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学外作品発表「epirrhema-エピレマ」展

美容作品の可能性と、その展示方法の考察

Exhibition “epirrhema-EPIREMA”

A possibility of the beauty work and the exhibition method
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美容技術は古くから人のコミュニケーションに関わる重要な手段として発達してきたと言っても過言ではな

い。本学美容実習系教員は、日常研鑽している美容技術を、本来の人間軸からはなれ、別な角度、そして自由

な観点から見直し、個々の表現という位置で取り入れることをおこなった。また今回は、化学を専門とする教

員と、美容師免許を持つ専攻科学生も参加した。ここでは、各作家の作品とそのコンセプト、及び、学外の美

術家２名による批評について報告する。

キーワード：エピレマ、美容技術、展示方法、表現方法、人間軸

Ⅰ．はじめに

 2009 年 3 月 9 日〜15 日の一週間、東京・原宿の

①K.S.GALLERYと②DESIGN-FESTA-GALLERYの２カ所で

展覧会をおこなった。

Ⅱ．テーマについて

制作を行うにあたり、テーマの設定をおこなった。

通常美容技術は、軸となる「人」に対して行う技術で

あり、テーマとなる方向性は、その「人」を中心に決

定されていく。今回は、各制作者がテーマを持ち、

軸へと発展させる方法を目指し、展覧会の大きな世

界感としてのテーマを、多様な解釈へと進むことの

出来るものとして考え、「epirrhema-エピレマ」〜あ

いだに〜とした。エピレマはゲーテの詩のタイトル

である。

あいだに
エ ピ レ マ

Goethe1）

そうだ 自然の観察に際しては

「一と全」とに眼を注げ

内にあるものもなければ 外にあるものもない

内がそのまま外なのだ

さあ ためらわず掴みとれ

広く知られた聖き神秘を

―

さあ 眼をひらけ 真実の現象に

さあ たたえよう 真剣な戯れを

生きるものは「一」でなく

それはいつでも「多」からなる

この詩から解釈として“全てのものは多からなり、

他との関係の中で多様なかたちで存在する”と考えた。

そのことから、｢エピレマ｣という言葉は、日常的に

美容と密接な流行、ファッションなどのイメージに

とらわれず制作をすすめる上で、重要なキーワード

となった。
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Ⅲ．展示方法について

今回は美容技術展示方法の考察も同時におこなっ

た。通常美容技術の作品発表は、モデルウイッグを

スタンドに固定して展示、人間モデルによる展示、

前述２つ方法での作品写真による展示となる。本展

覧会では、それらの展示方法以外の方向性を探るた

め、①のギャラリーでは、白い木枠の箱を用意しそ

の中に作品を収めることとした。②の会場ではアク

リルのケースを用い、その中に収納する作品と、映

像を加えた作品を展示した。

Ⅳ．作品とそのコンセプト

各作家の作品とその制作コンセプトについて

「ヒトゲノム・リズム」

遠藤 圭子

Endo Keiko

人を形成している小さな細胞達、又その細胞

は小さな遺伝子達により織り成されている。

遺伝子を司るDNAはひとつのリズムによって規則

正しく分裂し命の旋律を奏でる。

今回、ヒトゲノムをテーマとして、人を作り

出す生命のリズムを毛髪の動きで表現しようと

試みた。

色彩での躍動感は敢えて控え、毛髪によるリズム

感を主張すべく表現方法を意識した。

写真１）；｢ヒトゲノム・リズム｣ 935X755

写真２）；｢ヒトゲノム｣ 100X100X100

「 LIFE －Many happy returns－」

及川麻衣子

Oikawa Maiko

生と死のエピレマそれはLIFE。 人は細胞から

形をつくり、命を芽吹く。生を受けてから死を

迎えるまでのエピレマは「多」であり多くのもの

に触れ、吸収し、個々に生命の花を咲かせる。

「LIFE」それはたくさんの選択、葛藤、多の可

能性と真実の現象がある。繰り返し起こる

「LIFE」を毛髪で表現した。

写真３）；「LIFE－Many happy returns－」935X755

写真４）；「LIFE」 100X100X100

「共存」

加藤 宏美

Kato Hiromi

人は日々、ごく当然のような善意的行動をと

りながらも自然を破壊し、平和を求めながらも

時に他を危めることすらある。しかし全ての人

は平和を保持している。

Unity そして共存へ…

マーブル模様によって様々な人種、個々の人格

が共存する様を、ネイルアートとして使用される

素材を使用し、鋭角な形状によって攻撃性を表現

した。

写真５）；「共存」 280X390

写真６）；「Unity」 100X100X100
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「崩壊する波」

鎌田 正純

Kamata Masazumi

形は時間とともに崩壊していく。その一方で、

そこには新しい形が生まれてくる。

本作品は、崩壊により生じる新しい可能性を

表現した。

写真７）；「崩壊する波」 280X390

「ネットワーク」

人やものは、周囲と特定の関係を保ちつつ、

さらにその関係を拡大していく。

本作品は、その成長の多様性を映像により表

現した。

写真８）；「ネットワーク」 映像

「虚の反応」

小さなゆらぎの増幅や共同的な挙動により小

さな断片は集合して形をつくる。

本作品では、自己投影による断片の成長を表

現した。

写真９)；「虚の反応」 100X100X100

「gmo/gna」

国友 勇司

Kunitomo Yuji

人は眠る。

足を休め、昨日を思い夢を見る。

人は眠る。

夢から目覚め明日へ向かい手を伸ばす。

写真１０）；「gmo」 200X250X300

写真１１）；「gna」 200X250X300

写真１２）；｢咲く｡｣ 100X150X250

「命」

小針 紫保子

Kohari Shihoko

命が人として生まれるプロセスは驚異である。

母親の胎内で受精した直径０．２５mm の卵子は、

２８０日間で２０００倍もの大きさの胎児に成

長し、この世に生まれてくる。その驚異のプロ

セスは、生命の尊さを感じさせる。

人は、誰でも一度は死ぬ。そして、また新し

い命として生まれ変わる。生命は永遠であると

思う。

今回、命が人として生まれてきた意味を探りな

がら作品を制作した。

写真１３）；「命」 455X333X150

写真１４）；「魂（こん）」 100X100X100

「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」

下家 由起子

Shimoie Yukiko

遺伝とは子孫へ生命
い の ち

を遺し伝えること

その生命の設計図ともいわれているDNAは、核の

中で様々なヒロガリで存在している

生命は誰もが持つもの

けれどひとつしかない大切もの

それはよろこびとあたたかさにあふれたすばら

しいもの

だから生命はうつくしい

そんな～heredity of beauty～を毛髪と水引で表

現した

写真１５）；「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」

685X830X180

写真１６）；｢ＣＯＲＥ～コウエンノイノチ～」

100X100X100
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「メタモルフォーゼ―累静花 No1~3,縲静 No1~2」

富田 知子

Tomita Tomoko

静かに、直向に、一つの命をはぐぐむために、

多くを留め、多くを放つ。安定して見える生命

の形は、変化し続ける危うげなものでもあり、

その存在は非常に複雑な関わりで成り立ってい

るもの。可視的な生命体は、それを維持するた

めに周囲に存在する多く不可視的なものと対話

を続けている。

写真１７）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,1」

935X680X200

写真１８）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,2」

935X727X410

写真１９）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,3」

410X245X100

写真２０）２１）；

「メタモルフォーゼ―縲静 No1~2」

各 100X100X100

「時 －時の帰る場所－」

長岡 亜季

Nagaoka Aki

時は常に過去を与え､常に未来を選び取り､そ

して現在を生きる。

時は生きていくことの外枠で最終的には個人

に還元される。

童話のように次に起こる出来事を予想して､は

らはらしたり､何かを望んだりする､リアリティ

に裏付けられた､時の流れや不思議な世界を表現

した。

写真２２）；「共」 740X515X200

写真２３）；「時～時の帰る場所～」 755X635X200

写真２４）；「時」 100X100X100

｢蕾－ｉｂｕｋｉ｣

武藤祐子

Muto Yuko

息吹-死-返還-再生

それは喜びと悲しみが同居し、とても穏やかに

進行しているサイクルである。

今、この瞬間にも様々な場所で生命が生まれて

いる。

私たちのごく身近に存在し、生命を育む生物の

中の一つである「植物」の息吹をモデルウイッグ

と点描で表現した。

写真２５）；｢蕾-ｉｂｕｋｉ」 935X755

写真２６）；「萌芽-ｉｂｕｋｉ」 100X100X100

[an eddy]

山本 恵子

Yamamoto Keiko

髪は頭皮表面から斜めに生えているが、部分

的に斜めになる向きが違う為、それぞれの毛髪

の連続性を保つ為に境目の一部に渦が出来る。

その渦の起源には、妊娠初期にある軸を中心

に胎児が回転した名残りや、羊水から空気に触れ

た瞬間などにできた、など様々な説があり、不思

議でたまらない、この渦に魅力を感じる。

うずまき うずをまく うずがまく

まきおこす なにかをまきおこす

なにかがはじまる

まかれて まかれて まわってみてみて

どこへ どちらへ どこかへ

むかうさきはわからない

きままに きのむくままに

ゆえに うずまきのゆくえがきになる

うずまきの正体は、つむじという。

写真２７）；「an eddy」 755X578

写真２８）；｢an eddy -tsumuzi-」100X100X100
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Ⅴ．美術家からの批評

以下に本展示会を見た二人の美術家より、批評を頂

いたので、本人の許可を得て、その全文を掲載する。

ⅰ．批評１

K.S.GALLERY harajukuについて

まず、全体に白い壁と調和のとれた白いフレーム

が美しく心地よい印象を得た。

同素材、同色のフレームではあるものの各作品に

よる大きさや形状が少しずつ違うところが、個々の作

品の表現をよりよく伝えようとしていると感じられ

た。

またそれぞれの制作において、プロセスにコンセ

プトの熟考があったと感じる作品だと思う。

（あえて、コンセプト文を読む前の印象です。）

立体作品でありながら壁面展示というまとめが品よ

く美しい空間を作り出していた。

DESIGN−FESTA−GALLERY 

ミニギャラリーコンプレックスというべき空間に

合わせた展示方法と作品だと感じた。

若者向けな、混沌とした魅力を持つ展示場にふさわ

しく変化がみられるものとなっている。

ただし、１０立法のクリアボックスにまとめた規

律がインテリジェンスのある表現で完成度の高さを

感じた。ジャンルの違う作品とのコラボレーション

も非常に興味深く、さらなる可能性を作品の先に期

待させるものと思う。

また学生とのコラボも展示全体の幅の広さをより

印象付けている。

総体的に他者（鑑賞者）に対し、新しい表現分野を

感じさせるものとなったのではないかと思います。

美容の事をあまり知らない人や、単に美術やアート

作品と思って観ている人たちに絵画、彫刻、オブジ

ェやイラストなどという分野とはまた別の括りであ

ると思ってもらえたのではないでしょうか。

私がひとつだけ気になったこととしては、作品制

作において、テーマやそのコンセプトは大変重要だ

とは思いますがコンセプトの為のコンセプトになり

そうな作品もあったかと感じられます、発想は大胆

に始まっても、過程は自然に流れたほうが結果が良

いと思います、壮大なテーマも複雑なプロセスも道

がつながっていれば、十分に見応えを感じさせるも

のとなるとおもいます。

今回、富田先生のご努力とみなさんの熱心な制作

姿勢が本当に素晴らしいことだと思いました。

次回もまた続けて開催されることを期待いたしま

す。

ⅱ．批評２

まず驚いたのは、高い美容の技術を手で覚えこん

だ人が造る美術作品は、こうもユニークなものにな

るのか、ということです。人毛など人の身体の一部

を素材とした美術作品は決して珍しいものではあり

ません。が、一般にそういった作品は、「素材」の意

味が「作品」のなかに取り込まれることなく、観る者

に露骨な、時に暴力的な生っぽい印象を与えるもの

です。（一方である種の‘露骨さ’は、強力な表現と

もなりえます。例えばエゴン・シーレの初期の素描、

シンディー・シャーマンの一連の写真作品、村上隆

のオブジェ…）しかし今回の Epirrema 展には不思議

な清潔感がありました。なぜそう感じたのか。やは

り皆様が、というより皆様の手が、髪や爪、肌など

人の表面にあるものを扱う「技法」を心得ているから

なのだと思います。技法とは、作品の心です。これ

は持論ですのでいろいろとご意見もあるかもしれま

せんが、素材の声を聴き、作品へ仕立て上げていく

のに必要なのは、センスでも才能でもなく、第一に、

モノと交わりあうための技法です。

皆様が特殊な修練を経て身に付けた「美容技術」は、

サロンワークにあってはそのまま美容技術ですが、

美術制作と向かい合えば、それは技法となり、ああ

した作品たちが生まれるのではないでしょうか。特

に及川先生の『LIFE』は、制作中の手の動き、息遣い

までも感じられるようで、美容の技術に暗い私にと

って、とても新鮮に映りました。また、遠藤先生の

『ヒトゲノム』は、技法を介した素材との対話の痕跡

を強く感じました。毛髪という素材がオブジェとし

て自立していく過程を追体験するようで、面白く拝

見いたしました。Epirrema 展の開場に満ちていたあ
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の清潔感、あの明快さは、やはり美容と深く係り合

い、他の人とは違った立ち位置から素材と向き合っ

ていらっしゃる皆様にしか演出できないものであっ

たのだろうと思うのです。

Epirrema 展のもうひとつの大きな特徴は作品の形

態、つまり箱を使った表現にありました。あの白い

箱の存在は、単純に考えれば作品制作にとっての制

約ですが、今回はその制約によってひとつひとつの

作品の密度と完成度が高まり、展示会場での調和に

結びついているのだと感じました。

蛇足ですが、人は箱と見ると、そこに何かを詰め

込まずにはおれない生き物のように思われます。無

意識のうちに箱の中は守られた特別な空間だと感じ

ているのか、宝物をそっとしまい込むのは箱ですし、

かくれんぼの時、オニに見つからないように隠れ込

むのも押入れのような閉鎖された箱型の空間でした。

日本で箱庭や壺庭などの特殊な空間芸術が発展した

のも、箱が持つ、内包された空間を守る力と決して

無関係ではありません。

美術にはボックスアートと呼ばれるジャンルがあ

りますが、これは箱の中にさまざまなオブジェやイ

メージをコラージュし、最後にガラス板で封印する

といったものです。（ジョセフ・コーネル、北川健二

に素晴らしい作品があります）限られた空間のなかに

ひしめくギリギリの緊張感と、作者の心の詩情のよ

うなものを感じることができます。箱はひとつの動

かしがたい制約ですが、そのことが造形の意識を集

中させ、かえって多様性を孕むことにつながるのか

も知れません。山本先生の『an eddy－tsumuzi』は人

のつむじをめぐる考察と直感が箱のなかに凝縮され

ており、とても観応えのある作品でした。また加藤

先生の『Unity』は、爪から想起されるイメージが小

さな箱の中に放埓に広がりながらも、やがてそれが

攻撃性という焦点を結んでいく様子が興味深く、ま

た恐ろしくも感じました。額である箱をも、重要な

素材として非常に上手く取り入れられていると感じ

ました。一方で、箱の持つ制約を乗り越え、自らの

作品世界と見事に同化させていたのは武藤先生の『蕾

－ibuki』でした。作品の中を風が通い、ひとつの情

景が立ち上がっているように感じました。

ところで、私はかねてから、すべての人の手によ

るモノには「物力（ぶつりょく）」とも言うべきもの

が備わっており、その強さに応じてそのモノの貴さ

が定まるのではないかと考えております。物力とは、

目にした者を引き付ける力。その場に立ち尽くさせ

る力。そういった、モノが人に投げかける訴えの強

度のことを言います。長岡先生の『共』は、物力の高

い作品でした。毛流れの一本に至るまでの心遣いが、

作品の完成度を支えているのだと思います。下家先

生の『ＣＯＲＥ～heredity of beauty～』もまた、物

力のある作品でした。水引を用いるところなど、ひ

とつの美意識のようなものを感じ取ることができま

した。

小針先生の『命』は、どこか整然とインスタレーシ

ョンされていながらも、その実、見る人をギョッと

させる生々しさがあります。作品を収め込もうとす

る箱と格闘し、ついには箱からあふれ出してくる表

現の凄みを感じさせる作品でした。

時に、手の動くにまかせ、無責任に、省みず、ひ

たすら作品を産み落としていく期間がその作者の素

地を豊かにさせるものです。國友君の『日陰草』と一

連の作品には、そうした時期に生まれる作品に特有

の勢いがあります。あの柔らかい佇まいにちらりと

覗く残酷さは、とても魅力的でした。是非、今後の

作品を拝見したいと思います。

以前、山野学苑の広報紙で、異分野との交流につ

いて書かれた連載コラムを拝読したことがあります。

鎌田先生の『虚の反応』を拝見しながらそのことを思

い出しました。曰く、名刺にアーティストと書き添

える日が来ることを。富田先生の『メタモルフォー

ゼ』シリーズがもつ漠とした広がり―これは母性に絡

むものではないかと察するのですが―に偏在する

‘中心’（？）。多様な振幅をもって変化し、ここに

あり、同時にかなたにもある生成の場なのでしょう

か。鎌田先生によって投影された‘表象としての銀

の振る舞い’は、その伺い知れない広がりを照らす

鮮烈なイメージでした。
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Ⅵ．まとめ

今回の展示では、美容の素材となる毛髪やネイル

素材を使用しながら、多様な表現がみられた。美容

実習教員として、常にあらゆる角度から美容技術の

試行錯誤をし、自分の持つイメージを形として実現

することは既存の技術を再構築することにもつなが

ることである。

展示方法の試行としては、複数の作家、他分野を

専門とする作家、そして学生と共に展示をすること

は、同じテーマからの広がりを知る上でとても良い

方法であることが実感できた。また多様な作品群を、

箱という規制により、展示全体の統一感、見やすさ

には繋がったと考えられる。

表現技術としてまだ未熟さは残るところではある

が、表現することで新しい発見へと繋がることを期

待し続けていきたい。

謝辞

作品制作にあたり、ご指導およびご批判頂きました

林美喜（造形作家）先生、保高一仁（女子美術大学）

先生に心より感謝申し上げます。

各作家の作品写真（写真 1～28）
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ゲーテ 自然と象徴―自然科学論集―

冨山房百科文庫 p16-17 1982 年
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写真１）；「ヒトゲノム・リズム」 935X755

写真２）；「ヒトゲノム」 100X100X100
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写真３）；「LIFE －Many happy returns－」935X755

写真４）；｢LIFE」 100X100X100
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写真５）；「共存」 280X390

写真６）；「Unity」 100X100X100
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写真７）；「崩壊する波」 280X390

写真８）；「ネットワーク」 映像

写真９)；「虚の反応」 100X100X100
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写真１０）；「gmo」 200X250X300 写真１１）；「gna」 200X250X300

写真１２）；｢咲く。」 100X150X250
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写真１３）；「命」 455X333X150

写真１４）；「魂(こん)」 100X100X100
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写真１５）；「ＣＯＲＥ～heredity of beauty～」 685X830X180

写真１６）；「ＣＯＲＥ～コウエンノイノチ～」 100X100X100
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写真１７）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,1」

935X680X200

写真１８）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,2」935X727X410
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写真１９）；「メタモルフォーゼ―累静花 No,3」410X245X100

写真２０）２１）；「メタモルフォーゼ―縲静 No1~2」各 100X100X100



山野研究紀要 第 18 号 2010 100

写真２３）；「時 －時の帰る場所－」 755X635X200

写真２２）；「共」 740X515X200 写真２４）；「時」 100X100X100
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写真２５）；｢蕾-ｉｂｕｋｉ」 935X755

写真２６）；「萌芽-ｉｂｕｋｉ」 100X100X100
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写真２７）；「an eddy」 755X578

写真２８）；｢an eddy -tsumuzi-」100X100X100


