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KAMIMURA Takahiro

Miami – Why Wastefulness is Sculpture

マイアミ ─「なぜ無駄は彫刻か」
よく知られているようにボードレールは「なぜ彫刻は退屈か」とい

マイアミの生活で求められるのは実質的な機能ではない。未来

As is well known, Charles Baudelaire wrote a text entitled “Why

What is required for life in Miami is not any practical function. Nor

への希望でもない。必要なのは、世界にかさばるだけのものとし

Sculpture is Boring.” The problem with this text, which is itself

is it any hope for future. What is needed is consideration and kind-

文章を書くときに気をつけなければならない事だが）退屈なこの

て、なお存在しつづけるものたちへのいたわり、やさしさである。

boring—something unusual for Baudelaire, and something we must

ness for things that exist simply to bulk the world. To be is to accept

文の欠陥は「退屈とはいかなることか」という根本的な問いにこの

そもそも存在することはそれだけで傷を受け入れることである。存

all be careful when writing texts like these—is that it does not an-

being hurt. Existence is a passion. That is why everything that exists

文が答えていないことにある。すなわち一見、豊かさの条件とも

在とは一つの受苦である。だから存在するすべてのものは欠陥を

swer the fundamental question of “what is boredom?” Baudelaire

has some kind of flaw or deficit. To exist is in itself a defect. And it is

聞こえそうな、多種多様な視点が彫刻にあることがなぜ退屈なの

もち、また欠損している。存在するとはひとつの瑕疵である。この

never quite explains why the fact that a sculpture encompasses a

in the surplus that is added to take care and enwrap such defects that

か（それが退屈だとボードレールはいう）
、ボードレールは答えて

瑕疵をいたわり、くるむもの、こうして、さらに付加される存在＝余

wide variety of perspectives should lead to boredom (and he claims

“Mono no Aware (the pathos of things)” is found.

いない。したがってこの文自体が、彫刻の退屈さにさらに別の視

剰にこそ「もののあはれ」が宿る。

it does)—when upon first look, this fact seems to rather constitute

To be sure, the blue sky of Miami is absolutely buoyant. But nothing

点を加えた冗長なものになってしまっている（つまりボードレール

なるほどマイアミの青空は楽天そのものだ。がもっとも楽天的なも

the conditions for richness. Consequently, his text itself becomes a

is more heart-wrenching than utterly optimistic things. The dolor-

自身の定義によって、彼の文もまた退屈だということになる。
（この

redundancy which adds yet another perspective to the boredom of

のほど痛ましいものはない。底なしの青空の痛ましさ。

ousness of a bottomless blue sky.

sculpture. In other words, Baudelaire’s text is also boring, according

罠に嵌らないためにも今後、彫刻論を語ろうとする者はこの文を

If one were to discuss Kamimura’s work formally, the problem

上村卓大の作品を形式的に論じるならば、外装の転写がなぜ

to the very definition he presents (in order to not fall into the same

can be summarized in the issue of why the mapping of the exterior
cladding becomes transformed into existence (the filling up of the

う一文を著している。ボードレールにしては例外的に（このような

安易に引用するのは避けるべきだろう）
。

存在（内部の充填）に変換されうるか、という課題にも集約されよ

trap, one should restrain from citing this text too easily when trying

が、彫刻が彫刻であるのは、まさにこの冗長さにこそある。冗長を

う。なるほど内部の充溢＝マッスとは暗闇（バミューダトライアング

to theorize sculpture).

interior). Indeed, internal mass is nothing but darkness (the Bermu-

反復と読み替えれば、ロザリンド・クラウスの彫刻論とも繋がりうる

ル）である。これは視覚性に翻訳されえない。が、その欠損＝傷

However, it is none other than this very redundancy that makes

da triangle). It cannot be translated into visibility. However, as its

が、それで何かが了解できると考えるのは早計だ。

は、外装の傷として反復されるうちに、確実にその暗闇も増幅さ

sculpture a sculpture. If “redundancy” is rephrased as “repetition,”

deficit or hurt becomes reiterated as exterior wound, the darkness

one could even connect the argument to Rosalind Krauss’ writings

also becomes decidedly amplified. This is because darkness is what

on sculpture, though it would be too hasty to think that this would

makes the surplus of repetition possible in the first place. In other

aid any kind of comprehension.

words, it is the unattainable Caribbean.

The essence of sculpture is in the existence of things—anyone

Not to quote “Ratso” from Midnight Cowboy, but there are some

would probably agree to this preposition. But, “what does it mean

things that can’t be understood if you don’t go to Miami—that the

れていく。反復その余剰を可能にするのがこの暗闇だからだ。す
彫刻の本質は、事物が存在することにある。これは衆目の一致す
る事柄だろう。では「事物が存在するとはどういうことか」
。この問

なわち到達できないカリブ。
「真夜中のカウボーイ」のラッツの台詞ではないが、マイアミに行

いの答えはこの問いが「事物は何のために存在するのか」という

かないとわからない事柄がある。世界は満ち溢れすぎていること。

問いによっては決して充分な答えが得られないことによって示唆

だから死は怖れるに足りないこと。その過剰を受け入れることがで

されている。つまり彫刻はいかなる役にも立たない。ただただ余剰

that things exist?” The answer to this riddle is implied in the very

きるならば、人間には純粋な愛が成立しうること。つまり個々の事

world is too filled up; that therefore death is nothing to be scared of;

fact that it cannot be satisfactory answered through the question

として存在している。

that if one can accept this excess, humans can establish pure love;

物の属性へのフェティッシュな愛着は本物の愛とはいえないこと。

“what do things exist for?” In other words, a sculpture does not

and that fetish attachment to the attributes of individual things can-

マイアミにいけばわかること。たとえば絵画を通してだけ、ポップ

serve any function. It merely exists as a surplus.

not be called real love.

アートに接するならば必ず勘違いするだろうこと。ポップアートとは

Takahiro Kamimura says that the concept of his work is “Carib-

The things you understand once you go to Miami. For instance,

bean in sculpture” (note that it is not “Caribbean sculpture”). Need-

things about Pop Art that one would definitely misunderstand if one

less to say, Caribbean art was what Baudelaire placed at the core of

only sees them through paintings. Pop Art is essentially a problem-

his aforementioned treatise on sculpture. But this, the French poet

atic of sculpture. It is not a problem of images. It is an issue concern-

claimed, “is buried in ancient darkness,” and “therefore, it is equally

ing the kindness (broad-mindedness) of the exterior cladding that

difficult to become well-versed in sculpture, as it is to make bad

consistently bulks out the world. It is an issue of benevolence that

sculpture.” Sculpture, in other words, becomes redundant by con-

accepts the existence of beings that are nothing but surpluses.

上村卓大は彼の仕事のコンセプトは「彫刻におけるカリブ」
（※
「カリブの彫刻」ではないことに注意）だという。いうまでもなくカ

本質的に彫刻の問題群である。それはイメージの問題ではない。

リブの芸術はボードレールが前出の彫刻論の核に位置づけてい

それはひたすら、かさばるだけの外装というやさしさ（懐の深さ）

たものだ。だが「それは太古の暗闇に埋もれており」
、
「ゆえに彫

をめぐる問題群である。ただただ余剰なだけの存在がなお存在

刻というものに通暁することも、下手な彫刻をつくることも同じように

すること、を受け入れてくれる博愛の問題である

困難である」。いいかえれば、このカリブの芸術をひたすら（接近

もはやいかなる必要もなく、ただただ余剰（かさばるだけ）の存在、

することができず）取り巻くことにおいて彫刻は冗長になる。それ

さらにそれを増殖させていく事物たち（その代表はいうまでもなく

が彫刻の存在論となる。

sistently circumvoluting (without really approximating) Caribbean

人間であり、その生活である）
。これを許す（断固として美学で

The existence that do nothing but bulk without any necessity, and

art. This is the ontology of sculpture.

したがって、われわれは（上村卓大にしたがって）彫刻のありう

things (needless to say, humans and their lives are the epitome of

はなく）倫理とは何か。

It is because of this that we can (following Kamimura) liken sculp-

such things) that aid the proliferation of such surplus beings--what

べき存在様式をマイアミに喩えることができよう。カリブ海に面し、

上村卓大の仕事は、その意味でジョン・チェンバレンの系譜にあ

ture’s form of existence to Miami. The city of perpetual summer that

kind of ethic (and absolutely not aesthetics) can allow this?

カリブ（あるいはバミューダトライアングル！）を怖れつつも、カリブ

る。能天気すぎる（だから終わりなく繰り返す）受苦。痛みを許

fears yet yearns for the Caribbean (or the Bermuda triangle!) that it

In this sense, the works of Takahiro Kamimura belongs to the ge-

faces. This has always been the place where people hope to be at

nealogy of John Chamberlain. An all-too-optimistic (and therefore

the end of their lives. But this city is in no way a heaven on earth. It

endlessly reiterating) passion. A (vast) carefree abandon that accepts

is a paradise that accepts even those who have acquired their extra

pain, and the courage that embraces trauma. He continues his work

pounds—the endpoint of food satiation in our civilization. It is a

as a Miami.

に憧れる常夏のマイアミ。人が生を終えたいと願うのは決まってこ

容する（広大な）呑気。そしてトラウマを抱擁する勇気。彼はひと

こである。だが決してここは天国ではない。そこは贅肉だらけの

りのマイアミとして仕事を続ける。

人間をそれでも受け入れてくれる楽園である。文明の豊満飽食
が行き着く場所。自分自身の存在を持て余し、かさばるだけの存
在の悲哀に最後までつきあわなければならない人間たちが集ま
る寛大な場所である。

おかざき乾じろ

place of generosity that gathers human beings who don’t know what
to do with their own existence anymore, but must keep company
with the woe of their bulky beings.

Kenjiro Okazaki
Translated by You Nakai
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