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「写真館の椅子」
関本幸治
写真が横浜にやってきたのは幕末ごろといわ

静かで穏やかに見える（見えて欲しい）私の作

れ、明治にかけて、人々の間にその存在が定

品に怖さがないかというとそうではない。そもそも

着していった。当時は感光材の質がよくなかっ

写真は恐怖的な側面を持ち合わせており、三

たので、撮影の際、カメラの前で何十秒間か

人の真ん中は早死したり※１、いないはずのもの

動かないようにしなくてはならなかったが、眼球

が写ったりと、怪奇話は尽きない。ましてや私の

を動かしてしまうので、黒目のない写真が多く、

表現プロセスは、人が怖がるような生身に近い

修正が施された。
写場（写真館）の椅子は撮影に不可欠な道具
だった。写真は巷では妖術、魔術だのとささや
かれ、魂を抜き取られると考えられていたの
で、撮影している間、椅子の上で硬直し、様々
な事を想像するのも仕方がなかった。そういった
意味において、
「写真館の椅子」は、人と心を

人形（ひとがた）を膨大な時間を要して制作
し、それを写真として表現するのだから、見手
によっては二重恐怖であるかもしれない。ただ
誤解を恐れずにいうと二重の死の恐怖（マイナ
ス）は、転じて強い生への肯定（プラス）になる
のではないか、と心の底では考えている。
私が作り上げた撮影セットは博物館のイメージ

切り離し、魂を抜き取る道具だったのかもしれな

がある。博物館は写真を三次元にしたかのよう

い。当時の人は抜かれた魂はネガに、印画紙

である。温度湿度が管理された中で、道具や

に移行すると考えていたのであろうか？そして現

衣装は触れることができない。すなわち展示物

在の写真家は、人を撮る場合、抜いた魂を作品

は、過去の生活を彷彿させはするが、生きては

（写真）に戻し、定着させる作品をつくりたいと

いない。私はこうした偽物の空間を制作し、さら

考えているのだろうか？
かつてカメラは写真鏡と呼ばれていたが、その
言葉の他に印影鏡、直写影鏡、留影鏡ともい
われた。人の姿を意味する「影」という言葉の

にそれをカメラという装置で、嘘の上塗りである
写真に置き換える作業を行なう。近松門左衛門
を論じた「虚実皮膜」※２として、作品をとらえて
もらえればありがたい。

採用には、写真の歴史が肖像写真から始まっ

私の祖父は戦前から神戸で写真館を営んでき

たことを示している。今回私は、
「人を写しとるで

た。祖父の撮影した写真は人気があり、見手が

はなく、人の姿の影を写しとる」ということを考え

幾度も写真に話しかけていたそうだ。祖父の時

て、椅子に寄り添う家族（姉妹）を制作した。塑

代、
「写真館の椅子」に座らされた人が、ざわ

像された群像なので、魂などない。この群像か

めきを感じながら様々な思いを巡らせ、実と虚と

らは、何を抜き取ることができるのであろうか？魂

を往来したように、そんな作品を今私はつくりた

の所在は見手に委ねたいが、作品は見手を写

いと思う。

す鏡であって欲しいと思っている。強いて言えば
「作品は、元々抜き取りようがない魂を、見手
（鑑賞者）が写り込むことによって与えられる」と
いう構図としたい。

※１ レンズの問題で真ん中にしかピントが合わず、これが
魂を抜き取られる原因、又は、年長者、偉い人が中心にお
かれたため。
（魂以前に年齢的な問題）
※２「芸は、実と虚の境の微妙なところにあること。事実
と虚構との微妙な境界に芸術の真実がある。
」という穂積以
貫の芸術論。

Photo Studio Chair
Koji Sekimoto
Photography is said to have been intro-

eternity by returning the sitter’s soul in the

it doesn’t provoke fear. In the first place,

artworks could encompass those layers of

duced to Yokohama at the outset of the

form of a photograph?

photographs in general are invariably pos-

veracity and falsehood as sketched out by

sessed of a certain fear factor.i They have

Chikamatsu Monzaemonii.

Meiji era and its presence was soon well
established amongst the city’s outward

Among the many names formerly given to

all the makings of a horror story in which a

looking populace. Due to the poor qual-

the camera was “a photo-mirror”; it was

subject that shouldn’t be present is caught

My grandfather ran a photo studio in Kobe

ity of the photosensitive materials at that

also called “an imprint mirror”, “a direct

on camera – as was the case with the sit-

before the war. His portraits gained great

juncture, exposure times were lengthy, re-

portrait mirror” or even “a shadow holding

ter, who died prematurely, seated right in

popularity among his clientele, and report-

quiring the sitter to stand absolutely mo-

mirror”. The fact that the term “shadow”

the midst of three others. And moreover

edly onlookers would repeatedly address

tionless for many seconds in front of the

was employed – referring to the human

with my current working process, whereby

the photographs. I would now like to repli-

camera. Inevitably, their eyeballs would

figure– indicates that the history of pho-

I spend lengthy periods to create life-like

cate in my own work that sense of shifting

move, resulting in the iris not being visible

tography began with portraiture. At this

dolls that can genuinely scare people and

between the real and the imaginary that his

in many photographs which then conse-

stage of my career I’m “not shooting an

subsequently reproduce them as photo-

clientele experienced, seated in his stu-

individual as such, but rather the shadow

graphs, the end effect may well have a

dio chair having their portrait taken, there

of an individual form”. With this in mind

double fear factor. With fear of misunder-

among all the commotion, their minds

At that time the chair in the photo studio

I have created a family portrait of four sis-

standing, I do, however, profoundly be-

teeming with all sorts of ideas.

was an indispensable prop of the trade.

ters around the photo-studio chair. Given

lieve that this double-fold fear of death – a

Word then had it that the sitter’s soul was

that my “sitters” are nothing more than

minus factor – might well transform itself

extracted during the actual shooting ses-

a group of statues, any questions bear-

into something positive and vibrantly life-

sion; murmurs were to be heard that pho-

ing on the soul don’t arise. Yet, what can

affirming.

tography was akin to witchcraft and linked

be extracted from this group of statues?

to black magic. Whenever a photo session

While I would like to leave the question

The photographic set I have created con-

took place, the sitter would sit rigidly in

of the soul’s whereabouts to the onlooker,

jures the image of a museum. Museums

the chair, unable to resist conjuring up all

I would also like to think that the artwork

resemble three-dimensional photos. It is

sorts of things in his or her mind. Seen in

does reflect the onlooker. To emphasise

not possible, however to touch and explore

this light, the photo studio chair might well

that point, Through the act of photography

the props and costumes in such a humid-

have been a tool with which to uncouple

I would like my photographs to function in

ity and temperature controlled setting. And

the sitter from his or her spirit, detaching

such a way “that directly affect and enable

while the exhibits might be reminiscent of

them, as it were, from their minds. Was it

the onlooker discern his or her spirit which

bygone times, they are not vibrant or liv-

then considered that the sitter’s extracted

is essentially impossible to extract”.

ing objects with which one can interact.

quently required retouching.

spirit was transferred to the negative print,

i The cause of the soul vanishing is that the lens focuses
exclusively on the dead-centre of the image. Alternatively,
given this problem with the lens, the elders or important
personages were placed in the centre of the focal field. (This
issue of age predates the matter of oneʼs soul vanishing on
being photographed.)
ii Ikan Hozumiʼs aesthetic tenet ran along the lines that “art
flourishes at that subtle boundary between the real and the
imaginary. Artistic truth is to be found at that indistinct
borderline between fact and fiction.”
Translation : John Barrett

Employing the camera as a device, I cre-

shifting to photographic paper for the

While my work might come across as

ated this “constructed” space, initiating a

world to behold? Did those contemporary

composed and quiet, or so I would like it

process of supplanting the photograph’s

photographers want to fix an image for all

to appear in any case, that doesn’t mean

artificial gloss. I would be grateful if my

祖父 grandfather

関本幸治
1969
1992
1994
1996
1997
2003
2009

神戸生まれ

ガブリエル・リベット、
ケルン

同大学大学院修了
渡欧
（ケルンにて制作活動）

2005 「シフティング モメンツ」
（二人展 エバ・キャストリンギュス）

ケルンメディア美術大学（ユルゲン・クラウスの聴講生）

2002 「パ・ド・ドゥ」
（二人展 ティナ・ハーゼ）/ ケルン日本文化会館 , ケルン
「3年展」マーティン・クドレック ギャラリー、
ケルン
2001 「ベリー・ラスト」 (松井紫朗、鷲見 麿、
カール・ボォァマン、
ティナ・ハーゼ 他)

東京で制作活動
横浜で制作活動

［主な個展］

2014
2012
2008
2002

2006 「少女」(平川典俊, ローズマリー・トロッケル、
フィリックス・シュテファン・フーバー、
カラマン他)

愛知県立芸術大学美術学部美術科油絵専攻卒業

「羽のない妖精」
（第６回恵比寿映像祭地域連携プログラム）TRAUMARIS｜SPACE 、東京
「もうひとりのわたし」C.A.P. 、
神戸
「鏡の中の左回りの時計」
アートテック美術館 、
ケルン
「私の愛らしい罪」
マーティン・クドレック ギャラリー、
ケルン
「ロミオと」StudioＪ、
大阪

「とジュリエット」Òn Gallery、
大阪
2001 「フレッシュ・アズ・ア・デイジー」A/T FLAG SHOP 代官山、東京
「ポワントとバランス」Studio J、
大阪
「魅惑のメロディ」OTA FINE ARTS、
東京
2000 「傘の下で」マーティン・クドレック ギャラリー、ケルン
「密やかな日常」OTA FINE ARTS、
東京
1999 「エイト・スト−リ−」OTA FINE ARTS、東京 (同時開催前川知美展)
［主なグループ展］

2014 「東アジアの夢：Landmark Project V」馬車道商栄ビル壁面、BankART Studio NYK、横浜
2013 「SUMMER SHOW2013」
日本橋髙島屋6階美術画廊X、東京/新宿高島屋10階美術画廊、
東京
「BankART Artist in Residence OPEN STUDIO 2013/The Secret Base under the Table」
BankART Studio NYK、横浜
「アジア・セレンディピティ/ Sala de exposiciones San Benito」
Valladolid、Spain /La Térmica、Málaga、Spain
スペイン・マドリッド、
フェルナン・ゴメス劇場
2012 「アジア・セレンディピティ/第15回フォト・エスパーニャ 2012」
2011 「黄金町バザール2011/Choosing clothes for my journey」高架下新スタジオ他、横浜
「真新世紀 大阪展 2011」
アートコートギャラリー、
大阪
「DECWAS Shizuoka x Bremen art Project /Mackenzie House」
徳願寺、
Gallery Psys、
静岡
「激凸展」unseal contemporary, 東京
「SHIBUCulture」西武渋谷、
東京
2010 「真新世紀 東京展2010」東京写真美術館、東京
「黄金町バザール2010」竜宮美術旅館、
横浜
2009 「黄金町バザール2009」ヤグチレジデンス、横浜
「はないかだ」
創造空間9001、
横浜
「写真新世紀 大阪展2008 」
アートコートギャラリー、大阪
「写真新世紀 仙台展2008」
せんだいメディアテーク、
仙台
2008 「写真新世紀 東京展2008」東京写真美術館、東京
「我が家で展覧会を開きます2008」
（蜂谷充志、
持塚三樹、
横山飛鳥他）
旧マッケンジー邸、
静岡

2007 「我が家で展覧会を開きます2007」
（蜂谷充志、
春日聡、
鈴木康広他）
旧マッケンジー邸、
静岡

マーティン・クドレック ギャラリー、
ケルン

ガブリエル・リベット、
ケルン
「演出するケルンの写真のシーン2001 」
（二人展 エバ・キャストリングス）Inszenierte

Photographie zur Photoszene Köln 2001/マーティン・クドレック ギャラリー、ケルン
2000 「ペーパーワークス」
（草間彌生、落合多武、奈良美智他）/ OTA FINE ARTS 、東京
1998 「チイサナイキモノ」(フィッシュリ＆ヴァイス、
カタリナ・フリッチ、奈良美智、須田悦弘他 )
ミハエル・ツィンク ギャラリー、レーゲンスブルク
［常設］

1996 「音のアート:ようこそ鏡の国へ 」
（藤本由紀夫、島袋道浩、
ＰＨスタジオ他）岩倉市シンボルロード、愛知
［その他の活動］

2012 FM Moov / “Spece Dog!, Radio” 神戸
ワークショップ/「カメラの中に入ろう」/ 清瀬けやきホール、東京
ワークショップ/「カメラの中に入ろう」/ C.A.P、神戸
2011 アーティスト・トーク 北川貴好と関本幸治/Koukashita Studio Site D、横浜
2010 +PLUS Tokyo Contemporary Art Fair/ 東美アートフォーラム、Superstore lnc.
Ryugu Project/ シンポジウムパネリスト/ A Stuio Hinode、横浜
2009 アートフェア フォト台北2009 / ウエスティンホテル台北、Superstore lnc.
NHK「TOKYO EYE #141」/ 横浜・黄金町(テレビ局取材)
NHK「おはよう日本」/ 横浜・黄金町(テレビ局取材)
2008 第19回 インターナショナル・フォトシーン・ケルン参加 / ケルン
U.Z.K/ケルン(ラジオ局取材)
ワークショップ/「カメラの中に入ろう」/資生堂アートハウス、静岡
パフォ−マンス /「スティル・ナハト」
大里東小学校六年一組 天野真梨子/ 旧マッケンジー邸、静岡
2007 Center TV/ケルン(テレビ局取材)
2002 朗読会 / バルター・ブリックス＆ユリア・アルテマン/ケルン日本文化会館、ケルン
パフォ−マンス /「彼が私を好き」シルビア・クソントス＆パスカル・ボッソ/マーティン・クドレック ギャラリー、
ケルン
ランゲス・ナハト / ケルン日本文化会館 、
ケルン
ZDF / ベルリン(テレビ局取材)
Love TV / 大阪(ケ−ブルテレビ局取材)
2000-05 アートフェア ブリュッセル、
フランクフルト、
ケルン、パリ /マーティン・クドレック ギャラリー
2000 朗読会 /トーステン・クレーマー（小説家）マーティン・クドレック ギャラリー、ケルン
1999 朗読会 / 森川朋子（オペラ歌手）OTA FINE ARTS、東京

Koji SEKIMOTO
1969
1992
1994
1995
1996
1997
2003
2009

born in Kobe, Japan
graduated from Aichi Prefectural University of Fine Art and Music
completed its Master Course
C.A.S.K. (Katarina Sieverding course)
lived and worked in Cologne
Kunsthochschule für Medien, Cologne (Auditor of Prof.Jürgen Claus)
lived and worked in Tokyo
living and working in Yokohama

[Selected Solo Exhibitions]

2014 The Fairy Without Wings (Part of the associated program of the Yebisu International Festival for Art &
Alternative Visions 6th) / TRAUMARIS｜SPACE , Tokyo
2012 Another I/C.A.P. Kobe
2008 The Backwards Clock in the Mirror/artothekRaum für junge Kunst
2002

2001

2000
1999

Kölnisches Stadtmusseum, Cologne
Mon péché mignon/Galerie Martin Kudlek, Cologne
Romeo and/Òn Gallery, Osaka
and Juliet/Studio J, Osaka
Fresh as a Daisy/ A/T FLAG SHOP DAIKANYAMA , Tokyo
Pointe et Balance/ Studio J, Osaka
Charm Melody/OTA FINE ARTS, Tokyo
Under the Umbrella/Galerie Martin Kudlek,Cologne
Hush-Hush Days/OTA FINE ARTS, Tokyo
8 Stories/OTA FINE ARTS, Tokyo(with Tomomi Maekawa)

[Selected Group Exhibitions]

2014 Dream of East Asia /Landmark Project V/Bahamichi Shoei Biru, BankART Studio NYK, Yokohama
2013 SUMMER SHOW2013/Nihonbashi Takashimaya Bijyutsu Garou /Tokyo

2012
2011

2010
2009

Shinjuku Takashimaya Bijyutsu Garou/Tokyo
BankART Artist in Residence OPEN STUDIO 2013/ The Secret Base under the Table /
BankART Studio NYK, Yokohama
Asia Serendipity / Sala de exposiciones San Benito, Valladolid, Spain
La Térmica, Málaga, Spain
Asia Serendipity/15th PHotoEspaña,Teatro Fernán Gómez, Madrid
KOGANECHO Bazaar 2011 Choosing clothes for my journey/Hatsukou area, Yokohama
New Cosmos of Photography 2010 in Osaka/ARTCOURT Gallery, Osaka
DECWAS Shizuoka x Bremen art Project /Mackenzie House, Tokuganji, Shizuoka city, Gallery Psys, Shizuoka
Gekitotsuten/unseal contemporary, Tokyo
SHIBUCulture/Seibu Shibuya, Tokyo
New Cosmos of Photography 2010 in Tokyo / Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo
KOGANECHO Bazaar 2010/Ryugubijyutsuryokan, Yokohama
KOGANECHO Bazaar 2009 / Yaguchi Residence, Yokohama
Hanaikada/Sôzôkûkan 9001, Yokohama
New Cosmos of Photography 2008 in Osaka/ARTCOURT Gallery, Osaka
New Cosmos of Photography 2008 in Sendai/sendai mediatheque, Sendai

2008 New Cosmos of Photography 2008 in Tokyo / Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo
Exhibition from HOMAM, 2008(Miki Mochizuka, Mitsushi Hachiya, Asuka Yokoyama, Emiko
Hoyaki, etc.)/ Home of Mac and Millie, Shizuoka

2007 Exhibition from HOMAM, 2007(Mitsushi Hachiya, Yasuhiro Suzuki, Akira Kasuga, etc.)/ Home
of Mac and Millie, Shizuoka

2006 Mädels (with Noritoshi Hirakawa, Rosemari Trockel, Felix Stephan Huber, Kalaman, etc.)/
Galerie Gabriele Rivet, Cologne

2005 Shifting Moments(with Eva Castringius)/Galerie Martin Kudlek, Cologne
2002 Pas de deux(with Tina Haase)/Japanisches Kulturinstitut Köln, Cologne
3 Jahren/ Martin Kudlek, Cologne
2001 The very Last (with Sumimaro, Karl Bohrmann, Tina Haase,etc.) / Gabriele Rivet, Cologne
Inszenierte Photographie zur Photoszene Köln 2001(with Eva Castringius)/ Martin Kudlek, Cologne
2000 Works on Paper (with Kusama Yayoi, Nara Yoshitomo, Tamu Ochiai, etc.)/ OTA FINE ARTS, Tokyo
1998 Little Creatures (Fischli&Weiss, Katharina Fritsch, Yoshihiro Suda, Nara Yoshitomo etc.)/
Michael Zink Gallery, Regensburg

1996 Sound of Art-Welcome to Mirror Land(PH Studio, Michihiro Shimabuku, Mikio Fujimoto etc. )/
Iwakura symbol Road, Aichi
[Other Works]

2012 FM Moov /“Spece Dog!, Radio” / Kobe
In Camera /Work-shop / Kiyose Keyaki Hall, Tokyo
In Camera /Work-shop / C.A.P, Kobe
2011 Artist talk with Takayoshi Kitagawa / Koukashita Studio Site D, Yokohama
2010 +PLUS Tokyo Contemporary Art Fair/ Tobi Art Forum, Superstore lnc.
Ryugu Project/ Panelist of symposium/ A Stuio Hinode, Yokohama
2009 NHK “Good Morning Japan” / TV Interview/ Koganecho, Yokohama
NHK “TOKYO EYE #141” / TV Interview/ Koganecho, Yokohama
Art fair Photo Taipei 2009 / The Westin Taipei, Superstore lnc.
2008 19.International Photoszene Köln 2008/ artothek, Cologne
Cologne U.V / Radio Interview/ artothek, Cologne
In Camera /Work-shop / Shiseido Art House, Shizuoka
Stille Nacht Piano-Performances Mariko Amano/ Home of Mac and Millie, Shizuoka
2007 Center TV/ Cologne, Live Interview
2002 Reading Walter Brix&Julia K. Altemann/ Japanisches Kulturinstitut Köln, Cologne
Performances Sylvia Csontos & Pascal Bousso/ Il mʼ aime / Martin Kudlek, Cologne
LOVE TV/Osaka, Interview
2000-05 Art fair Brussels, Frankfurt, Cologne, Paris, Zurich,/ Galerie Martin Kudlek
1999 Reading Thorsten Kaemer-Novelist / Galerie Martin Kudlek Cologne
Reading Tomoko Morikawa-Opera singer / OTA FINE ARTS, Tokyo
1997 Director of street Workshop, Iwakura, Aichi
1996 Workshops & performances in kindergartens, Iwakura, Aichi
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