで

　もあるのだろうし、そう考えるとこの鳩もいくらか自由な存在のようにも思う。



ただ一つのことを語るには、多くのことを要する。
そのための遅延について。｜2016.05

当然のようにあるその“もの”は、複数の条件から成立している。

だからただ一つのことを語るにも、その条件それぞれの見方や語り口から

アプローチをしていかなければならない。

それはまさに「藪の中」。※

そこには存在の不安定という絶対の条件がある。

しかしその条件は否定的なものだろうか？

確かに一つのことをスムースに一つの見方や語り口で承認ができるのならば、

これほど楽なものはないだろう。

一つのことを理解するのに、様々な条件の中から一つを選択してそれで済むのなら、

それもまた、これほど楽なものはないだろう。

不安定であるということは、それを遅さということに置き換えることもできるだろう。

一つのことを知るために、幾つもある条件という入り口を入っては出て、

次の入り口に行ってみては、また次を検討するというように、

膨大な時間をかけて、よく見て、よく考え、よく移動することが必要になる。

領解のための“遅延”。

それが不安定なものを把握しようとする際には必要になってくる。

私にはこういった遅さに対して、否定的というよりは、

むしろこれを受け入れた先を眺めたい。

※芥川龍之介の同名の短編小説。初出は1922 年の「新潮」1月号。殺人と強姦という事件をめぐって4 人の目撃者と 3人の当事者が

　それぞれ証言するかたちで書かれている。それぞれが矛盾し錯綜しているために真相をとらえることが非常に困難な作品となってい

　る。これを原作に映画監督の黒澤明が「羅生門」を撮った。



散文、それもきわめて断片的な｜2015-2016

それは、連続性ではなく、もしくはカイツブリのように潜って消えては、違う場所に

ぴょこぴょこ現れる状況に似ている(つまり水面下では複雑で激しい状況が行なわれながら、

陸からは観測されない。何気なく別地点に現れる。平然と)。

--

ブラックボックスを知る工程。

--

星の輝きよりはやく知ることはできない。

--

空高く飛んでいる飛行機（白い豆粒ぐらいの大きさの）がゆっくりと、僕の視界の中を

はしる電線へと近づく。通過して、通過して、視界から消えていく。

そうやって、いくつもの時間と空間の変化の境界を超えていることを飛行機（の中の人たち）は

知らない。僕は知っている。

--

晴れ渡る青い空。遠い向こうにそびえる厚みとふくらみをもった雲。

記憶は石巻の海岸沿いを覆いつくした瓦礫の山に重なる。

--

京都から奈良の間に化粧をすませる女。

ある地点からある地点へと移動する時間の中で、変容するその女性の仮象。

--

見逃した場所や部分に、再び訪れてそれを眼にする機会が約束されているということ。

その際の時については無情だが、受け入れられるべき変化という希望がある。

--

遅い、それ故に新しい。



展望の形｜2016.05





オールウェイズ、オールレディ・メイド・シーン
（つねに、すでに生まれていた光景）｜2016.05　

私たちが普段見ている様々な光景が

時間の幅をもっているように感じることは夢物語でしかないのだろうか？

それは物理的な変化や推移、もしくは予兆ということだけではなくて、

単純な言葉にするのは難しいけれども、

対象となる光景の歴史的な成り立ちから現在があり、その先へと続いていくことが

示唆されるようなあり方という意味で。

例えば「スローターハウス５」のビリー・ピルグリムや「インターステラー」の

ジョセフ・クーパー。※

彼らが経験してきたような時と空間を貫く視点は、

私が思い描く理想の視点にとても近い。

どんなもの、どんな光景だってそれは、

物理的な現象としても、歴史が積み上げる象徴の過程としても断片でしかない。

一つのことを見ようとするのはそういった限界の中での行為で、

ある意味あきらめを前提としているのだから、せめて仮初めの視点でもいいので

光に照らされた軽やかな世界を眺めれるようになりたいと思う。

ちょっと話は飛ぶけど、制作の都合で象形文字を長い間ながめていたことがある。

象形文字は、太古の人々が眺めて感じていた光景を抽象化し、

情報流通を安定させるために生み出した技術・文化だと思う。

日常的な動作や対象を説明すること。恐れや悲しみ、希望を伝えること。

そういう具体的なこと。抽象的なこと。

こういった太古の人々が対面してきた光景の統計があの象形文字で、

日本人はそれを漢字、ひらがな、カタカナとして読み書きしている。

例えば、ひらがなの「し」は漢字の「之」を原型としていて、

これは「出発線」と「足」の光景を組み合わせてできている。

気づいたのは、こういった風景は、何気なく私たちが見ている光景となんら

変わることがないということだ。

もちろん、現代では見ることができないものもあるけれど、

それらは形を変えて今もすぐそばにあったりする。



私たちはいつだって幾つもの太古の光景を織り交ぜるように、紙の上に言葉を綴っている。

そしてその言葉を使って、未来を語ったりする。

私たちが何気なく見ている現在の光景も、そこに新鮮さがあれば、

遥か未来には抽象化された新しい言葉として文化の中に立ち上がるのかもしれない。

そう仮の設定で眺めたのなら、これはたいして夢物語なんかでは終わらないんだと思う。

いつだって見慣れた光景を重苦しく思うことなく、希望に満たすことはできるのだと思える。

※「スローターハウス 5」…1969 年に出版されたカート・ヴォネガットの小説。時間旅行を扱いながら、ヴォネガット自身が実際に目撃した第二次

　世界大戦でのドレスデン爆撃を出発点として語られる、SF の要素を折り込みながら人間の在り方を問う作品。ヒューゴー賞（1970 年）受賞。

　ビリー・ピルグリムは同作品の主人公。

　「インターステラー」…クリストファー・ノーランが撮った 2014 年の SF 映画。特殊相対性理論など科学的考証に根ざした演出を加えながら、

　滅びゆく地球から未知の世界へと挑戦する者たちの視点から、開拓の勇気や人類愛といったヒューマニズムを織り交ぜた物語になっている。

　ジョセフ・クーパーは同作品の主人公。


