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Landscape Lie Down !

「風景よ横たわれ」

Hajime Nariai（Curator and Critic, Tokyo Station Gallery)

成相 肇（東京ステーションギャラリー学芸員／評論家）
衣真一郎がこれまで制作してきた中で代表的な作品のいく

印象は、素朴な木版画に似る。ネガティブに線や図を彫り起

と題されている。絵画にお
つかは、
「Lying（横たわる）○○」

こす木版画と同じく、地もしくは余白と見える部分こそが最も

いて「横たわる」
と来れば真っ先に「裸婦」
と来るのが相場だ

主張する彼の塗りの操作もまた、その印象を強化する。

が、衣の場合ここに「風景」
と入るのがいかにも突飛なところだ。

要素が奥行きなく分散していなければならないその理由は、

はて横たわる風景というのはどういう事態だろうか。

第二の特徴に示されるだろう。それは、風景の水平視と垂直

横たわるためには当然、まずは立っていたという前段階が必

視が同居し、さらには矩形に区切られた別の風景がいきなり

ず求められる。立っていた状態が転じて重力に抵抗すること

挿入される、データ集計のプレゼン資料めいた画面の構造

なく身を任せる、という意味であれば樹木でも建物でも構うま

である。Google street view や Google earth、またドローンに

いが、それらの場合は横たわるというより、倒れた、もしくは崩

よる撮影に慣れた目には、そのような多視点の混在はすでに

壊した、というのが自然ではないだろうか。横たわる、と発する

馴染み深い風景の扱いであるはずだ。いまや風景体験は、

とき、私たちはその対象の中に、生物的な自発性を暗に含め

肉眼と人工衛星とをつなぐ通路の中にある。衣の版画的散ら

て解釈しているように思える。いや、大木が横たわる、死体

ばりは、その目まぐるしく切り替わる視覚と同期する。整然と分

が横たわる、
という言い方はもちろんあるのだが。いずれにせよ、

析して見せることなく、あくまでのたうつストロークでバラバラに

それが視線を引き受ける前提の美術である以上、横たわる

分離させたまま、風景への視点を統合しようとするのである。

何者かは無防備な姿を晒して、見ているこちらの警戒を解除

散乱し、混在した体験としての風景。これを倒したり崩壊さ

したり官能を挑発したり、何らかの親密にして誘惑的な関係

せず、だらしなく弛緩させず、横たわる――いずれは立ち上

を取り結ぼうとするのだ。そのような風景というものがいったい

がり得る――ポテンシャルを確保させて見せることこそが衣の

あり得るだろうか。ある、
と強弁するところに衣のおもしろさがある。

ミッションである。衣が自らのオブセッシブなモティーフとして

版画のような現れ方。それが衣の作品の一点目の特徴だ。

風景や人と並んで古墳という特殊な対象を挙げるのはいまもっ

衣の画面には、まるで炸裂したあとのクラッカーの中身を放置

て謎だが、かつて権威的に立ち上げられた墓が、おそろしく

したように、色彩豊富で不透明な、ゆるく重たいストロークが

永い風化の時間を経ながら人を睥睨し続け、ときには衛星の

散らばる。画面内のみならず、様々に塗り分けられたオブジェ

力も借りて発見され、再認識されるその姿に、彼がある種の

を絵画とともに配置したインスタレーションも同様である。各

色気を導き出そうとしていることは確かである。

要素が分離して、奥行きを生じさせないそのペタペタとした

Photo:Ken Kato

Lying is the title Shinichiro Koromo has given to a series of
his characteristic works. In painting terms, we tend to automatically associate a title such as Lying with “nudes,” but in Koromo’s works we come across quite an unexpected encounter
with “landscapes.” Ultimately, what do his “lying” landscapes
evoke?
Naturally, in order to lie down, one first of all needs to be in
a standing position. Be it a tree or a building, standing entails
not surrendering to gravity without resistance. Should, however,
a tree or a building be flattened this would somehow involve
them having fallen down or having collapsed. Is this not the
way nature operates? In assuming that an object is lying down,
we implicitly interpret this as involving biological spontaneity.
Even though we speak of big trees being flattened or corpses
laid out to rest, this assumes an aesthetic gaze; a person lying
down bespeaks of defencelessness, thus releasing our guard as
spectators, inducing a somewhat intimate and seductive sensuality, as though seeking to forge a bond between the viewer
and the perceived object. I wonder whether such intimate landscapes really exist? If we examine the matter further, Komoro’s
approach could certainly deepen our interest.
The primary characteristic of Koromo’s artworks is their printlike quality, similar to hanga. Like a firecracker exploding, he
deploys a rich palette, opaque, scattering loose and heavy paint
strokes. Not only does he arrange a diverse set of objects within
his pictorial compositions but also in his installations. As with
naive woodprints, the overriding impression is that each constituent element is separate and does not evoke depth in the pictorial field. And, like woodcut prints, in which lines and plains
are carved out of the woodblock, this impression is further en-

hanced by Komoro’s painting process, whereby he intensely focuses on the ground, the margins, and visible elements.
The second characteristic of his work reveals why individual elements must be dispersed throughout the pictorial plain without
evoking depth. The composition is such that horizontal and vertical perspectives of the landscape co-exist; furthermore Koromo unexpectedly inserts other rectangular landscapes, rendering
an image that presents the entire data. As with footage taken to
produce Google Street View or Google Earth, or by drones for
that matter, we should by now be accustomed to handling this
mix of multi-perspectives on familiar landscapes. Nowadays,
our experience of landscape is in that conduit connecting the
naked eye and man-made satellites. Komoro’s print-like dispersion synchronizes these
rapidly changing visions. Without demonstrating any systematic
analysis, he endeavours to integrate the various perspectives on
landscapes, while ultimately keeping them separate by means
of wriggling paint strokes. In Koromo’s “lying” landscapes, we
are at once confronted with an experience of multi-perspective
and mixed compositions. He does so compactly, without having
the landscapes fall down or collapse. He sets out to demonstrate
how to integrate these landscapes’ inherent potential.
Just as with his approach to landscapes and people, it remains a
mystery why Koromo chose ancient mound tombs as an obsessive motif. Nevertheless, once those in power constructed these
historic tombs, they continued to lord over people down through
the ages, all while weathering the ravages of time. Komoro is
definitely seeking to derive some sort of erotic appeal in these
unearthed tombs that he at times re-discovered by relying on
modern satellites’ recognition abilities.

《横たわる風景》Lying Landscape
2016 / Oil on canvas / 227.3×363.3cm

Photo:Ken Kato

《人々とそれぞれの見る風景》People and the Landscape, They see
2017 / Oil on canvas / 220.0×290.0cm Photo:Shinya Kigure

《 Town 》2016 / Oil on canvas / 130.3×194.0cm

《 Lying Things 》2016 / Watercolor on wood / サイズ可変 / dimensions variable

Photo:Ken Kato

《人と風景》Person and Landscape
2013 / Oil on canvas /181.0×227.0cm

《古墳と建物》Tumulus and Buildings / 2014 / Oil on canvas / 227.0×181.0cm Photo:Ken Kato

《田園風景》Rural Landscape
2013 / Oil on canvas / 72.7×91.0cm

「TWS-Emerging 214 Landscape and Still Life」Tokyo Wonder Site Shibuya 2014

Photo:Ken Kato
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