Ayano Nanakarage
七搦綾乃

「微細な命の製作室」
伊東敏光（広島市立大学芸術学部教授）

七搦綾乃の製作室には、多数の乾燥した野菜や果物

今日の現代美術の展開は、否定や批判に支えられて

が整然と並んでいる。そのほとんどは元の形が想像

成立している。それは新たな価値や美意識を生み出

出来ないほど乾燥しきっているが、それら一つ一つ

すための重要な方法論であるが、七搦の作品にはそ

が発する微細な生命力が部屋全体に漂っていて、静

の否定や批判が感じられない。あらゆるものを自然

かな森の中にいるような感覚に襲われる。

物と同じ様に受け入れながら作品を展開しているよ

七搦の木彫は、彼女の製作室にある様々な自然物を

うに思える。彼女にとっては、アカデミックな彫刻へ

モチーフにつくられていく。バナナの茎、生姜、椎茸、

の信頼や伝統技術の踏襲もまた、自然物と同じ様に

大根、白菜、輪切りのパイナップル、カカオマス。

愛おしいものなのであろう。

名前の分からない花、魚のひれ、etc。作品は、その
資生堂ギャラリーでの展示風景、2016 撮影：加藤健
Exhibition view at Shiseido gallery, 2016 Photo by Ken Kato

カラカラに乾燥した物体を忠実に模刻することを基

七搦の作品の魅力を表象するものとして「色気」があ

本につくられていて、ある時はバナナの茎に布が掛

る。乾燥したバナナの茎の形状から何故そのような

けられ、ある時は異なるものが組み合わされ、ある

形容が出て来るのか感想を述べる私自身戸惑うが、

時は何倍にも大きくなり、またある時はそのままの形

彼女の作品に触れた後、改めてバナナの茎を見れば、

と大きさで、樟や桜の木を材として彫刻される。

きっと誰もがそこに「秘めた色気」を感ずるのではな
かろうか。現代美術の役割に新たな美意識の創出が

2016年の春に shiseido art egg 展として資生堂ギャラ

あるとすれば、彼女はその才能に恵まれた彫刻家で

リーで開催された個展は、七搦の現代作家としての

ある。乾燥しきった生姜や椎茸から秘めやかな色気

特異な立ち位置を示す展覧会となった。豊かな自然

を引き出すなど、誰にでも出来ることではない。そこ

に囲まれた鹿児島県の溝辺町で生まれ育った七搦は、

には日用品を芸術に変えたマルセル・デュシャンの眼

高校から彫刻をはじめ、オーソドックスな手法で人

差しにも似た、七搦の視線が見えて来る。

体塑像をつくっていたが、大学（芸術学部彫刻専攻）
入学後に木彫をはじめ、対象も人体から植物へと移
行していった。資生堂ギャラリーでの個展は、七搦
の幼少期からの自然に対する眼差しが木彫という表
現に投影され具現化されたもので、日本の伝統的木
彫道具と技法で制作されたそれらの作品は、
「時代を
切り開く先進性」を求める企画側の意図の中で、控え
めでありながらも強固な存在感を放っていた。

Microcosm Atelier
Toshimitsu Ito (Professor, Faculty of Art, Hiroshima City University)

Arranged in orderly fashion, Ayano Nanakarage’s atelier
houses an array of dried vegetables and fruits. While

traditional wood carving tools and techniques her works
are imbued with a strong presence and conceived as a

most of them are so shrivelled that their original form
is vaguely discernable, they individually radiate such
vitality throughout the entire room that the visitor is at

means to pursue a “cutting-edge innovative spirit.”

once overwhelmed with the sensation of being in a silent
forest.

by a sense of denial and a critical attitude. While such an
approach is essential in forging fresh values and a new
aesthetic sense, one does not feel this sense of denial or
criticism of the past in Nanakarage’s work. It seems as
though her works evolves all while equally accepting
everything as a natural object. For Nanakarage, her
adherence to academic sculpture as well as her emulation
of traditional techniques is equally as treasured as natural
objects.

Nanakarage’s wood sculptures are crafted using motifs
found in the various natural objects in her atelier. Banana
stalks, ginger, shiitake mushrooms, Japanese radish,
Chinese cabbage, pineapple rings, cacao mass, and not
forgetting the flowers whose names I don’t know, fish fins
and so forth. To create her artworks she carves directly
into her collection of shrivelled objects; at times she
hangs a piece of cloth onto a banana stalk, at other times
by using different combinations. Sometimes the natural
objects are multiplied, while in other cases she sculpts by
leaving the shape and size as it is, carving directly, for
example, from a camphor or a cherry tree.

The prevailing trends in contemporary art are underpinned

Nanakarage’s solo exhibition at the annual Shiseido Art
Egg in the Shiseido Gallery in the spring of 2016 exposed
her unique standing as a contemporary artist. Born in

Nanakarage’s works exude a certain “erotic attraction”.
I myself am somewhat perplexed as to why such a
description comes to mind on looking at a shrivelled
banana stem. And yet, I’m sure that anyone who once
again observes a banana stem after experiencing her
work will be struck by its “hidden erotic attraction.”
Should there be a role for creating a new aesthetic sense
in contemporary art, Nanakarage is a sculptor blessed
with the talent required for such a role. Not every artist

Mizobe-cho in Kyushu’s Kagoshima Prefecture, she was
raised surrounded by nature’s bounty. She started making

is capable of extracting hidden erotic appeal from dried
ginger or shiitake mushrooms. Nanakarage’s talent comes

sculpture during her high school days, carving statues of
the human body using orthodox methods. Upon entering
university (Faculty of Sculpture in the Art Department),
however, she began sculpting with wood, concurrently

into focus: Her ability to transform everyday objects into
art is reminiscent of Marcel Duchamp’s approach to his
readymades.

shifting her focus from the human body to the world of
plants. Her exhibition at the Shiseido Gallery represented
Nanakarage’s focus on nature from her early years as
expressed through her woodcarving. Despite being
unostentatious, those works she created using Japanese
《小さな洞窟》
ドローイング 2017
石膏、鉛筆 / 10 × 12 × 3cm
a small cave, Drawing, 2017
Plaster, Pencil / 10 × 12 × 3cm

《小さな洞窟》2017
樟（くす）/ 40×32×30cm
a small cav 2017
Camphor tree / 40×32×30cm

《沈没する船、死んだコンドル、からまった旗》2017
樟（くす）/ 180×150×80cm
Ship Sinking, Dead Condor, Tangled Flag 2017
Camphor tree / 180×150×80cm

2009
ウレタンフォーム、合板、ポリエステル樹脂、ファイバーグラス、ウレタン塗装

polyurethane,plywood,polyester resin,fiberglass,urethane coating
6 ʼ 1 × 18 1/8 × 2 1/4
2009
ウレタンフォーム、合板、ポリエステル樹脂、ファイバーグラス、ウレタン塗装

《 rainbows edgeⅠ》2015
樟（くす）/ 125×75×30cm
rainbows edge I 2015
Camphor tree / 125×75×30cm

polyurethane,plywood,polyester resin,fiberglass,urethane coating
6 ʼ 1 × 18 1/8 × 2 1/4

《 rainbows edgeⅢ》2016
樟（くす）/ 51×156×70cm 撮影：加藤健
rainbows edge IIl 2016
Camphor tree / 51×156×70cm Photo by Ken Kato

《 rainbows edgeⅡ》2015
樟（くす）/ 25×140×60cm
rainbows edge II 2015
Camphor tree / 25×140×60cm

2009
ウレタンフォーム、合板、ポリエステル樹脂、ファイバーグラス、ウレタン塗装

polyurethane,plywood,polyester resin,fiberglass,urethane coating
6 ʼ 1 × 18 1/8 × 2 1/4

《 rainbows
edge Ⅳ》2016
2009
樟（くす）/ ウレタンフォーム、合板、ポリエステル樹脂、ファイバーグラス、ウレタン塗装
60×118×63cm 撮影：加藤健
resin,fiberglass,urethane coating
rainbowspolyurethane,plywood,polyester
edge IV 2016
ʼ 1 ×/ 18
1/8 × 2 1/4 Photo by Ken Kato
Camphor 6tree
60×118×63cm

2

3

1.
《 rainbows edgeⅠ》
ドローイング 2016
紙、鉛筆、インク、アクリル絵の具 / 38×27×2cm 撮影：加藤健
rainbows edgeI, Drawing, 2016
Paper, Ink, Pencil, Acrylic paint / 38×27×2cm Photo by Ken Kato

2.
《 rainbows edgeⅡ》
ドローイング 2016
紙、鉛筆、インク、アクリル絵の具 / 38×27×2cm 撮影：加藤健
rainbows edgeII, Drawing, 2016
Paper, Ink, Pencil, Acrylic paint / 38×27×2cm Photo by Ken Kato

3.
《 rainbows edgeⅢ》
ドローイング 2016
紙、鉛筆、インク、アクリル絵の具 / 38×27×2cm 撮影：加藤健
rainbows edgeIII, Drawing, 2016
Paper, Ink, Pencil, Acrylic paint / 38×27×2cm Photo by Ken Kato

4.
《 rainbows edge Ⅳ》
ドローイング 2016
紙、鉛筆、インク、アクリル絵の具 / 38×27×2cm 撮影：加藤健
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4

rainbows edgeIV, Drawing, 2016
Paper, Ink, Pencil, Acrylic paint / 38×27×2cm Photo by Ken Kato

《 Non sine solo iris.（太陽無くして虹は無し）
Ⅰ》2016
紫檀（したん）/ 4.5×4.5×1.3cm 撮影：加藤健
Non sine solo iris. I 2016
Red sandalwood / 4.5×4.5×1.3cm Photo by Ken Kato

《 Non sine solo iris.（太陽無くして虹は無し）
Ⅱ》2016
槐（えんじゅ）/ 4.5×4.5×1.2cm 撮影：加藤健
Non sine solo iris. II 2016
Sophora / 4.5×4.5×1.2cm Photo by Ken Kato

《 Non sine solo iris.（太陽無くして虹は無し）
Ⅲ》2016
樟（くす）/ 29×140×19cm 撮影：加藤健
Non sine solo iris. III 2016
Camphor tree / 29×140×19cm Photo by Ken Kato

七搦綾乃
鹿児島県まれ、広島在住

1987
2009
2011
個展
2016

2012

広島市立大学芸術学部美術学科彫刻専攻卒業
広島市立大学芸術学研究科彫刻専攻修了
「第10回 shiseido art egg 七搦綾乃展」
（資生堂ギャラリー、東京）
「Children see, children do.」
（広島芸術センター、広島）

グループ展

2017

「Cosa cʼè? −形の根拠を探して−」
（DISEGNO ASSOCIAZIONE PER LE ARTI
CONTEMPORANEE、マントヴァ、イタリア）
「Rainbow/ 虹」
（広島芸術センター）

2016

「Seeing the Unseen」
（ギャラリー桜林 / ミヅマアー
トギャラリー共同企画展、常陸国出雲大社、茨城）
「VIA ART」( 広島芸術センター )
「子猫を一匹飼っている」
（SpaceDOT 、釜山、韓国）
「対馬アートファンタジア 2016」
（元対馬市立久田小
学校内院分校、長崎）
「第52回神奈川県美術展」
（神奈川県民ホールギャラリー）
「特別 G セレクション Cosʼè lʼArte?
【Prologo】− confine −／なにがアートなの ?
【序章】−境界−」
（ギャラリー G、広島）

《オーロラ》2016
桂 / 9×11×7cm
Aurora 2016
Katsura tree / 9×11×7cm

GALLERIA DISEGNO（イタリア）での展示風景、2017
Exhibition view at GALLERIA DISEGNO(Italy), 2017

Ayano Nanakarage
1987
2009
2011

Born in Kagoshima, japan
BFA in Sculpture, Hiroshima City University, japan
MFA in Sculpture, Hiroshima City University, japan

Solo Exhibitions
“shiseido art egg vol.10 Ayano
2016
Nanakarage”Shiseido Gallery,Tokyo
“Children see, children do.”Hiroshima Art Center
2012
Group Exhibitions
2017
“Cosa cʼè? − Look for evidence of shape −”
DISEGNO ASSOCIAZIONE PER LE ARTI
CONTEMPORANEE, Mantova Italy
“Rainbow” Hiroshima Art Center
“Seeing the Unseen” gallery ohrin, Ibaraki
2016
“VIA ART” Hiroshima Art Center
“I have a kitty cat. ” SpaceDOT, Busan, South
Korea
“TSUSHIMA ART FANTASIA 2016” Tsushima
Municipal Kuta Elementary School ,Nagasaki
“THE 52nd KANAGAWA ART EXHIBITION 2017”
Kanagawa Prefectural Hall
“Special G Selection Cosʼè lʼArte?【Prologo】”
Gallery G, Hiroshima
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