L.A.coHAMA OLYMPICʼ14 （BankART の壁を使ってロサンゼルスオリンピックのマスコットを制作する。）2014
BankART の壁、塗料

L.A.coHAMA OLYMPIC’14 (I make mascot of Los Angeles Olympic:Eagle Sam with a wall of BankART as material) 2014
Walls of BankART Studio NYK, paint.

雨に散る油 feat. 横浜の

2013

展示室の床、ブラックライト、蛍光塗料、和紙、テグス

Oil dispersed by the Rain feat. Yokohama 2013
Floorboards of an exhibition room, black light, fluorescent paint, handmade Japanese paper, silken gut

museum 〆 an （中村キースヘリング美術館の外壁を使ってアトランタオリンピックのマスコット・IZZY を制作する。）2014
中村キースへリング美術館の外壁とロゴ、単管パイプ

museum 〆 an (I make mascot of Atlanta Olympic:IZZY with the outer wall of Nakamura Keith Haring collection as material) 2014
The outer wall and logotype of Nakamura Keith Haring collection, single pipe

床▶ S ▶ M 〆の入舟

2013

展示室の床板、ビス、マグネット

IRIFUNE of F ▶ S ▶ M 〆 2013
The floorboard of an exhibition room, screw, magnets

「 ほ し い と お も っ た ら 、 ぼく な ら ま ず 、 そ れ を と に か く じ っ と み る ね 。
そして、それを たいせつに あたまの なかへ しまうんだ。
そうすれば、そいつは なくなったり しないし、 こわれたりも しない。
もちすぎて おもくなる ことも ない。いろが なくなる ことも
な い 。」
2013

ブロンズ、塗料
bronze,p aint
h110× w 90× d 110cm

NEXT EXHIBITION / 大木裕之『うちんこ 2』 2013
展示室の床、和紙、蛍光塗料

NEXT EXHIBITION / Hiroyuki Oki『UCHINCO 2』 2013
The floorboard of an exhibition room, handmade japanese paper, fluorescent paint

Sunlit Boulevardiers
2011.4.29 - 5.5

自宅
Kamimura House
〈出品作家〉伊藤誠 高柳恵里 丸山直文 深井聡一郎
金氏徹平 鈴木基真 八木貴史 早川祐太 宮本智之

泉孝昭

須貝一穂

池田光弘

〈 a r t i s t s 〉 M a k o t o I T O , E r i TA K AYA N A G I , N a o f u m i M A R U YA M A , S o i c h i ro F U K A I ,
Ta k a a k i I Z U M I , K a z u h o S U G A I , M i t s u h i ro I K E D A , Te p p e i K A N E U J I , M o t o m a s a
SUZUKI, Takafumi YAGI, Yuta HAYAKAWA, Tomoyuki MIYAMOTO

花瓶の絵 2012
キャンバスに絵の具

Painting of a flower vase 2012
Colors on canvas

右手に PARTY、左手に JEWELRY 2011
ノコギリ、鉱物、ビニールバック（Bankart Lifelll 新港村内、新ナゴヤ島ブースでの展示）

JEWELRY in the left hand, PARTY in a right hand 2011
Saw, mineral, plastic bag (Display in the new Nagoya Island booth, In the BankART Lifelll new port village)

ごっこ遊びと大人の事情

̶ ネクロマンサーとしての山下拓也

副田一穂（愛知県美術館学芸員）

Make-believe Worlds and Grown-up Realitie

Takuya Yamashita – the Necromancer

Soeda Kazuho (Curator of Aichi Prefectural Museum of Art)

山下拓也は 2011年頃から、プロサッカークラブ「横浜フリューゲルス」

は、着ぐるみという小道具に対して指定された想像を通じて、虚構的

Since around 2011, Takuya Yamashita has created several works

One could invent a fictional realm just by using an everyday

のマスコット・キャラクター
「とび丸」をモデルとした複数の作品を発表

な真理と成り得るのである。

fashioned after the mascot Tobimaru of Yokohama’s former J

object as a prop or by creating an imaginary world through

している。1999 年、出資会社の経営上の都合によりこの横浜フリュー

ごっこ遊びによって想像される世界もまた、現実に存在するものを小

League professional football club Yokohama Flügels. Unexpect-

make-believe. And likewise, we can envision if the story line in-

ゲルスは突如別のクラブへと吸収合併された。そしてこのクラブと命運

道具としているだけで、やはり虚構世界と考えて差し支えないだろう。

edly, in 1999 the club officially merged with a rival local club due

volves death, that the character could die one-day, or at the very

を共にしたとび丸もまた、マスコット・キャラクターとしての役目を終え、

そしてそこでも同じく、死というストーリーが与えられればキャラクターは

to the management strategy of its investment company. And so,

least visualize such sundry themes as graduation, retirement or

活躍の場を失ってしまった。とび丸が置かれたこの状況は、多くのマス

死ぬことができる（あるいは少なくとも「卒業」
「引退」
「旅立ち」など

too, came down the curtains on Tobimaru whose mascot role

farewells, whereby the character manages to escape death and

コット・キャラクターに囲まれながら日常を生きるわれわれにとっては、さ

のストーリーを与えることで、死をまぬがれつつ無難な「終わり」を迎え

had been so inextricably linked with the life of the club both on

can embrace a safe ending. Yet that which often interrupts this

and off the pitch. For those of us leading our lives while sur-

world of make-believe is grown-up reality, which lies beyond

して珍しいものではないかもしれない。しかし山下の作品をみるうえで、

ることができる）
。だが、往々にしてごっこ遊びを中断させるのは、ごっ

rounded by mascot characters, Tobimaru’s predicament might

the make-believe system. “Dinner is ready, so tidy up!” “We’re

彼が執拗にとび丸を題材として取り上げるときそこでは実際何が行わ

こ遊びの規則の外にある大人の事情である。
「ご飯ができたからお片

not be that uncommon. Yet after looking at Yamashita’s works,

going out now, so stop playing!” The moment we hear such

れているのかを確認しておくのは、決して無駄ではないだろう。

付けしなさい！」
「お出かけするから遊びはおしまい」。その瞬間、ごっこ

one senses that it has been by no means in vain that he persis-

utterances the props underpinning our make-believe world sep-

tently took up the mascot character as a subject matter so as to

arate from their role in the fictional realm, doomed to revert to

unveil what actually lay behind it.

their material role in our everyday world. And so it is with mer-

遊びの小道具たちは虚構世界での役割から離れて、現実の世界の物
小説や漫画、映画やアニメなどに登場するキャラクターたちの生死は、

質へと戻ってしまうだろう。そして商品やイベントのマスコット・キャラク

彼らが活躍する虚構世界の成り行きに委ねられている。そして、物語

ターたちもまた、商品の販売が終わり、イベントが閉幕すると、倉庫の

の進行に殆ど関わりのない瑣末なキャラクターから、時には主人公に

片隅で忘れ去られてしまう。まさに横浜フリューゲルスのとび丸が、出

至るまで、キャラクターが死亡するという事態は全く珍しいものではな

資会社の経営上の都合という大人の事情によって活躍の場を失って

い。そのうち幾つかの作品では、キャラクターの死後の世界が描き出
されるかも知れない。また幾つかの作品では、キャラクターは死亡した

chandising or event mascots, as soon as the promotional tour
Artists dedicate themselves to their character’s progress in the

ends or the curtain closes on an event, the mascots are aban-

fictional sphere; to the life and death of those characters that

doned in some dark corner of a warehouse. In the case of Tobi-

appear in their novels and manga, films and animation works.

maru,

しまったように。彼らはごっこ遊びのなかで「正しく」死ぬことができな

From the character playing a trivial role almost unrelated to the

the Yokohama Flügels’ mascot no longer had a role to play on

いまま取り残され、しかもその遊びが再開される見込みはもはやない。

story line to the protagonist, the fact that a character dies is

account of a managerial decision made by grown-ups. Within

のちに復活を遂げるかも知れない。いずれにせよ虚構であるがゆえに、

こうして、キャラクターたちは生と死との狭間で永遠に引き延ばされた

nothing exceptional. Several works might even portray the

their make-believe worlds, they were cast aside without being

われわれは気軽に幾度もキャラクターの死に触れ、その顛末に心を動

停止状態となる。

character’s afterlife. And again in other works, the character

able to die “properly” and with no prospect of that make-be-

かすことができる。では企業や商品、イベントなどを PRする目的で日々

山下が操作しているのは、このように上手く死ねなくなってしまったキャ

might undergo a revival after its demise. Irrespective of the fact

lieve resuming one-day. And thus those mascot characters were

大量に産み出されているマスコット・キャラクターたちの場合はどうだろ

ラクターたちである [ 図 1]。そこでは、元々のごっこ遊びの規則はすで

that we are in a fictional realm, we are over and again easily

eternally suspended in that chink between life and death.

うか？

に失われ、まったく別の、非公式なごっこ遊びの条件̶̶ここでは、

touched by the death of a character, whose predicament can
move us deeply. And so comes the question: How is with a mas-

What Yamashita is applying his talents to are those characters

マスコット・キャラクターが活動するのは、小説や漫画が描き出す虚構

展示室を物理的に支えている諸要素を見せる（板材の床を彫刻刀で

cot who is exploited for PR purposes for mass daily consump-

whose deaths were by no means perfect. [See illustration 1].

世界ではなく、われわれの生きるこの現実の世界である。だからといっ

彫ることで、展示室の床面そのものを版木にして複数のプリントを制

tion by business interests, sponsors and events?

Here, the original rules for make-believe have already been lost

て、彼らを生命あるものとして扱うわれわれのやり方は、虚構世界で

作し、その同じ空間に吊り下げる）という条件̶̶が与えられており、

0 0 0 0

0

のそれとさほど変わらないだろう。あるいは、それはごっこ遊びの延長

本来あったはずの内面やストーリーが損なわれたキャラクターの表面だ

線上にある、と言ったほうが適切かもしれない。子どもたちが積み木を

けがふらふらと漂っている。それはまるで公式なごっこ遊びに戻れず、

家や車に見立て、人形を生命あるものとして扱うように、われわれはス

かといって死ぬこともできない抜け殻が、無理矢理に何ものかによっ

テージやスタジアムで PR を行うマスコット・キャラクターたちが、実際に

て操られている、そんな不死者の群れなのである。

は発泡スチロールと繊維とでできた着ぐるみに過ぎないことを知ってい

and a completely separate and arbitrary set of different condiHowever, when it comes to a mascot, we are not dealing with

tions for make-believe prevail –– in this particular instance the

the fictional realms depicted in manga or novels, but rather

artist displays the various elements materially underpinning the

with a life-like figure that plays a part in our day-to-day lives.

exhibition space (carving into the floorboards with an engrav-

And though we interact with these team mascots as though

ing knife; producing multiple prints by using the floorboards of

they are living entities, it doesn’t vary that much from how we

the exhibition room as a woodblock and subsequently hanging

respond to characters in the fictional realm. It might be appro-

them in the same room). Only semblances of those damaged

ながらも、彼らがまるで生命と意志を持っているかのように動きを見つ

ネット・オークションに出品されたぬいぐるみや人形の背面写真を大量

priate to add that they represent an enhanced form of make-

characters whose stories and inner lives were originally meant

め、話に耳を傾ける。このようなごっこ遊びを成立させているのは、小

に蒐集した《ばいばいの写真》[ 図 2] では、普段あまり注目されること

believe. And just as children regard the houses and cars which

to feature, float about unsteadily. It is almost as though they

道具を対象として一定の想像をするよう指定する暗黙の規則である。

のないキャラクターの背中が鑑賞者の視線を一挙に引き受けている。

they construct with building blocks as the real-thing, and han-

don’t revert to the formal make-believe. Yet having said that,

つまりマスコット・キャラクターが生命をもつという非現実的な出来事

キャラクターたちが虚構世界のなかで活き活きと動いているとき、われ

dle their dolls as though they were of flesh and blood, so we as

this cast-off skin that cannot even die, is forcibly manipulated

grown-ups observe those team mascots movements used for

by something amidst throngs of the non-dead and immortals.

merchandising purposes on stages and in stadiums as though

[ 図 1]《雨に散る油 feat. 横浜の》2013
Illustration 1: Oil dispersed by the Rain feat. Yokohama 2013

[ 図 2] 左 :《ばいばいの写真》2013 右 :《ばいばいの写真》展示風景
Illustration 2: Photo of Buying and Selling 2013

they were possessed of life and will-power and lend an ear to

In the extensive collection of “buy-and-sell photos” [illustration

their presence – while fully aware that they are nothing more

2] of rear views of stuffed animals or dolls exhibited on an Inter-

than figures dressed up in fibres and Styrofoam. To create such

net auction, the back of a character, which usually doesn’t at-

make-believe, there is a tacitly understood rule that specifies

tract much attention, all at once captures the viewer’s gaze.

the ceaseless use of our imagination in treating the prop as a

Whenever the characters vibrantly move about in their fictional

living entity. In other words, the imaginary world in which the

realms, we pay scant heed to their backs. And yet, once it is

mascot character exists can acquire a certain poetic truth

clear that the characters drop their original functions, that is,

through the selective and imaginative use of props, as in this

when auctioned for “sale”, their backs become the centre of our

particular case with its costume.

focus for the first time. This is because as soon as any sign of

untitled
2009

ポリエステル樹脂、ファイバーグラス、油絵具、アクリル

p olyest er resin, f ib erg lass, oil p aint , acr ylic
h100×w200×d 100cm

われは彼らの背面にはさほど注意を払わないだろう。だがキャラクター

に描き込まれてゆくが、ここでもやはりキャラクターは本来の意味や役

make-believe is temporarily suspended as a result of commer-

forms to fill in the pictorial void are appropriate. (See illustra-

に「ばいばい」を告げるとき、つまり彼らがオークションで「売買」され

割とは無関係に、単に空隙を埋めるのに適切な外形を有しているかど

cial intervention by grown-ups, they will thereafter be handled

tion no. 5). What is to be seen here is neither a fetishistic desire

るとき、初めて背面がフォーカスされることになる。なぜなら、売買とい

うかという基準によってのみ選択、配置されている [ 図 5]。そこにある

like a frayed and dirty corpse, undergoing a scrupulous post-

towards the specific characters nor having the character move

う大人の事情によってごっこ遊びの指示が一時的に解除された途端

のは、特定のキャラクターに対するフェティッシュな欲望̶̶あるいは

mortem examination for physical damages. If this death pro-

according to one’s wishes. Besides, it is not an analytical gaze

に、彼らはほつれや汚れなど物理的な損傷の状態を念入りに検案され

キャラクターを思い通りに動かしたいという欲望̶̶や、キャラクター

ceeds smoothly, it will not do so for long. If the make-believe

upon the configuration of visual elements involved in creating

る死体として扱われることになるからだ。この死は、上手くことが運べ

を成立させる視覚的な構成要素への分析的な視線̶̶時にその視線

resumes under the tutelage of the new owner, the character will

the character, which dissects the character, in the sense of mur-

ばそう長くは続かない。新たな持ち主のもとでごっこ遊びが再開されれ

はキャラクターを切り刻み、完全に殺してしまう̶̶ではなく、キャラク

come back to himself just as though nothing had ever hap-

dering it outright. In thoroughly restoring the character to an

pened – in a similar way to saving data in a role-playing game

empty and flimsy surface, Yamashita is attempting to make its

ば、キャラクターは何事もなかったかのように息を吹き返すだろう（あた

ターを徹底的に空っぽで薄っぺらな表面に還元することで、その死を

that has been temporarily suspended. However, large quantities

demise forever unattainable.

かもしばらく中断していたロールプレイングゲームのセーブデータのよ

永遠に到達できないものにしようとする振る舞いである。

of post mortem certificates left as a record of their temporary

うに）
。しかし、彼らが一時的にではあれ死亡した記録として残された

pixiv や tumblr で作品を発表しているたんぱく質というイラストレー

demise still circulate on the Internet.

大量の死体検案書は、いまだインターネット上に漂ったままである。

ターに指示通りに絵を描かせる《 Feat. たんぱく質ちゃん》において、
山下は「かわいい女子高生」
「超かわいい女子高生」
「超次元的存在

As for Feat. Tanpakushitsu-chan, Yamashita instructed Tanpakushitsu, an illustrator who exhibits her works on pixiv, a Japa-

In illustration 3 One Tennis Court, 2 Tennis Players the kanji char-

nese online community for artists and the multimedia platform

acters for sharekoube [skull] are penned in the broad, curving,

tumblr, to draw a picture. With titles the likes of A Cute High-

closely-packed strokes of the Kanteiryu type face, which is tradi-

School Girl, A Super-Cute High-School Girl, Super-dimensional

tionally used in connection with Japanese crafts, serving as a

Cute Existence, A Cute Existence that not even the Sun or Exist-

《 1 テニスコート、2 テニスプレーヤー》[ 図 3] では、極太のウェイトを

かわいい！」
「光すらのがれることのできない存在すらのがれることので

持ち肥痩の少ない勘亭流と呼ばれる 書 体 で表された「 髑 髏 」の

きない存在かわいい！」など、描かれた「かわいさ」を超える「かわいさ」

二文字が、わずかな隙間を残して展示室の開口部を覆っている。この

を表現するよう繰り返し指示している [ 図 6]。たとえば、美少女イラス

screen for the tiny opening at the entrance to the exhibition

ence itself can Avoid and so on, Yamashita repeatedly gives in-

クセのある特徴的な書体のせいで、
「髑髏」という静物画のジャンル

ト作家、劇画タッチのマンガ家、近代洋画家のそれぞれが描くかわい

space. Thanks to this typeface’s distinctive features, the signifi-

structions for an expression of cuteness that surpasses mere

で好んで描かれ死を強く思わせる語の意味が後退し、まるで 5 セット

い人物像のいずれがよりかわいいかを論じる行為がいささか馬鹿げて

cance of the word “skull” – with its strong suggestion of death

painterly cuteness. (See illustration 6). To argue which is cutest

マッチを戦い終えたテニスプレーヤーの運動の軌跡のように錯綜した

見えるように、多くの場合かわいさはある特定の虚構世界のなかで、

and deliberately painted like a still life – diminishes. Moreover

among any of those cute figures painted by artists illustrating

線そのものや、開口部の出入りを禁止する障壁という性質が前景化し

複数のキャラクターたちの間に相対的なかたちで付与される。このかわ

the strokes strike us like the intricate trajectory of movements

beautiful young girls, painters working with oils, cartoonists in

はじめる。そこでは、 文 字 が自らを支えている記号体系から解き放た

いさという相対的な価値を、極端な指示によって崩壊させることで、か

by a tennis player who has just completed competing in a five

their comic strips seems somewhat silly. In most cases cuteness

れ、意味という奥行きが失われ、表面だけが残されている。同じく書体

わいい女子高生のイラストは、まるでハイパーインフレーションによる

set game, emphasizing its linear design and barrier-like quality

is bestowed amongst those multiple characters in a fictional

preventing entry to the opening area. Here, the written kanji is

を用いたシリーズとして発表された《花瓶の絵》[ 図 4] では、古い日

貨幣価値の失墜のように、本来の意味や機能、そして与えられるべき

realm by their relative forms. In disrupting this relative value of

freed from its semantic trappings and significance usually as-

cuteness by means of Yamashita’s radical instructions, the illus-

本家屋の鴨居と敷居との間に花瓶を表すピクトグラムが拡大されて嵌

価値が大幅に切り下げられ、薄っぺらな紙切れになってしまう。

sociated with it, while all that remains is its visual facade. In

trations of the cute high-school student become nothing more

め込まれ、襖に見立てられている。髑髏と花瓶、いずれも展示会場の

another series, Painting of a Flower Vase (see illustration 4), also

than flimsy pieces of paper, as though they lost not only their

建具の寸法に合わせてピタリと嵌め込まれているのは、書体が一定の

したがって、山下の作品を支えているのは、大人の事情によって中

featuring the identical typeface, enlarged pictograms depicting

value due to hyper-inflation, but also their original significance

字 面 枠 内に収まるようデザインされていることと対応しているのだろ

断、解除を余儀なくされたごっこ遊びの規則を取り戻す少年少女の

a flower vase are placed between the threshold and lintel of a

and function. Moreover, the value that they should have been

う。だがそのデザインは、あくまで文字としての配置のしやすさや見た

冒険譚ではない。ここで行われているのは、それぞれの大人の事情に

spacious old Japanese-style tatami-room, as though they were

accorded has been written down considerably.

目の美しさといった（これもまた大人の事情と呼べなくもない）実用性

よって正しい死を迎えることができなかったキャラクターたちを拾い集

の観点から要請されたものであって、書体が表現する字体を認識する

め、アンデッド化することで自在に操作する死霊魔術である。山下の

ためのルールや、表された文字の意味とは何の関係もない。いわばこ
こでも、キャラクターは自らが置かれた世界̶̶この場合は虚構世界

fusuma (sliding doors). That both the “skull” and the flower
vases snugly fit into the dimensions of their respective exhibi-

To sum matters up, what underpins Yamashita’s works is not a

tion spaces is likely due to the fact that they are compatible

young boy’s or young girl’s sense of adventure to reclaim the

作品の多くがペーパークラフトを模した構造を有しているのは、まさに

with the letter-face designed so as to fit that specific typeface

rules of make-believe forcefully suspended through the inter-

そのペラペラな表面を組み合わせることこそが、アンデッドを大量生

frame. And yet that design, judged from a practical perspective,

vention of grown-up reality. What is happening here is that

というよりは、文字の記号体系という抽象的な世界だが̶̶から切り

産するための魔法だからなのだ。人目を惹くポップで鮮やかな表面は、

is a commissioned object, in which precedence is given to the

Yamashita has re-assembled those characters that were unable

離されて、形骸化、まさに形だけが骸のように提示されている。

その奥にある空虚を覆い隠すための毒々しい死化粧である。取り繕わ

facility in arranging the kanji and what is known as aesthetic

to die correctly as a result of the various interventions by grown-

appeal (and yet again we are dealing with something called

up reality, operating, as it were, like a necromancer in his at-

adult reality); it had no connection whatsoever with the mean-

tempts to render them once more alive. The reason behind most

ing of the word nor with the rules for identifying glyphs. Here,

of Yamashita’s works possessing paper-craft’s simulated innate

the kanji character has been displaced from its customary world

ローイングは、まず画面全体をほぼ覆うような顔の輪郭線が描かれ、

structure and their capacity to combine fluid surfaces is due to

of denotation – we are not dealing with a fictional realm but

the fact that it is a form of magic for the large-scale production

続けてその内部を埋めて行くようにして既存のキャラクターの顔が無数

confronted with an abstract sphere with a system of symbols –

of the “non-dead”. These eye captivating vivid shapes are poi-

and all that is presented is a mere facade devoid of substance.

sonous death cosmetics with which to conceal the void in its

れた、空っぽで薄っぺらな表面、しかし山下作品の魅力は、まさにその
複数の作品に共通する奇妙なキャラクターの取り扱いは、山下が継続

中にこそあるだろう。

的に取り組んできたドローイングにも象徴的に表れている。山下のド

depths. Notwithstanding these empty and flimsy facades, the
A feature common to many of his works is the manner in which
Yamashita handles his strange characters; at times the drawings that he has been continually working on articulate this
symbolically. In his drawings, Yamashita at first covers nearly
the entire pictorial surface with the face’s contours and thereafter proceeds to add the facial features of countless existing
characters so as to fill up the entire space. And yet here again,
[ 図 3]《 1 テニスコート、2 テニスプレーヤー》2009
[ 図 4]《花瓶の絵》2012
Illustration 3: One Tennis Court, Two Tennis Players 2009 Illustration 4: Picture of a Vase 2012

[ 図 5]《 Drawing 》2012

[ 図 6]《 Feat. たんぱく質ちゃん》2012

regardless of the characters’ original meaning and role, the

Illustration 5: Drawing 2012

Illustration 6: Tanpakushitsu-chan 2012

choice is based solely upon the criteria of whether the external

appeal of Yamashita’s works lies therein.
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