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Hideo Nakane Works
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Ordinary Time / 1995 - 1997
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「…全体/想像させない/曖昧/部分/繰り返し/
…/自作/ペインティング/拡張/イメージ/…/色
画用紙/白い絵の具/刷毛/横方向/重ねていく/繰
り返し/…/ディテール/コンパクトカメラ/少し
づつ/位置/ずらし/写真/…/全体像/追い続け/
16枚/一つの像/形成しない/…/カラーコピー/
引き伸ばされ/写真/否定/…全体/想像させない/
曖昧/部分/繰り返し/…」
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機械的に反復される日常。私の生活を取り
囲む様々な機械や、大量生産品だけが機械
的な反復に関わるのではない。私の思考、
私の行動、私の人生、それ自体が機械的な
反復である。かけがえのない一瞬、ドラマ
チックな出会いや別れなどなく、あらゆる
思考、あらゆる行動は、物理的に等価であ
る。そこになんらかの優劣や意味を感じる
のは個人的な感傷にすぎず、また、そのよ
うな感傷をもたらす価値付けの動機は入れ
替え可能である。にもかかわらず、その価
値付けを絶対的なものと思い込むこと、そ
れが抑圧である。そして、この抑圧を隠蔽
しつづけるために必要とされる装置がユー
トピアである。ここで、ユートピアとして
想定される世界のひとつが芸術や美術と呼
ばれる領域であるとするならば、私はその
ような芸術や美術には全く興味がない。私
の生活の現実を、機械的に反復される日常
を、全面的に肯定することによって可能と
なる芸術。その姿は、理性的判断を待つま
でもなく、私の生理が教えてくれるはずで
ある。

埼玉県立近代美術館学芸員　梅津 元
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　 『子供の情景／Kinderszenen』というテーマは、ドイツの作曲家ロベルト・シューマン（1810～1856）のピアノ曲作品
15（1838年作曲）から借用した。ひとつのテーマで繰り返し作品に向き合う。小さな反復は気がつくと次の作品へ接続し、模索の過
程が結果として小さなひとつのプロジェクトとなった。

Kinderszenen / 1998 - 2004
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　暗闇に幼な児がひとり。恐くても、小声で歌えば安心だ。子供は
　歌に導かれて歩き、立ち止まる。　　 

 ジル・ドゥルーズ／フェリックス・ガタリ

　子どもがいちばん望んでいないものは大人が子ども用と考えるよ
　うな描写なのだ。　

ヴァルター・ベンヤミン

　ロラン・バルトは不慮の事故で亡くなる前年、マルセル・ボーフィ
スの『シューマンのピアノ音楽』に序文を寄せ、当時（1979年に出
版されている）のフランスでの音楽的状況、「私」よりも「私たち」
について表現する集団的で大衆的な激しい音楽（マーラーやブルック
ナーをあげている。確か日本でもマーラーなどが流行ったような気も
する）を好む傾向に対し、シューマンの「私」に向かう音楽表現を
「反時代性」の哲学だと評している。「シューマニアン（つまり反時
代性をもった思想家）はドゥルーズとボーフィスと私ぐらいだ」とも
書いたからだろうか、その後巷で（一部で？）シューマニアンが増え
たこともあったようだ。自分のことを言えば、そもそもマルタ・アル
ゲリッチの弾くシューマンを聴いたのが浅田彰の『ヘルメスの音楽』
を読んでからのこと（しかも文庫本になってから）で、とてもシュー
マニアンを標榜できそうにない。ただ、バルトが、そして浅田彰が言
うように、「シューマンを自分で弾く私」が「真にシューマン的ピア
ニスト」なのだとすれば、『子供の情景』というテーマでの模索に
よって、ピアノを弾けない「私」でも、シューマン的な「何か」に指
先で触れることができるかもしれない。

　「子ども」。シューマンを引き合いに出すまでもなく、この言葉は
多くの誤解と幻想を生む。19世紀、ドイツロマン派において「子ど
も」は自らの魂を理想世界である宇宙に引き上げるための装置のよう

なもので、日常に生きる実体としての子どもではなく、「子ども」と
いう抽象概念なのだ。『子供の情景』について、マルセル・ブリオン
は「子どもの日常生活からの逸話風の曲集と誤解してはならない」と
言う。20世紀に入り、現代の感覚で「子ども」に実体を与えようと
する行為は、大衆がメディア化された時代において子どもを過度に評
価する流行りとなった。ここ最近も、「子ども」をめぐる事件、事件
をめぐる言説、さらには美術、映画、演劇、ダンスの主題、はたまた
ワークショップにいたるまで、「子ども」は流行りのひとつだった。
どちらにしても「子ども」は大人が作り出した幻想なのだ。美しく彩
られた風景。リリカルな。

　リリカルな「親密さ」や「純粋さ」に対して多くの人が抱く関心。
これはシューマンに対して抱く関心（あるいは逆説的には無関心）と
も重なる。フランス七月革命（1830年）は、近代化の遅れたドイツ
にも強い影響をもたらした。シューマン自ら編集に携わる『音楽新
報』における先鋭的批評活動は、当時の音楽にくすぶる因習に対する
ロマン主義的な方法論での立場表明であり、そうだとすれば彼自身の
音楽の中に批評性が反映されないはずがない。ピアニストでもある年
若い恋人に対するロマンティックでリリカルな愛のメッセージとして
語られがちな『子供の情景』について、高橋悠治*7は「はるかな解放
へのあこがれが、抑圧されたものの素朴なゆめへの共感としてあらわ
れる」と言う。

　一方ボーフィスは『シューマンのピアノ音楽』の中で、シューマン
の「狂気」を彼の曲の持つ「親密さ」や「純粋さ」と重ねることで彼
の音楽を読み解こうとする。23歳のシューマンが「狂気」の前兆に
相対してから20年後、43歳のシューマンは「狂気」の恐怖に取り憑
かれてライン川に身を投げ、その後正気に戻ること無く2年後に精神
病院で死を迎える。徐々に彼を蝕む「狂気」と、それと交錯する過程
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で生まれる音楽。

　バルトは一見ボーフィスの考えに同調するかのようだが、「狂気」
から「苦悩」へ言葉をすっと置き換えることで別の地平を開いてい
る。シューマンは、自身の「苦悩」について「正確に名付けることの
できない苦悩そのもの」だと言う。シューマンの、常に自己の「生」
に隣接し常に深層部分で支配する来るべき狂気に対する「静かな」恐
怖のことを、バルトは、「苦悩」の本質、狂える者の「苦悩」と呼
ぶ。それは「健康な」人間が普通に考えがちな「狂気」、つまり不特
定の他者に向けられた攻撃的な行為とは全く違ったものであることは
言うまでもない。外界に対する「闘争」や「葛藤」のようなかたちで
の社会的な行為というのは、そもそも「健康」な者の発想であって、
逆に「親密さ」や「純粋さ」は「狂気」と相容れないものではないの
だ。

＊

　覚えていることはあまり多くない。ある定時制高校で美術講師をし
ていた時のこと。彼女が紫を基調とした色面構成をしていたこと。絵
の具セットのカーマインとウルトラマリンを混ぜても、彼女の着てい
るワンピースの深い紫色にはならないと伝えたこと。彼女が「わたし
がんばってるよね？」と問いかけたこと。年が明け、新しい学期が始
まる二日前、彼女がマンションから飛び降りたこと。
　定時制のその高校では、その後も二人の生徒が死んだ。ひとりは暴
走族に追われ、バイクで警報音の鳴る踏切の遮断機をくぐって。もう
ひとりは浴槽の中で手首を切って。実体としての子どもが危機的な状
況に陥るのは、彼らが大人の作った幻想の子どもという概念に取り込
まれることだ。それはドゥルーズの言う「カオス」だ。少なくとも彼
ら自身にとっては。

　「子ども－になること」そして「狂人－になること」。それらは未
来へ、宇宙への逃走線だとドゥルーズは言う。だがそれはいつも危険
をはらんでいる。

　 ヴァルター・ベンヤミンの『1900年頃のベルリンの幼年時代』
は、冬の午後に窓から差し込む光が白い壁に移ろうような文章だ。だ
がその美しさは、「故郷／幼年時代」に対する「憧憬」の感情を、
「社会的な回復不可能性にまなざしを向けること」によって意識的に
排除することでこそ生まれるのだ。ベンヤミンがドイツロマン派から
研究を始めたことを思い出さねばならない。ヒットラー政権が樹立す
る1933年、ユダヤ人であるベンヤミンは、もう帰ることがないだろ
うという予感とともに故郷ベルリンからパリへの亡命を決意する。そ
して1940年パリが陥落し、スペインへの逃亡中に服毒自殺をする。
「子ども／幼年時代」は逃走線なのだ。逃避ではなく。「子ども－に
なること」。

　実体としての子どもが大人になりそこなうのは、「子ども」になり
そこなうことでもある。しかし、単に大人になることも「子ども」に
なりそこなうことだとも言える。では、大人は（仮に大人になれたと
すればだが）大人として子どもに何をなすべきなのか。無論「何をな
すべきか」の答えなど無いのだが、大人が「どういう姿勢で子どもに
対するか」については答えることができよう。ベンヤミンは『教育と
しての遊び』のなかで昔の子どもの本について「重苦しくて不自然な
まじめさであっても、それが誠実に素直に心から発せられたものであ
れば、子どもはきちんと感じることができる」と述べている。ベンヤ
ミン自身が子供に向けて語るというかたちをとったラジオ番組には、
まさに彼のそんな姿勢そのものがうかがえる。そして、やはりどうし
ても思い出しておきたいのが、シューマンが作品68『子どものため

9



の小曲集』に添えた「音楽の座右銘」という文章だ。そこにはかつ
て『音楽新報』でみせたようなテクニカルな批評性は影を潜め、た
だただ真の誠実さをたたえている。「狂人－になること」。それは
彼らの生真面目さ／誠実さ以外のものではありえない。少しだけ回
り道をしたが、どうやらシューマンに戻ってきた。

　 バルトはシューマンに自身とどこか重なる部分を見たようだ。
「シューマンへの愛の表明は、ある意味で、今日、時代に『逆ら

う』ことで、責任ある愛でのみ可能である。社会的命令によってで
はなく、自ら望んでシューマンを愛することは、主体に自分の時代
に生きていることを強く自覚させることになる。」私が上に引いた
何人もの先輩たちは、皆この「責任ある愛」を携えてきた。それは
「子供の情景」というプロジェクトの中で、私が指先にかすかに触
れることができた大切な「何か」だと思っている。
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in ten years / 2006
@ Galerie SOL／東京

in ten yearsは「10年のうちに」という意味で
す。inはある範囲を示す前置詞で、in a dayは
「今日中に」in a few daysは「数日中に」と
いうように、どうやらそれは未来を含んだ範
囲のようです。ところでその「10年」という
のは、どんな時間のことなのでしょう。
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　 10年のうちに何かを成し遂げようと決意すること、
パーソナルな時間の中で10年先を見据えて生きてゆく
のは意外と難しいことです。いっそのことイタロ・カ
ルヴィーノのように範囲を千年紀まで伸ばしてしまっ
た方が簡単かもしれません。そこで、少しだけ前を見
て歩くことにしてみましょうか。少し前というのは例
えば今日の夕方のことではなく、1週間後の朝10時でも
なく、もう少しだけ未来の、少しだけ曖昧な未来を含
む範囲のことです。足元ばかりを見ていると真っすぐ
に歩けない。顔を少しだけ上げて視線をやや前方にと
り...。そして今を生き延びること。人はそれを希望と言
うのかもしれません。

　 さて、10年経った今、過去を振り返ることもできま
す。その時思い出されるべき10年という範囲の時間
は、少しだけ未来をたたえた、漠然として細切れでし
かない時間の幅、小さな希望を集めた時間の幅になる
といいと思うのです。この場合、in ten yearsは「10年
のうちで」という意味になり、例えば「10年のうちで
一番素敵な時間」というように使います。

　 この10年間の道のりは決して平坦ではなかったとし
ても、この10年の中から、きっと、小さな希望をたた
えた時間を見つけることができるでしょう。

　 次の10年のために。
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　子供が　子供だった頃
　ストックを槍に見立て
　木に向かって　投げつけた
　槍は　今もまだ其処で揺れている

　ペーター・ハントケ

white plan / 2008
@ Galerie SOL／東京

14



　 『ベルリン・天使の詩』という映画が日本で公開さ
れたのは1988年、今から20年も前のことだ。その翌年
には東西分断の象徴であるベルリンの壁が崩壊。やや
預言的なヴェンダースの映画を、当時学生だった私は
もとよりこの国の多くの者が歓喜を持って迎えたの
は、思い返せば時代的な風潮でもあった。何かが変わ
る。しかし結果的に見れば、そこに私たちが漫然と描
いた楽天的な未来像は、それこそ瓦解したのだ。でも
今はもう少し別の、そう、天使の話でもしよう。

　 永遠を生き、人々の言葉を集め、歴史を記述し続け
る天使には、個人的な時間や感覚の概念が無い。例え
ば子供の頃の記憶は人間だけが持つもので、つまり天
使から見れば、それは人間としての時間、それに加え
て人間としての感覚と結びついて想起される現象だと
いうことになる。

　 さて、天使ダミエルは壁の街ベルリンでサーカスの
女に一目惚れをする。天使の羽根を纏った空中ブラン
コ乗り。ダミエルは、霊としての自らの存在を放棄す
ることを決意し、壁の西側、ヴァルデマール通りで
「人間」として目覚める。新たな生を携え歩き始めた
ダミエルは、壁に描かれたグラフィティを、その時初
めて、文字通り「体験」した。ブルーグレー／ライ
ラック／オーカー／赤／緑／青…。初めて目の前に広
がる「色彩」。これこそ人間としての感覚、そして、
官能の始まりなのだ。
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Aesthetic Life / 2010
@Toki Art Space／東京

　 過去は現在を決定する。その衝撃をよく考えてみるべ
きなのだ。これは単に形式的なことでなく、個人的な経
験からなのだ。私が年をとり、過去の出来事から遠く隔
たったのに、過去それ自身が迫ってくる（ノスタルジア
とかそんなものではなく！）。すでに歴史の中に葬られ
てしまったであろう私の若かった頃の出来事が、まるで
今起ったかのようなのだ。時間と歴史はもうリニアな経
験ではすまない。...

　 ...ここには全て静寂が与えられている。たぶんそれは
あなたが選んだ作品のそれぞれが、内省的だからである 
- つまり単なる物語的な意味以上のことを考えてくれる
よう促しているのだ。

Amikam Toren『The pleasure of aesthetic life』展
カタログより（訳：平田星司）
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　われわれはかつて一度も、一日も、ひらきゆく花々をひろく迎え
　取る純粋な空間に向きあったことがない。われわれが向きあって
　いるのはいつも世界だ。　　リルケ

　そこで私は、自分の探究の出発点として、わずか数枚の写真、私　　
　にとって存在することが確実な数枚の写真を採用することに決め
　た。それは資料体（コルプス）とは何の関係もない、ただいくつ
　かの肉体（コール）にすぎなかった。　　ロラン・バルト

　 荷物を整理しているとき、クローゼットの奥に古い一眼レフを見
つけた。ずっしりとした重さと金属の感触が少し嬉しく、巻き上げ
てシャッターを切る。2、3回繰り返したところで不穏な引っ掛かり
があり、それきりカメラは動かなくなった。ただの金属の塊と化し
たそのカメラを手にして、私は個人的でとりとめもないいくつかの
「風景」を思い出していた。正確に言うと、それは私の中で写真の
ノエマとして定着された「風景」であり、そのイメージ自体を脳裏
に浮かべたのかもしれないとも思った。ロラン・バルトのいう≪それ
は=かつて=あった≫。

Camera Lucida / 2010
@ Galerie SOL／東京  
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▶中根秀夫　神奈川県在住
　1966　千葉県生まれ　
　1992　東京芸術大学美術学部絵画科卒業
　1993　ブリティッシュ・カウンシルの奨学金を取得
　1995　ロンドン大学スレード美術校修士課程絵画科修了

▷おもな個展
　1997     　日常-Ordinary Time　厚木市文化会館／神奈川（厚木市文化会館事業協会後援）
　2000     　子供の情景-Kinderszenen　厚木市文化会館／神奈川（厚木市文化会館事業協会主催）
　2004     　"Kinderszenen" and Otherness　ガルリ ソル／東京
　2006     　in ten years　ガルリ ソル／東京
　2008     　White Plan　ガルリ ソル／東京
　2010    　 Camera Lucida　ガルリ ソル／東京

▷おもなグループ展
　1997     　VOCA展97　上野の森美術館／東京（推薦：埼玉県立近代美術館　梅津元）
　2001     　The London Group 2001　Woodlands Art Gallery, London
　2002     　The London Group 2002　Trinity Theatre & Arts Centre, Tunbridge Wells
　2005     　四人展　Bankside Gallery, London
　2010     　エステティック / ライフ - 中根秀夫 平田星司展　トキ・アートスペース／東京
　2011　　「版」　Vol.3　アートプレイスK／埼玉

Hideo Nakane
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3　　London Group 1995　Barbican Art gallery , London
4　　VOCA展’97 / 1997　上野の森美術館　東京
5　　日常-Ordinary Time / 1997　厚木市文化会館　神奈川
6　　Kinderszenen Project / 1998 - 2004
7　　第３回寿限無展 / 1998　現代美術製作所　東京
   10　 Kinderszenen 01 / 2001
　 Kinderszenen 02 / 2002
　　　 Kinderszenen and Otherness / 2004

ビデオ作品から 　
11　　子供の情景 / 2000　厚木市文化会館　神奈川
12-5 in ten years / 2006　Galerie SOL　東京
   12 memory / 1995　青焼きコピー
   13 variations (blue)　紙、アクリル
14-7 white plan / 2008　Galerie SOL　東京
   14 books project / 1995　色の本　紙　アクリル
   15 flowing down / 2008　ガラス　サンドブラスト加工
   16 white plan / 2008　紙　アクリル
   17 variations / 2008　紙　アクリル
18-9 Aesthetic Life / 2010　トキ・アートスペース
   18 Kinderszenen / 2001　ガラス　鏡　紙　アクリル
   19 Aesthetic Life / 2010　紙、アクリル
20-1 Camera Lucida / 2010
   21 Camera Lucida / 2010　写真　アクリル板
   22 Camera Lucida / 2010　紙　アクリル

表紙： フォトフレーム / 2011　ガラス　サンドブラスト
裏表紙：Camera Lucida / 2010　写真

　　夜明けのうたよ　
　　わたしの心の
　　きのうの悲しみ
　　流しておくれ
　　...

　　夜明けのうたよ
　　わたしの心に
　　思い出させる
　　ふるさとの空

 　　　岩谷 時子『夜明けのうた』より

List of works
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Courtesy : Galerie SOL
TOKI Art Space
ART PLACE - K
Atsugi-shi Bunkakaikan
Fuji Xerox Art by Xerox
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