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　僕は「不在」をテーマに制作しています。写真や映像などの記録メディアは、目の前にある対象のみを記号化する性質があります。

また様々な理由によって対象が写らない場合もあります。写るものがあるから写らないものがあるように、ないものがあることで感

情や言葉、死への想像、個人の記憶などが喚起されることに興味を持ちました。

阪神淡路大震災の写真を見つけた際、地震そのものは写らないことが分かりました。本棚や食器などが崩壊した様子が事後の痕跡と

して写されている。僕は雑然とした状況を言葉を使って整理したり推理するように見ていました。同時に、被災した際の出来事を思

い出していました。僕は写真に写らないものがあるのを知ると同時に見えないものを見ていることに気がつきました。僕にとって不

在は鏡を見るようなもので虚像という死から生を見返すことだと思っています。



《蛇が歩く音》

2012-2022



　2012 年の一月早朝、僕は諏訪湖の辺りにいた。栓をしたように固く凍結した湖面には、冷えた風が吹いていて少しの波がたたなかった。目に映る景色は何も変化が無く、写真のように固定された

時間の中を過ごしているような気にさえした。あくまでも目に見えることでの話であって実際は、遠くで車が走る音や山颪による低くかすれた音、いくつもの音が静かに飛び交い僕の耳に届く。見えな

くても情景が頭に思い浮かぶけど、きっと想像とは違うものかもしれない。吹く風が止むと割れたガラスを擦り合わせたような粒だった音が延 と々鳴っているが聞こえてきた。何が鳴っているのか分か

らなくて辺りを見廻したけど、視界には凍った世界があるだけで動いているものはなかった。どうやら氷から聞こえているようだ。静止しているようでいて動いている、見えない力があると示すように響

いている。繰り返される音に変化はなく無機質で終わりが見えない果てしなさがあった。ナルキッソスに恋したエーコーは、ヘカテーの怒りを買い相手の声を繰り返すことしかできないようにされた。

ナルキッソスとの会話が成り立たず、見放されて悲しみに暮れ死んだ後も木霊として残った。やがてナルキッソスも水面に映る自身に恋煩いし嘆き死ぬ。ナルキッソスの嘆きの声をエーコーが木霊する

といった不在と声による合わせ鏡のような関係を想像させる。湖という器が音を奏でる、まるでスピーカーみたいだなと思えてしまった。でも、何がエーコーのように響かせているのだろうか。この疑問

こそが僕の制作方法や興味を緩やかに変化させた機会だったと今でも思う。

　京都に戻って諏訪湖の凍結について調べると、寒暖による膨張と収縮の力によって凍結面に亀裂が起きることを「御神渡り」と呼ばる現象があると知った。御神渡りとは、零下 10 度ほどの冷え込

みが数日続くと凍った湖面が轟音を伴って盛り上がる。これは、諏訪神社上社の神へ通った道筋ともいわれて、宮司と氏子らが氷の亀裂を拝観し、その年の農作物や社会情勢の吉凶、気候雨量等を占っ

ている。にょろにょろと引きずられたように出来た裂け目は蛇の姿を彷彿させるものがあった。調べていくと諏訪明神は龍蛇の姿とされ、蛇に関するイメージや物語について知りたいと思うようになった。

　蛇の特徴を簡潔の並べると、瞼がないため目が開いたまま。年に数回脱皮を繰り返す。交尾は、長時間かけて行われる（長くて 26 時間）。四肢がなくとぐろを巻く。そして、毒牙を持ち冬眠をする。

吉野裕子著「蛇」では、列記した生態的特徴から原始時代より始まった蛇信仰が現在にまで地下水脈的に続いていることを一説として書き綴られている。古くなった鱗を脱ぎ捨てる脱皮や冬眠を行

うさまは、転生や死からの復活を想像させる。ひと噛みで倒せるほどの毒や長時間に及ぶ交尾、これらから強烈なエネルギーや衝撃を受けていたと想像する。人や哺乳類とはほど遠い姿形の蛇を見

て嫌悪と畏怖を感じ、死と生といったイメージを併せもった象徴へと昇華されていったという。ビロウ、ホウヅキ、カガチなどの植物、鏡、山、大河、渦潮、などから見いだして間接的にイメージが扱

われていき。神話や物語では正邪さまざまな性格を持つ神が生まれ物語に登場した。

　古事記に出てくる八岐大蛇は「一つの胴体に八つの頭、八つの尾を持ち、目はホオズキのように真っ赤であり、体にはコケやヒノキ、スギが生え、八つの谷と八つの丘にまたがるほど巨大で、その腹は、

いつも血でただれている」と描写している。火砕流、洪水など、山や水が暴れ崩れる様子を思わせる。

　ギリシア神話に出てくるヘルメスの持ち物とされるケーリュケイオン（もしくはカドゥケウス）は、柄に二匹の蛇が巻きついた短い杖がある。眠っている人を目覚めさせ、目覚めている人を眠りにいざ

なうと言われている。死にゆく人に用いれば穏やかになり、死せる人に用いれば生き返るという魔法の杖である。医術の伝統的なシンボルとのなっている。医療の神であるアスクレピオスも一匹の蛇が

巻きついた杖を持っている。メデューサの血を使い死者をも復活させることができるようになったが、ハーデス、ゼウスらの反感を買い雷雹で撃ち殺されてしまった。功績が認められて死後天へ送られ

てヘビ使い座となった。

　メソポタミア神話に出てくるティアマトは、容姿がヘビであると語れてないが「洪水を起こす龍」と呼ばれている。バビロニアの英雄神マルドゥクに殺されたことで、世界（水の大地と水の天）が出

来たとされている。

　蛇に関する物語を読んでいくなかで諏訪湖のみならず、近辺でも水が関わる（かつて水があった）土地では蛇や竜にまつわる話が多くあることに驚かされた。なかでも「黒姫伝説」は印象的だった。

　武将高梨政頼には、黒姫という美しい娘がいた。ある日、政頼は、家来と黒姫を伴って、志賀高原の大沼池へ花見に出かけた。花の宴の翌日、一人の若者が、殿様に対面を申し込んだ。立派な

身なりなので、受け付けた武士が用件を尋ねると、黒姫に求婚を申し込みにきたと言う。殿様もさすがにこれには何かあると感じ、家来と相談して若者にある策略を仕掛けた。この策略にはまった若者は、

大怪我を負って消えてしまった。殿様は家来に命じ残っている血の跡をたどらせると、いつか黒姫と花見に出かけた大沼池まで続き、そこで消えていた。ある日、化粧をしようと鏡にむかった黒姫は

悲鳴をあげた。首から胸にかけてびっしりと蛇のようなこけらが生えていたのだ。殿様はありとあらゆる力に頼って、黒姫の体を治そうとしたが、次第に蛇の体のようになっていってしまった。悲観した

黒姫自身が身を投げた池を「大池」しかし、それでも大沼池の主の怒りはおさまらず、高梨家の領地に洪水を起こし、何もかも押し流した。

　一層身近な事として語り継がれてきたように思う。土地の人に話を聞く機会があるが断片的であったり、一言で語られて内容に近づくことが出来ないこともある。しかし、語りを聞くことそのものに

は時間的・空間的な記録として受け取ることが出来ると思っている。また語りの中で自然を擬人化するのは、言葉のうちに精神と肉体を与える作業ではないだろうか。同時に、土地の歴史や性質を語

り継ぐ手立てとしてでもあり、個人の感受を残すことでもある。エーコーとナルキッソスの合わせ鏡のような関係のように、不在の響きを聞くことが現実の複層性を感じることの始まりだと思えた。僕は、

蛇の擬人化や象徴から目に映る自然を見返すことで現在の「死と生の転回」を見つめてみたい。



 installation view



「すべ と しるべ（再）2021-2022 ＃ 01 蛇が歩く音」

　2022.6/11-2022.7/3

　Gallery PARC

　

素材

　青色 LED 電球、壺、透明アクリル板に UV プリント、木材、鉄

　振動スピーカー、湖面の凍結が割れる音声、オルゴール、アクリルミラー

　黒曜石、円形透明アクリル板に UV プリント、スライドプロジェクター、スライドフィルム

　額、シルクスクリーン、写真、フィールドワークの際の日誌をリライト（2018 年 12 月）

　鉄、黒曜石、たこ糸、鏡、LED 電球、木材、採話、テキスト

　制作年：2012-2022

制作協力

　小坂大毅　kosaka daiki

　小笠原周　ogasawara shu

　金光男　　kim mitsuo

主催

　Gallery PARC











 installation view



すべ と しるべ 2021 #02「蛇が歩く音」

　2021. 10/30・31・11/1・6・7・8

　オーエヤマ・アートサイト O-eyama Art Site

　629-0141 京都府南丹市八木町八木鹿草 71　「八木酒造」内

素材

　青色 LED 電球、壺、透明アクリル板に UV プリント、木材、鉄

　振動スピーカー、湖面の凍結が割れる音声、黒曜石、円形透明アクリル板に UV プリント

　スライドプロジェクター、スライドフィルム、額、シルクスクリーン

　写真、フィールドワークの際の日誌をリライト（2018 年 12 月）

　鉄、黒曜石、たこ糸、鏡、LED 電球、木材

　制作年：2021

制作協力

　小坂大毅　kosaka daiki

　小笠原周　ogasawara shu

　金光男　　kim mitsuo

主催

　Gallery PARC























《Hothouse》

2020-



　明治以降に緑地計画の前身となる構想が企てられた。時が経

ち 1960 年以降、都市が工業化が進んだ事で公害が出るように

なった。都市に住う人々が心身ともに癒されること、都市の公害

を抑えること、それぞれ目的があって意識的に都市で植物が扱わ

れるようになる。それは、自然や植物を見ることの制度化だと言

えるのではないだろうか。人々が休日に都市から離れ、緑地で過

ごす事で心身が健やかになる事としてレクリエーションが推奨さ

れた。この計画が始まって以来、都市部で暮らす人々は観光地

や行楽地で自然などの景観を見て楽しんだり、愛でるなどの感情

が育まれていったようだ。都市にいるにせよ出るによせ、どちらに

おいても自然を見る事自体が制度化されたものかもしれない。

　ブライアン・W・オールディスの「地球の長い午後」という SF

小説がある。その内容は、太陽が近づいたことで地球の自転が

止まり、陽の光を浴び続けられる事と重力から解放された事で巨

大に成長した植物が地球に覇者として描かれている。人類は退

化して背が縮み、複雑な思考ができなくなり、植物のみならず昆

虫や動物の脅威の中で生き続けることとなった。自転が止まって

いるという事は、やがて地球の新星（爆発）が予見される。爆発

を迎えるまで植物にとって人の存在はどうでも良いものとして描か

れているように思えた。人は、植物を脅かす存在ではないからだ。

生態のあり方が人を無視して動いていることが終末感をより強固

にさせる。植物は、人と無縁であると想像させるからだ。

　自然を見る事自体が制度化された視線であるならば、自然から

都市を見た時に制度とほど遠い視覚で見る事が可能になるのでは

ないだろうか。或いは、「地球の長い午後」で描かれた新星を待

つ時間そのものかもしれない。





























《毛皮を着た叔父さん、鮭が舞う》

2018-2020



　「遊楽部川の上流には鮭が遡上していて近くで見ることができる」。そんな話を地元に住んでいる人から聞き、室蘭岳を眺められる浜辺から 30 分ほど車を走らせた。目的の上

流は、道路から少し外れた場所にあって川の流れる音だけがよく聞こえていた。車を駐車して、近くの欄干から川を見渡すと魚の群れが遡上していた。鱗と水面の揺らぎによっ

て反射した光が鮭の居場所を示している。少し先にその輝きに反する黒い塊があるのが見えた。カラスが集まっているようだ。目を凝らすと血と臓物が赤い絵の具を撒き散らした

ように広がっていた。間近で観察してみようと川岸に下りると、濃く分厚さをもった臭いが充満している。僕は初めて、人は臭いで警戒心と恐怖心が湧き立つことがあると知った。

ついさっきまでヒグマがいたのかもしれない。辺りを見渡すとそこらじゅう大きな足跡を囲うように鮭が埋められているのが分かった。真っ白な雪から赤黒い液体がゆっくりと滲み

出る様を見て、憶測が確信に変わっていく。ヒグマは習性として、食べかけのものを雪に埋める。それは隠すこと、保存すること、自分の存在を示すことを目的としている。この

時、幸いにも実物のヒグマに鉢合わせることはなかったが、不在がより強固に存在を想像させると同時に畏れを抱かせることが分かった。僕は、これまでに不在を扱った作品を作っ

てきたが、不在に畏れを抱いたのは初めてのことだった。ヒグマを通して不在と畏れが関わる制作がしたいと思うようになった。

　「北海道と言えば木彫りの熊」といつの間にか定着していたお土産は、いつの頃からそう語られるようになったのだろうか。北海道で盛んに作られた木彫りの熊の始まりには諸

説がある。その一つに、大正 10 ～ 11 年に徳川義親が開拓民の冬の慰みと生業にとスイスのベルンで木彫りの熊を見つけて持ち帰ってきたという話がある。やがて品評会が開

催され、競い合うようになり、日本各地で展示会が行なわれるようになった。それがきっかけで全国的に北海道の土産物＝木彫りの熊というイメージが受容され定着していった

ようだ。義親に持ち帰られたスイスの木彫りの熊は、擬人化されているものだった。スイスでは、18 ～ 19 世紀にかけて熊が乱獲されて絶滅している。少なくとも義親がスイスを

訪れた頃には絶滅しかけていたか、していたかのどちらかだろう。スイスに暮らす民芸職人にとって身近な存在だった熊は、やがて空想で補うものに変わっていったのかもしれない。

一方、北海道では擬人化したものから徐々に生 し々さや本物らしさを帯びた姿へと変化していく過程が見られる。思うに、ヒグマがそれだけ身近な存在だったからではないだろう

か。また、そこにはリアリティの追求のみならず、意識的にも無意識的にもヒグマに対する畏れが込められていたのかもしれない。スイスの木彫りの熊と北海道の木彫りの熊の表

象の差には、人と熊との距離が見え隠れしているようだ。

　北海道のみならず海外でも熊は畏怖される対象であり、様々な神話や民話などでも扱われる象徴的な動物とされている。古代ギリシア神話では、ゼウスに寵愛されていたニン

フのカリストが、嫉妬に狂った女神アルテミスによって熊に変えられて星座のおおぐま座となった。シベリアの少数民族の間では、森に入った男は自ら服を脱ぎ、木に登っている

間に服を盗まれ、そうこうしているうちに熊の毛が生えてきた話がある。男が熊に姿を変えられてしまったことから、熊は人の話が理解出来るという。物語や伝説では、人と熊に

は同化や変身がなにかと多くみられる。熊の立ち姿は人のシルエットと重なるものがあり、皮を剥ぐと細く白い身体が出てきた際は人を思い起こしたことだろう。熊は親しみと畏

れといった相反する感情を抱かせる動物だ。熊の存在を人と重ねつつ、強さに憧れや畏怖を抱いていたのかもしれない。だが、決して鏡のように姿を重ね見るような関係ではない。

近年、北海道ではヒグマが人間や街に慣れていったりする話や人がヒグマに近寄っていってしまう話を耳にする。野生のヒグマをスマートフォンに収めようとした時、液晶画面に結

像される被写体と反射で映り込む撮影者の重なりには畏怖は立ち上がるのだろうか。熊の存在の強さや畏れが木彫りの熊として表象され距離として測れるように、僕と不在であっ

たヒグマとの距離を測る。



展覧会「影を刺す光－三嶽伊紗 + 守屋友樹」

2020.10/10 - 11/29 

京都芸術センター

素材｜ink-jet print、アクリル板に UV プリント、映像 3min、木材、真鍮、蝦夷鹿の角、アクリル板に塗装

　　　低速モーター、ゼロックスプリント、蛍光アクリル板

主催｜京都芸術センター

協力｜Gallery Yamaguchi kust-bau、一般社団法人 HAPS 企画

URL｜https://www.kac.or.jp/

























《鮭缶を食べにきた大熊座》

2020 年

素材｜鮭缶、木材



《光をかえす》

2018- 現在



　ピンホール現象でよく引き合いに出される話がある。アリ

ストテレスは、木漏れ日から投影される円が、太陽であるこ

とに気づき日蝕観察を行なったという。

　僕は、その木漏れ日溢れる山の中にいるとアリスト・テレ

スの話を思い出す。山は、レンズの集合体であり、一つの巨

大なカメラ装置と言えるのかもしれない。それは、自然と科

学が交わる光景のようだ。

　僕は、山で拾った葉の節穴をレンズにし、その場所を撮る

ことにした。植物を通し見た植物の光景。光合成を英訳する

と photosynthesis となる。光を別の物質に変換すること、写

真も光を銀に反応させ定着されたイメージである。それは、

写真の中にある自然があり、自然の中に写真があるように。

















































《シシが山から下りてくる》

2016- 現在



　六甲山の麓には山からイノシシが下りてくる。2016 年に神戸の団地を撮る機会があり、下見を兼ねて六甲

周辺を散策していると、至る所にイノシシが描かれた看板を見つけた。僕はその絵を見て数少ない神戸での

記憶を思い出す。僕は、幼い頃に神戸市内で過ごした時期がある。今では当時の記憶はほとんど無く、数少

ない記憶の一つにイノシシに遭遇した事がある。その情報を思い出しただけではあるが、看板を通して今も変

わらずに神戸にイノシシが出ることを知った。僕にとって神戸の街並みは、山の中にすっぽりはめ込まれた街

である。住宅街と言っても街の端まで行けば落石防止のネットで行き止まりとなったり、橋のない渓谷で道を

迂回するなど、決して都市とも田舎とも言えない場所である。それこそ、その場所は自然と人為が折り重なっ

た場所と言えるのではないだろうか。

　六甲山は、古くから森林などの伐採や燃料材の確保などを繰り返して行くうちに山は荒廃していった過去

がある。荒廃の結果、土砂災害を頻発させることとなり、明治以降に土砂災害対策で植林を施すことや治山

事業が活発化していく。そして、1960 年以降には山中に都市を作る開発が始まり現在の街並みへと繋がる。

この一連の流れは、人の暮らしに必要とされた形で何度も調整された自然の形なのだろう。人為的自然とも

いうべきなのだろうか。そして、人間が主体ではない自然とは何だろうか。それは、網目越しの彼方から突然

現れるイノシシだ。彼らは、不意にやってくる。それでも閑静な住宅街は、依然として閑静なままだ。

　ならば、人もイノシシもいない写真を見た時、僕はどんな思いをするのだろう。この場所で写るものは何が

あるのか。SNS で画像付きの投稿を見て、獣害を受けた地域を巡りながら写真を撮っていく事にした。

 撮った写真を見返して行くうちに、極端に視線が低い写真があることに気づいた。その低さは、生き物を彷

彿とさせ自身で撮った身体ではないような違和感を感じさせる。斜面を歩く時、人は顔を正面に向けることは

そう容易いことではないと思う。傾斜が厳しいほど、空を仰いでしまうか、或いは地面を見てしまうかではな

いだろうか。でないと、先も足元も見ることが出来ずに躓いてしまうからだ。では、顔を水平垂直にした時ど

のように見えるのか。それは、写真で起きたように視線が低くなる。この瞬間、僕は地形によって影響を受け

た視線があることを経験した。紛れもなくシャッターを押したのは自分ではあるが、地形にも手というものがあ

るとすれば、僕に手を沿わせた結果として視線を低く感じさせるのかもしれない。と同時に「僕が見た」とい

う指標は「地形によって僕は見せられた」という指標へと変換が起きる。ヴァルター・ベンヤミンの『写真小

史』でこのような一節がある。「カメラに語りかける自然は眼に語りかける自然とは違う。その違いは、とりわけ、

人間の意識に浸透された空間の代わりに、無意識に浸透された空間が現出するところにある」。ベンヤミンに

倣って言えば、地形が映像に影響を及ぼした結果、写真（自然と人為の視線が交錯する）として見る事が出

来るのではないだろうか。

　最近、知人との会話で、京都の平安神宮に現れたイノシシは二条城まで走り、外堀に飛び込み命果てたと

いう話を聞いた。











































個展「シシが山から下りてくる」

2018.5/6-5/20

Gallery PARC 2F 3F 4F

素材：ink-jet print,silver print、映像、木材、シルクスクリーン

協力：kyotographie サテライト関連企画 Special Exhibition

http://www.kyotographie.jp/kgplus/2018special/

http://www.galleryparc.com/exhibition/exhibition_2018/2018_05_04_moriya.html

 installation view







《鳥が吸い込まれる》

2016-2017



　2017 年の春の事、突然自宅の壁から激しい音が断続的に聞こえた。聞き続けて

いると、鳥が集団で鳴いていた。高音でどこか湿っぽい質感だったのを覚えてい

る。壁から騒がしく響く音が怖くもあったが、面白さが勝ったのか僕は映像で記

録を録り始めた。姿形は見えないがどこからともなく鳴き声が響く。日が経つ毎

に少しづつ鳥の鳴き声が消えていき、代わりに工事や騒音が激しく鳴り響くよう

になっていた。気がつくと僕はイヤホンを通してムクドリの鳴き声を探していた。 

その時になって音はただ聞こえるのではなく、聞くものを具体的に選び聞き分け

ていることに気がついた。再び、鳴き声が聞こえた時は喜びに限りなく近い気持

ちが起きたのだった。決して触れる事が出来ないにも関わらず、一つ一つしっか

りと質感を持ち且つ触れているようなのだ。

　音を聞こうとする身体の態度などから、1 年前に僕は一ヶ月ほど右耳が中耳炎

になったことを思い出した。片耳だけが聞こえる状態は、眩暈にも似て音と僕と

の距離感を曖昧なものにした。いびつな立体感とも言えるものだったと思う。そ

の後、投薬治療が効き耳が徐々に回復しつつある頃、音が聞こえているという実

感を得た時に喜びが起きた。それは、イヤホン越しにムクドリの鳴き声を見つけ

た時と同様なものだ。

　僕は、知人からその女性の母親を紹介され、話を聞くことが出来た。彼女は、

幼い頃に中耳炎となって以来、耳が聞こえづらくなってしまったと言う。追い打

ちをかけるように三十代の頃に右耳を手術をしたが結果、右耳の聴力は上がるこ

とはなく、むしろ下がってしまったのだった。展示している映像にも出てくる話

ではあるが、彼女は趣味でコーラスをしている。「他者の声と重なるハーモーニー

が楽しい」と言っていた。僕は、彼女が身体を通して他者の声と自身の声が共振

していることに喜びを見出しているように思えた。













installation view



未来の途中プロジェクト 2017「ゴーストに矛と盾」

2017.12/9-24

ARTZONE 2F

京都工芸繊維大学美術工芸資料館が若手作家の成長を支援する「未来の途中」プロジェクトにて

二人展の企画を受け《鳥が吸い込まれる》を発表

素材：ink-jet print, 耳鏡、映像、スタイロフォーム、カセットテープ

主催：京都工芸繊維大学美術工芸資料館

協力：京都造形芸術大学アートプロデュース学科

企画：京都工芸繊維大学美術工芸資料館、京都造形芸術大学 ARTZONE

http://www.museum.kit.ac.jp/nap2017.html#20171209

http://artzone.jp/?p=3195



両耳が難聴である女性のインタビュー映像 :15min



まだちょっとマシだったとき ？

When it was still a little better?

多分小学校低学年ぐらいの中耳炎の時、それからずーっとだから。

Perhaps because it is otitis media of the lower grade of elementary school, then it will always be. 

それが常？

Is it always it?

手術したのが 30 歳の時かな 。 結婚して京都に来てバトミントン始めたけれど、、

I guess the surgery was when I was 30 years old.

I married and came to Kyoto and started badminton, but…

 やっぱりダブルスというのは、2 人でペアでやるんだけど、、

As I thought we had a pair of doubles, we had two people together, but…

普通の人だったらペアの気配を感じるし、もちろん目で見えることは分かるけれど、後ろに行った場合、耳が聞こえづらいから気配が分からない。

If you are an ordinary person you will feel the sign of a pair, and of course you can see what you can see with your eyes,

When going behind, I do not know the signs because my ears are hard to hear.

どっちでも？

Which also?

人が後ろにいた場合、多分ここにいるんだろうなとか、この辺で取るのか、私が取るのか。

When people are behind, I think they probably are here or they think about taking this neighborhood

耳が聞こえないため、取りに行く相手を決めることが出来なくて衝突しそうになる。

Because I can not hear my ears, I can not decide who I'm going to take and it is likely to collide.

そういことがちょくちょくありますね。

That often happens.

ペアが大体決まってたら、この場合だったら行ってくれるなど、、

If pairs were roughly decided, in this case you would go

知らない人と組んだ時は、どう動いてくれるのか分からないし後ろの気配が分からない。

When I've partnered with someone I do not know, I do not know how that person will move.I don’ t understand the signs behind.

ーー

急に目の前に現れて「え！」っていう感じがある 。 

Suddenly I was surprised to appear in front of my eyes.

それ、分かってて忍び足で帰ってくる時もある。 

Sometimes I know it and come back on a sharp leg.

いじわる。

I refuse.

突然背後にたってもバレないから、足音さえしなければ台所でトントンしてたらこっちの音で分かるから、、 

Suddenly standing behind does not appear.

こっちに集中してから。そうそうそうそう、

Yes Yes 

気配を感じないって言うのは、そうだなって思った。

It is convincing that I do not feel a sign

前の物がよくわかる？

Do you know the previous one?

うん、前に面と向かって喋る場合はもちろん声も聞くけど口元をすごく見る。

Yes.When I talk with my face talking, of course, I also hear my voice, but I look very much at my mouth.

目を見るんじゃなくて口を見る。 

Seeing your eyes, not seeing your eyes.

目を見て話しますしょうではなくて、口元を見て話しましょうってなってる。

I will not talk with my eyes looking at it, but I'm supposed to look at my mouth and talk.

補足するんだと思うんですよ。口を開けない人はしんどい。

I can not read a person who can not open my mouth

お母さんの大体の愚痴は、 あの人の口の開け方がよくない って事が多い。

There are many things that my mother's rough biting is that his mouth is not good.

 結構多いねぇ「あの人、ずっと同じ口の形で喋るから困るわ。」とかさ。

Many, "That person, I will always be in trouble because I talk in the same mouth".

かもしれないなぁ。表情が、喋る内容が、て言うよりも口って言うことがあるね。

It may be. There is something the facial expression talks about, the content to talk than to say.

8 割から 9 割口元見ていますね、人と話す場合は。

When talking with people, 80% to 90% looking at the mouth.

読書が好きだよね。 音楽よりも読書の方が私が子供のときの印象には残っている。 

You like reading books, are not you?

Reading is more important than music when I was a child.

ひょっとしたらそれもあったかもしれない。 

Might be so.

テレビももちろん字幕スーパーが入るようになったから楽だけど、それが入ってる時はしっかり見てないと内容が分かりにくい。

Of course it's easier to have caption supermarkets on TV, but it's hard to understand if you are not watching it well when it comes in.

大きな音を出していても顔を下に向けて作業していたら、内容がわかりにくい。

Even though I'm giving out loud sounds, I do not know what I am doing with my face down.

聞き取れてないんだなってのが分かる。

I can see that I can not hear it

コーラスやってるけども、どう言ったらいいかな。

自分の出してる声は聞こえるけれども、自分が大きく声を出すと他の人が出してる音が聞こえづくなるし、特にハミングになると自分の音しか聞こえなくって他の人の声が入らない。

I can hear the voice that I am sending, but it makes it difficult to hear my voice and other voices. Especially when it comes to humming, I hear only my own sound. 

だから、もし違う音を出してても自分で直せない。

So, if I give out a different sound I can not fix it. 

違うってことが気がつかない。

I can not notice that I am out of the sound

他のハミングじゃない音だったら、出してて他の違う音、ハモる音とかはある程度きこえる。

If it is not another humming sound, I can hear other different sounds and harmonious sounds to a certain extent.

だけど、自分が出してて、そうだなぁ。 

But, I was out…I see.

時々違う音出してて平気な時もあるけど、それは聴こえが関係してる。 

Sometimes I give out a different sound and it is sometimes fine, but that is related to hearing.

周囲からの音と合ってるか時々分からない時がある。

I sometimes do not know when it matches the surrounding sound.

自分の音は聞こえるの？ 

Can you hear your own sound?

うん、自分の音は良く聞こえる。 

Yeah, I hear my sounds well.

それと同じで食べてる時は、 自分が噛んでる音が響いて人の会話が聞こえない。

When I eat it the same, I can not hear the conversation with the sound I chew.

人と喋る場合は食べるのをやめて一生懸命聞く、見る状態になるから食事が遅くなる。

I stop talking to eat when I talk with people, listen hard, I will be in a state of seeing late meals.

大勢いると話が、内容が、聞き取りにくい。 

I am hardly able to hear stories and content as people are in plenty.

こっちにに何人かいて、1 人の人が話しての伝達事項がある場合、3 割ぐらいしか聞こえないかな。

If there are some people here and one person is talking, I wonder if I can hear only about 30%.

紙かなんかがあって見ながらだったらいいけど、それも無しで話されたら、困る。

If there is paper or something, it will be saved if it is looking, but if it is not spoken it will be a problem.

もともとどっちの耳がよかったんだっけ？ 

Which ears were good in front?

前は右。

It's right.

だから、今でも電話で聞くときはどうしても右で聞く。

So, I still hear the phone right.

 癖？

habit?

 癖なんじゃないかな。

It may be habit

今は多分同じくらいだと思う。

I think that it is about the same now. 

初めに普通の人たちに会った際は、「私は耳が聞こえにくいので」って言ってはいる。

When I first met ordinary people, I said "I am hard to hear."

だけど、1 対 1 で喋ったり、電話とかの場合はら全然聞き取りにくさがわからないんだって。

But, when talking on a one-on-one basis or in the case of a telephone, you do not know how difficult it is to listen.

ちゃんとしっかり聞こえてると思ってるみたい。

It seems that it seems to be heard properly.

でも、実際に私は聞こえにくい。けど、何回か関わっていると私は耳が聞こえにくい事をみんなが忘れてしまう。

But actually, I am hard to hear. However, when involved several times, everyone forgets that my ears are hard to hear.

だから、私がとんちんかんな事を言っても聞こえてなくてじゃなくて、天然かなって思われてるかも。

So, even if I say something strange, I do not hear it, maybe I guess it is stupid.

ーーー

聴力は関係ないもんね。

Hearing ability does not matter.

こちらのペアの動きがうまく行くかいかないかは関係あるだろうけど

Whether or not the movement of this pair goes well may be related

何でコーラスしてるの？ 

Why are you chorusing?

なぜ？ 

why?

それは、片方のみが聞こえた時からコーラスを続けていたし、ハモリの楽しさを知っているから

It continued the chorus from the time when I heard only one side, because I know the pleasure of harmony.

ハモリの楽しさってどういうものですか？ 

What is the fun of harmony?

歌っている時、自分の声は聞こえてないんですよね？

When you are singing, you can not hear your voice, do you?

ハモリの時の楽しさ？ 体に響くことかなぁ。

I wonder if it echoes on my body.

重なってるってことか

it is resonating

自分が出してる以外の音は、聞こえるから自分が出してる音と他の音が合わさったハモリが感じる。

I hear the sounds other than what I'm outgoing, so I feel the overlap of the sounds I'm producing and other sounds.

 山、自体で危ないと思うことは何もない。

There is no doubt that it is dangerous in mountains.

 自然の遊びを教えてくれる面白い人がいて、私は目を閉じて鳥の鳴き声を言葉にして書く遊びをしました。

There was an interesting person who taught nature's play, I closed my eyes and played writing words with birds' barks.

子供たちはたくさん書けていたけど、私は書ける数が少なかった。

I have written a lot of children, but I have fewer numbers.

聞こえる量が少ないくて悔しい思いをしました。

I regretted having a several amount to hear.

けど、鳴き声などで鳥を知るのが好き。

But, I like to know birds by crying.

ーーーー 

正常の人は聞こえるのかな？分かるのかなあ？

Can normal people hear? Do you understand?

でも、私はちょっと聞き取りづらくって危なっかしいところがあったのかもしれない。

But, I may have had a dangerous place to catch up with a bit.



ステレオ写真

壁に穴を空けた先には左右違う人物の耳となっている。

左：健康な耳の女性

右：難聴を持つ男性

「聞こえる／聞こえない」を見るための立体視





定点映像 :20min

自宅の壁面に棲むムクドリを写すために室内を定点撮影

している。



《my room 1995》

2013-2016



　1995 年に僕は、阪神淡路大震災を被災した。その時に僕

は初めてカメラを用いて自宅の室内を記録したという。

自分が撮ったことを忘れた写真を見て、写真を見ること、思

い出せない事、その距離についてを考え始めた。

20 年以上経て、「僕の部屋は常に被災地である」こととして

僕は自室を撮り始める。













































《A.L.P.s》

2014



　海外で登山をしたという見知らぬおじさんが、登りたいルートのために国を

またいだと言っていた。「それでも一つの側面しか見れなかった」と言うのが

印象的で、中央ヨーロッパにあるアルプス山脈を囲む国々から見た山を一つ

にまとめることにした。

HOTEL ANTEROOM KYOTO





守屋 友樹 ¦ Yuki Moriya

1987 年　北海道生まれ

2010 年　日本大学 芸術学部 写真学科  卒業

2012 年　旧京都造形芸術大学 大学院 修士課程 修了

Yuki Moriya

2012 MFA,Kyoto University Of Art & Design

1987 Born in Hokkaido

|Selected Solo Exhibitions

2018 it come down from the mountain Gallery PARC, Kyoto

2015 gone the mountain/turn up the stone Gallery PARC, Kyoto

2010 Other Eye’ s |kuniwataru, Gallery i, Kyoto

2010 Untitled | Tokyo Count Down Gallery ,Tokyo

|Selected Group Exhibitions

2020 beyond the light-Isa Mitake+Yuki Moriya, KYOTO ART CENTER,Kyoto

2017 “7th Dali International Photography Exhibition Asia photo book showcase”

2017 Constellation on the Way to the Future: 9 Newcomers of Art, Craft and Design

2016 TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD_NEW VISION#3, G/P Gallery, Tokyo

2015 ULTRA AWARD2015 POST INTERNET ART,University Of Art & Design Galerie Aube, Kyoto

2015 The Catalogue : Workshop Exhibitions by Rinko Kawauchi, @KCUA, Kyoto

2015 TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD_NEW VISION#1, G/P Gallery, Tokyo

2014 KUAD Graduates under 30 Selected, University Of Art & Design Galerie Aube, Kyoto

2013 Myaku Vol.3|Tototo, Gallery PARC, Kyoto

2012 Art In Art _ Between tow-dimensional and three-dimensional, ART ZONE, Kyoto

2011 Media Arts Festival Kyoto Parallel World Kyoto My Parallel World, Gallery PARC, Kyoto

|Awards

2019 Encouraging Prize By 1WALL

2016 Encouraging Prize By 1WALL

活動履歴

｜グループ展

2020 年 “影を刺す光－三嶽伊紗 + 守屋友樹” 京都芸術センター　京都

2020 年 “SUBJECT / OBJECT” HOTEL ANTEROOM KYOTO　京都

2019 年 “きりとりめでると未然の墓標（あるいはねこ動画の時代）2019-2020” パープルームギャラリー　神奈川

2017 年 “ゴーストに矛と盾” ARTZONE 　京都

2017 年 “7th Dali International Photography Exhibition Asia photo book showcase” 中国 大理市

2017 年 “未来の途中の星座‐美術・工芸・デザインの新鋭 9 人展” 京都工芸繊維大学 　京都

2016 年 “ TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD_NEW VISION#3” G/P Gallery 　東京

2016 年 “ULTRA AWARD × ANTEROOM” HOTEL ANTEROOM KYOTO　京都

2015 年 “ULTRA AWARD2015 POST INTERNET ART_ 新しいマテリアリティ、メディアリティ” 京都造形芸術大学 ギャルリオーブ　京都

2015 年 “the catalogue : 川内倫子ワークショップ成果発表展” 京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA 京都

2015 年 “ TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD_NEW VISION#1” G/P Gallery 　東京

2013 年 “ 脈 vol.3 ¦ ととと” Gallery PARC　京都

2012 年 “大学院修了展” 京都造形芸術大学 学内　京都

2012 年 “ 脈 vol.2 ¦ ゆきてきゆ” Gallery PARC　京都

2012 年 “ Art In Art _ 二次元と三次元のはざま” ART ZONE　京都

2011 年 “文化庁メディア芸術祭 京都展 パラレルワールド 京都 - 私のパラレルワールド”　京都

2011 年 “ photograph - アーティストの見たもの” STUDOP Y3　神戸

2011 年 “ shift” Gallery 門馬　北海道　

｜個展

2022 年 “すべ と しるべ 2022 #01「蛇が歩く音」” Gallery PARC　京都

2021 年 “すべ と しるべ 2021 #02「蛇が歩く音」” オーエヤマ・アートサイト O-eyama Art Site　京都

2018 年 “シシが山から下りてくる” Gallery PARC　京都

2017 年 “still untitled & a women S” KYOTO ART HOSTEL kumagusuku　京都

2015 年 “ 消えた山、現れた石 _ gone the mountain/turn up the stone” Gallery PARC　京都

2010 年 “ Other Eye’ s¦kuniwataru ” Gallery i　京都

2010 年 “ untitled ¦ tokyo” Count Down Gallery 　東京

｜パフォーマンスユニット「守屋友樹と和田ながら」公演

2018 年 “SICF19”《石｜溶けちゃってテレポート、固まってディレイ》青山スパイラル　東京

2017 年 “亀山トリエンナーレ”《山と海に貼り付けた》　三重

2016 年 “私は春になったら、写真と劇場の未来のために山に登ることにした”《石｜溶けちゃってテレポート、固まってディレイ》　アトリエ

劇研　京都

｜その他

2019 年第 21 回写真「1WALL」 奨励賞 増田玲 選

2016 年第 14 回写真「1WALL」 奨励賞 鷹野隆大 選


