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one-manshowatFlagstaff，Arizona，Januaryl9‐February20，2000.
2000年１月19日から２月20日にかけてアリゾナ州フラッグスタッフで開催した
第１回個展のための案内状／絵葉書の表裏両面。
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2000年１月19日から２月20日にかけてアリゾナ州フラッグスタッフで開催した第１回個展の展示状況。
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Masahide Kobayashi
Works In The USA July-December 1999
At The Former Hidden Beauty Gallery
17 N. San Francisco St.
Flagstaff. Arizona
3rd floor (rear)

Appropriately located at the former Hidden Beauty Gallery, there is an exhibition of very
special art by Masahide Kobayashi, visiting research scholar at NAU and Professor of Art at
The University of the Ryukyus, Okinawa, Japan. Hidden beauty in everyday objects, subtle
humor, powerful statements on life and humanity - Masahide works magic in his art. The
remnants of a tire retrieved from Highway 84 near Abiquiu, New Mexico in a dangerous
snatch and grab dance with traffic become a shredded line of unusual shape and color running
the length of the gallery floor. Door knob plates and driftwood are transformed into a deer
skull rivaling the beauty of any Georgia 0' Keeffe painting. \iVorking late into the night,
Masahide records the sound of passing freight trains for use on his cabinet drawer train. In
the center of the ceiling a massive mobile of eagle and an authentic Ojibwa stone ax twirl
round and round to the music of pow-wow dancers that wife Keiko recorded live on location.
I first met Masahide when he came to me with an usual request. He was looking for
cotton. My "off the top of my head" response was, "Did you try \iValgreens ?" In spite of
language differences, it became apparent that he was looking for the real thing. On a
subsequent trip to Phoenix, my wife Linda was able to locate a field and some cotton in our
quest to help. At that point, it was still unknown why we were drawn by some power to help
with this exhibit. Keiko would understand when I say that it may be past-life experiences.
Look for a dove of peace with a branch of sage in its mouth, but you'll have to look
carefully because appearances can be deceiving from different angles. On another wall, a big
horn sheep, upon closer inspection, is a driftwood / tire remnant collage. In the rear of the
gallery Masahide exhibits his Art History in Bottles and Objects. You' 11 find the first snow
of the year there along with a stunning visual melange of color and substance. King
Arthur's sword is buried in a stone in another part of the gallery. You are dared to remove
it. I joke with Masahide that if I did remove the sword, I don't want to be king. You'll
want to try it for yourself. I won't spoil the ending.
I was moved to tears by the simplicity and elegance of these works of art. vVhatever
your experience, it will be a good one because good art talks to your soul through your eyes.
January 19 through February 20
12-7 p.m. daily
except Tuesdays

Robert Miller

19 January 2000
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(略）

以前〔隠された美の画廊〕だったビルの一室を巧みに使って、日本の沖縄の琉球大学教授で北アリゾ
ナ大学の交流訪問研究員でもある小林正秀の非常に特異な美術展が開かれている。ありふれた物の中に

潜む隠された美、鋭敏なユーモア、生と人間性についての力強い表明－彼は作品の中で魔法を駆使
する。ニューメキシコ州アビキュー付近のハイウェイ84号線で、突っ走る車を横目におっかなびっくり
の引っ掴み踊りを踊って拾ってきたタイヤの破片は、会場の床いつぱいに走る不思議な色と形の切れ切
れに裂かれた線と成り、ドアの取っ手の金板と流木は、ジョージア・オキーフのどの絵にも見られるあ

の美しい鹿の頭蓋骨に変身させられている事1゜彼は、戸棚の抽き出し゛2で造った汽車に載せて鳴らす

ために、夜遅くまでかかって貨物列車の通過音を録音した。画廊の天井の真ん中には、鷲と本物のオジ
ブワ・インディアンの石斧を両端にぶら下げた重くて大きなモビールが吊り下げられていて、それが、
恵子夫人が現場で録音したパウワウ*3の踊り手たちの音楽に合わせて、くるくると回っている。

僕が初めて彼と会ったのは、彼がごくありふれた品物を捜しに僕の所へやってきた時だった。彼は、
コットン（綿）を捜していた。僕の「脳天気な」返事は、「ウォルグリーン*4に行ってみた？」という
ものだった。しかし、同じ綿でも、彼が捜していたのは本物の綿花だということが、やがてわかった。
その後しばらくして、妻のリンダがフイーニクスに行った折りに、彼女は綿花畑と、僕たちが欲しがっ

ていた当の綿花を見つけることができた。その時点ではまだ、なぜ僕たち夫婦が何かの力によってこの
展覧会を手助けするよう引き寄せられているのか、その理由がわからなかった。でも、もしも僕が、そ
れは前世の因縁だよと言ったら、恵子はわかってくれるに違いない。
鰐にセージ*5の小枝をくわえた平和の使者としての鳩を探して御覧なさい。でもそれは見る角度が

ずれると只の木片にしか見えないから、よく注意して御覧なさい。その向かいの壁には、大角山羊の頭
蓋骨が掛かっているが、これも流木とタイヤの破片のコラージュ（組み合わせ）で造られている゛1．
会場の奥の空間では、彼は、〈瓶とオブジェの中の美術史〉と名づけられたシリーズを展示している。
皆さんはそこに、素晴らしい色彩と物質のメランジ（混合物）に加えて、今冬の初雪*`までも見出す

ことだろう。別の所には、アーサー王の剣が、石の中に埋め込まれているか？。皆さんは、それを引き
抜いてみよ、と挑まれる。しかし僕は彼に、たとえ僕が剣を引き抜くことができたとしても、僕は王様

なんかにや成りたくないよ、と冗談を言ったものだ‘皆さんも抜いてみたくなるはずである。その結末
は．…それを僕がここで言ってしまうと、ぶち壊しになるので、それは言わないでおこう。

僕は、彼の作品が持っているその簡潔さと優雅さに、涙が出るほど感動した。皆さんの体験が、僕が
したのと同じ感動体験になるかどうかはわからないが、でも、佳い芸術というものは、目を通して魂に

語りかけるものなのだから、皆さんの体験だって、きっと素晴らしいものになるはずだ。
(略）

2000年１月19日ロパート・ミラー*８
１２３４５６７８
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第２部ｐｐｌＯ～11参照。
正確にはミシンの抽き出しである（第２部ｐｐｌ２～13参照)。
特に大平原部のアメリカ・インディアンの大舞踊祭（第２部ｐｐ６～７参照)。

アメリカのスーパーストアー・チェーン。（この綿花に関しては、第１部ｐｐ５４～55参照）
アメリカ・インディアンが御香として使う、好い香りのする荒野の植物。（第２部ｐｌ参照）

第２部pl4参照。
第３部ｐ､24参照。

ｐ８０「むすびに」参照。
－５９－
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北アリゾナフに学竺◎つ三芒万fE石〕千参己司ニテ『ﾗﾝﾊﾞｰｼﾞｬｯｸ｣庇者アスペン・ハンセン
北アリゾナ大学学生新聞『ランバージヤック」2000年２月９日号４面

人的交流プログラム}ま、学生と研究者とでは違う。

専門分野で卓越した教員は、しばしばこの交流研究員プログラムに与かる゜北アリゾナ大学は、そう
した教員研究者も受け入れている。

小林正秀は、日本の沖縄県からやってきた。交流研究員プログラムの資金は、学外の財源か、受け入
れ大学が賄う。
－６０－
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その目的は、学園に専門家を招聰して当該分野における専門能力を創造、ないしは高度化することに
ある。小林は、自ら学外の資金を得、自ら本学を選択した。

彼は、３月15日の１時15分から２時半にかけて、本学のテレビ講座で特別講義を行なう予定になって

いる。彼はまた、当市中心街にあるビルの３階Ｃ室の（旧)＊〔隠された美の画廊〕で個展を主催中で
ある。＊(以下も含めて（）内は訳者補・訂正）
この個展は、水曜日から月曜日、正午から午後７時にかけて、２月いっぱい（20日までである）開か
れている。

彼は、資金を自分で賄って、自作品を展示することを決意した。
美術教官のヘレイン・マクレーンが語るところでは、彼はホピやナパホの先住アメリカ民族美術も研

究しているのだが、その研究や自分の作品制作をする問、本学は彼に学内住宅を（賃貸）供与している。
彼は美術史家で、その作品は、例えばモネのノートル・ダーム大聖堂の連作画や、ジャクスン・ポー
ラックの死や、パオロ・ウッチェルロの絵の一枚に描かれた逃げ出そうとしている馬の図などを含む美

術史上の巨匠たちの作品や逸話を抽象的に模したものである。（第３部ｐｐ,39～43,ｐ45,ｐ,25各参照）
殆どの作品が、がらくたや骨董のような、ありふれた日常品で造られている．
その－つである《海と浪裏富士》と題された作品は、乳白色の銀化層を持つ古い瓶で造られている。

この瓶を揺らすと（その白い模様が）まさにあの背景に富士山が描かれた葛飾北斎の絵（の波）そっく
りに見えてくるのである。また彼はこの作品で、瓶の蓋（にした竹筒の節の内側）を富士山の形に切り
抜いてもいて、これを光にかざすと富士山の輪郭が浮かび上がる仕掛けにもなっている。（第３部

pp30～31参照）
彼は、こうした名画を、子どものような眼で見、それを瓶や日常の品で造り変えるのが好きだと語る。
彼はまた、石に刺さったアーサー王の剣も模している。これを造るにあたり、彼は、（その刃に）「貴
殿は王に他ならぬ」と刻銘させた小さなナイフと、刃が刺さる程度の割れ目を持った石を用い、この石
を、蔓草と葉模様が（透かし）彫られた丸い金属盤の上に、ちょうど石の周りにこの模様が顔を出すよ

うに置いている。（第３部ｐ､24参照）
彼は写真家でもあり、その写真作品が（廊下の）壁に沿って掛けられている。それらは合州国中を旅
して撮られたもので、色彩が美しく、想像的な思考を観る人に引き起こさせる。（第５部参照）
彼のテレビ講義に関しては、美術科冠523-4612に問い合わせれば、より詳細な情報が得られる。

薑曇陸一豐堕
'

LEFT：Stillfromvideo“ＡＲＴ100／

ＲＩＧＨＴ：Artist,ｓＴａｌｋｆｏｒａｃｌａｓｓ

UnderstandingArt／McLain／
Marchl5，2000／ＮＡＵ－ＣＥＥ２１２.,,

ｌｅｄｂｙＳｈａｗｎＳｋａｂｅｌund（farright）

左：録画ビデオ「美100／美術概論／マクレーン
担当／2000年３月15日／於ＮＡＵＣＥＥ棟212

ａｔｔｈｅｓｈｏｗｒｏｏｍｏｎＦｅｈ２，2000．
右：2000年２月２日の展示会場でのシヨーン・
スケイブランド（右端）引率授業の学生た

番教室」からの静止画像。

ちへのアーティスト・トーク。
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EXHl8lr:Temporarly Iodgsd In the for·
mer HIdden Beauty GaDery space Is B
show of modsm art by NAU vIsIUng
scholar MasaJ1Ide KobayashI. a professor
of art at the UnIvamlty 01 the Ryukyusln
CXcinawa, Japan. The show will continua
d1rou{11 Feb. 20, Open noon to 7 p.m.,
eYBry day axcep11Uasdays. 17 N. san
Franclaco St 779-2943.

PhOlO b~ JBke BBcon/Arlzona DBlly Sun

Japanese arllst and scholar Masahlde Kobayashi Is pictured here In his exhibit space In the
old Hidden Beauty Gallery, 17 N, San Francisco SL. Suite 3C, Kobayashi's show Is open
noon to 7 p.m., Wednesday through Monday, until Feb. 20.

Japanese artist's first show a success
BVlisa Miller
Rare Editor

e speaks a lut of English, but hand-waving
alld gestures are still
necessary. No mattel: his art
talks for him, eloquently.
Masahide Kobayashi's solo
exhibition, "Works in the USA,
July-December," is housed in
the old Hidden Beauty Galler}'
space on NOl1h San Francisco
Street, downtown. Crafted from
a mix of found objects. antiques
and natural Items, Kobayashi's
art is at first glance starkly odd.
Scraggl)' bits of truck tire fes-toon a sJ{ull and a piece of wood
tnat looks like a skull. Sand,
gravel, cotton and barbed wire
are scattered on the floor, clustered around weights and
chains.
Is this a collection of junk?
Well, no, actually. It's more
like magic.
There is alchemy at work,
here. Kobayashi takes this disparate selection of stuff, and
fashions it into objects that look
like something else entirely.
"I am a scholar," he explained, talking about his life in
Japan. An art professor in Okinawa, Kobayashi's area of expertise is art history. which is to
say, he studies other people's
works.
"( write, write, write:' he
said, moving his hands in the
air as if writing .I,?~and across
a page. "l am t~ '1 want
to make my own stuff. "
And now,-here in F1a~taff, he
has. This is his first exhibit.

H

Kobayashi's works are like
those magaZine ads where the
image of a woman's face is rendered in a coUage of tiny photos; blue photos for her eyes, tan
ones for her skin tones, red for
Iter lips. Gathered logethel', the
pal'ts make a separate whole,
which, if you step back far
enough. is easy to see,
The result in Kobayashi's case
is that the skull-like piece of
wood really does look bke some
wild ungulate's head, with the
twisted bits of tire suggesting
the hqms perfectly.
A train made of wooden·
boxes, an old door knob and a
nutel'acker (among many othel'
things) looks exactly like a train,
and a cassette player provides
the sound of the whistle,
These tricks of perception are
fascinating, and the sulface deliJd\ts and surprises set a tone of
pfayfulness that pervades the
entire show. Kobayashi himself
helps with that, urging you to
play with the train, the eaRle
floating near the ceiling, the
sword in the stone, the bottles
full of color and light.
Al't History in Bottles and
Objects" is a series of pieces that
are another result of
Kobayashi's knack for pushing
us into new ways of seeing old
things. Each piece represents a
compression of a master artist's
work, with every detail simulating in some way a particulal'.
painting of that artist. The Impressionist Claude Monet, for
example. is represented in three
bottles, with the colors inside
reflecting the colors in Monet's
It

series of paintings of il cathedl·al. Objects in the bottles refer.
to othel' Monet works, such as
his paintings of poplars and
haystacks.
While his art is often whimsical, Kobayashi is addressing §edous stuff. Many of his pieces
iIIush'ate this country's problems with "seeing" when it
comes to racial equality and
perception,
One of three ~ieces about
Amel'ican People s History" is
particularly moving. Heavy
weights painted red, yellow and
black rest on the gallel'y floor.
surrounded by symbols of each
race's misfol"lune at the hands
of white people. Cotton plucked
from the plant for the black
weight; barbed wire and desert
sand for the yellow (l'eferring to
the internment of JapaneseAmericans durin~ World War
II); and sage Spl'1gs and earth
around the red. Twisted metals
connect these three to a central
set of hooks, with a white bar
above them.
It is a sobering experience to
look deeply at fills piece, picking up each weiJdlt to read the
words inscribe<f underneath,
and seeing so clearly the folly of
much of our collective past, and

CovarstuIY

5......•• _ , nbkk " ...,.... vr.wilb ...
'ACl3

local arts.

Am Cd ,,1nItL It MW . . . .Mr iii lidlCt C'lrM a ),ftlftkd. whett:
rtamFl3l.'Ibfr'I"i~ln p:u\1i.

'''''4 5
n:mM.~LJ~~~:trI""
"...k ..hila
paI'. ..........IClml!'·•.
allll

1l<1'.bl....

"'1l7

CalenclllPlllS
C.lcndoI.rc

c_ upbtr

llIIlr.ll<l)'lltll.*' ... ~ 10
bor 6..""••• paS" 7

Movies
R
af

Ebcl1 .. wicw...""'...... AIbt•.- _".., m1N...ric:ws
I..-Ico _ _•... "'... a_9

II

present.
That's what this exhibit is: a
chance to see and acknowledge
the beauty and sorrow in aU
things. Happily, Kobayashi indudes a healthy dose of magic
and generosity in his work.
There is always room for transf011llation in the world, whenever we are l-eady to pen:e.ive it.
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小林：ＣＡＴＡＬＯＧＵＥＯＦＴＨＥＷＯＲＫＳｌＮＴＨＥＵＳＡ１９９9-2001（Supplement）
『アリゾナ・デイリー・サン」発行別冊週刊タウン情報紙『フレア」2000年２月10日号11面

ノゴごﾆEカネ里･つ曰二本こノ、ヨーィホテ三三○つ＊刀イ固届昼
『ﾌﾚｱ』エデイターリサ・ミラー
彼は英語でよく喋る上に、手振り・身振りまで加え
る。しかしそれ以上に、彼の作品が、彼に代わって何
よりも雄弁に物語る。
小林正秀の『昨下半期の滞米中の作品』展は、当市
中心部のサン・フランシスコ通り北の旧〔隠された美

の画廊〕で開催されている。発見された物体（ファウ
ンド・オブジェクト）と古物（アンティーク）と自然
物が手仕事で組合わされた彼の芸術は、一見全く風変
わりなものである。

トラックのタイヤのギザギザに裂けた破片が、頭蓋
骨.！と、頭蓋骨のように見える木塊とを花網状に繋い
でいる。砂礫や綿花や有刺鉄線が、重りと鎖.堅の周囲
で房を成して床の上に撒き散らされている。
これは、がらくたのコレクションだろうか。そうと
も言えるが、実はそうではない。それは魔法にも似て、
それ以上の何かなのだ。
ここには錬金術が働いている。彼は、言わば鉄や鉛
や錫といった卑金属を選り集めて、それを全く別の何
かに見える物へと、つまり黄金に造り変えてしまうの
だ。
彼は自分の日本での生活を語る中で「僕は学者だ」
と説明した。沖縄の大学で美術の教授をしている彼の

専門は美術史で、言うならば彼はこれまでずっと、他
人の作品を研究してきたわけだ。
「僕は譜いて、書いて、書いた」－と、彼は、ま
るで一頁分を速記風にではなく普通の書き方で書くか
のように手を宙に振って言った。「そして僕は思ったん
だ、『僕自身の作品を造ろう」とね｣。
そして今や彼は、ここフラッグスタッフの地で、そ
れを実現した。これは彼の最初の個展である。
彼の作品は、臂えて言えば、雑誌のグラビア広告の
写真を切り貼りしたコラージュのようなもので、女性
の顔を表わすのに、眼には青い色の、肌には茶色の、
唇には赤の写真を使い、その寄せ集められた全体を少
し離れた距離から見ると、ちゃんと顔に見えるという
類いである。
こうして、上述の頭蓋骨状の木の塊は、本当に野生
の有蹄類の何かの頭に見えるし、よじれたタイヤの破
片は、完壁にその動物の角に見えるのだ。
木製の箱と古いドア・ノブと胡桃割り人形（この他
にも沢山の品々が組み合わされている）でできた汽車
は、まどうかたなく汽車に見え、カセットテープ・レ
コーダーからは、汽笛の音まで響いてくるのである。
こうした知覚のトリックはとても面白いもので、そ
の外見の楽しさと驚きは、この会場全体を、遊び心で
充ち溢れさせている。しかも彼自身がそれに与って、
頻りと鑑賞者に向かって、その汽車や、天井からぶら
下がっている鷲や、石に突き刺さっている剣や、色と
光で満たされた瓶で遊ぶように勧めるのである。
〈瓶とオブジェの中の美術史〉シリーズは、古い物
を新しい見方で見るよう人に促す彼の技がよく発抑さ
れたもう一つの作品群である。各作品は、巨匠たちの

名作を、いろいろなやり方で、その細部に至るまで凝
縮してシミュレート（模）している。例えば印象派の
クロード・モネには３本の瓶が造られているが、それ
らはどれも、あの大聖堂の連作の色彩を内部に仕込ん
でいて、しかも瓶の中身には、ポプラや積み蕊といっ
たモネの他の連作に因んだ品々が封入されているので
ある翰劉。

彼の芸術は、このように、しばしば奇想天外な一方
で、対照的に重く深刻な問題も提起する。多くの作品
が、もしも鑑賞者が人種平等とその自覚に想いを致ら
しさえするならば、その作品を「見ること」によって、
我が国の諸問題が浮かび上がってくるのである。〈ア
メリカ民衆史〉と題された３点シリーズの中の一点は、
とりわけ感動的なものである。この作品は、白人から
災厄を被った三つの人種を表わす赤、黄、黒で塗られ
た三つの重りが床に置かれていて、その一つ一つが、
その色に対応する人種にまつわる象徴物で囲まれてい
るのである。例えば黒の重りには、畑から摘み取られ
た綿花が、黄色には砂漠の砂料と有刺鉄線が（これは
第二次大戦中の日系アメリカ人強制収容キャンプを想
い起こさせる)、また、赤にはセージ輻の小枝と土.6が
…･といった具合に。そして、ねじれた金属が、この
三つの重りを、先端の白い横柄を上にして吊り下げら
れた手鈎を頂点とする中央部へと繋いでいるのである。
つまりこの白い横柄は、この作品の他の全ての上に君
臨している。
この作品を深く鑑賞する－つまり、この三つの重
りの底に刻まれている言葉を読むために、それらを自
分の手で持ち上げ、そこに、我々が過去から現在に至
るまで成してきた愚行の数々をはっきりと見る－こ
とは、まるで酔いから一遍に醒めるような体験なので
ある。

あらゆるものの中に美と悲哀を見出し認める絶好の
機会、それがまさに本展である。幸いにも彼は、その
作品の中に、健康に良い魔法の薬少々と、寛大さとを
含ませている。世界には、我々がそれに気付く備えさ
え有ればいつでも見出しうる変容の余地が、常に存在
しているのである。
(駅注）

－６３－

１これも頭蓋骨に見える木塊である。第２部ｐｐｌＯ～１１
参照。

２鉤（フック）である。第１部ｐｐ５４～55参照。
３第３部ｐｐ３９～43参照。
４黄色く塗られた重りが入手できなかったため、これだけ
は金色に塗られたアイロンで代用している。また、砂で

はあるが．砂漠のそれではない。第１部ｐｐ５４～55参照。
５アメリカ・インディアンが御香として使う、アメリカの
荒野に生えている好い香りのする植物。

６土ではなく、大平原の植物や．スウィート・グラス（特

に大平原部のアメリカ・インディアンが御香等として使
う甘い匂いのする草）などである。
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MWdghf C'lIml1l(~nts un till'
histor\' III' mec nllntinns in till!
lInill·;1 Silltes. hut In 1II11'UVllr thl'
lIIl'aning in lhl~ wurk. it is
nC'C'l'ssarv tn sit un till! nunr aud
lake thl' ~('ulptun' npart. Thl'
1lI1'SSl~l' nrtlw .lrtmlrk is slmvlv
n'\·l·al~'d. likl' a rmvan!.
•
III his sl!ril!S -Art Hislm'\' in
Bllttks :Ulli Ohje('ts:' Knh;l\~lshi
filll'l! 11II1t1t·s with lessuns iii nrt
hisilln: which he I';lgl'rl" slmn's
willi ,:isilors. 'I\VII h,;IlI,;s IIUlkl'
I.. ilmh· I" Mark Hlllhkll. "hslra<'l
Expl1!ssiuuist plliuter. Till! h:U'llIl1uyof
Hothkns Culnrl'idd pUintiugs is ('uptun!cl
in tmnslu('cnt li(Jllicls. A twisl ill Ihis
sl'mningly serious artwork is ((>Und in tim
bottles cork. a cig;\rotte. Ilwing tn the
nrtist:.. hahit.ll.'; Mr, Kohnynshi t~plains,
FiJrtlwr run is fonnel nn the plucurd whie-h
lists the contents of the hott Ie a.<i very
l!nmnUIIl items such a.. All Sport drink.
Every sculpture :1I\d phntn in the
gallery is lulmled with mctiC'uluus
nttcntion to detail. ThiS d(ltnillw(!omo...
an integml pnrt of l~llch urt wurk. n... lilt:
viewer imagines, for instance, Nov. 15
fmm 0:00 to 6:00 when the artist loont
awake taping the lo'Ounds of the milrond
pa.<;sing his apartment. These sounds
now emanate rnnn n smnll tape
recorder housed in the the «!lox car" of
a small train sculpture called, "Night of
Santn Fe Railroad" (Mv lire in the USA
#7). Each visitor to th~ gnllery, young
and uld. is cnC'lIumged to pull the tmin
, around the room. Illaking the antique.

or

or
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showing above Artists Gallery

By Amy Modahl
lI pmws<., lIrlisl and art hislllri;tII.
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sculpture. Each visitor instantly he('lIll1es a
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gUide them In IlIIlch. IIlnvc. and
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nlll:millg. "cauty. hilo1ory. nmlnumy a
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いてあったりする。

彼が鑑賞者と分かち合うことを切に願う専門の美術史の授業内容で満た
す。例えば２本の瓶が、抽象表現主義の画家マーク．ロスコを讃えて捧
げられているが、あのロスコのカラーフィールド報の絵画のハーモニー
は、数層の半透明の液体の中に確と捉えられているのである。しかし、
一見、真面目に見えるこの作品にさえ、ある捻った譜譲が仕組まれてい
て、それは、栓の部分に、小林が説明する通りに、ロスコの喫煙の習癖
に因んだ１本の紙巻き煙草が供えられているのが見えるのである。しか
も、とても面白いのは、瓶の内容物まで表示した題名札で、そこには例
えば「オール・スポーツ」ドリンクといった、馴染みの品々の名前が書

ち現われて来るのだ。
〈瓶とオブジェの中の美術史〉シリーズでは、彼は、その瓶の中身を、

日本の美術家で美術史家でもある小林正秀は、1999年の後半に、作品
の発想を引き出したり、彫刻のための素材を見つけたり、写真を撮った
りしながら、アメリカを旅して回る日々を過ごした。彼は今、日本の沖
縄県に所在する琉球大学から有給休暇をもらって、北アリゾナ大学の交
流訪問研究員としての毎日を送っている。そして現在、彼は、フラッグ
スタッフの中心街の旧〔隠された美の画廊〕で２月20日まで作品を展示
し、人々とその成果を分かち合っている。
彼の個展は、一言で言うならば、ドクター．スース輩'の絵本の世界へ
の旅である。小林の優雅にも簡潔な写真作品と混合材からなる彫刻の
中で、ドクター・スースのそれと同じあの真面目さと譜諺とが激しく衝
突しているのである。会場を訪れた人には誰でも、彼と夫人が、その作
品の持つ意味や美や、関連する美術史や多くの笑いを引き出そうとして、
それらに直にさわり、動かし、体験するよう手引きするので、訪問者は
皆、直ぐに、単なる眼だけの鑑賞者に留まらぬ、作品への積極的な参加
者にさせられてしまうのである。
《重り（／重み／重さ)》と題された作品.塾は、合衆国の人種間関係
の歴史に関わった作品だが、その持つ意味を知るためには、床に座って、
自分でこの彫刻を解体する作業が必要になる。すると、作品のメッセー
ジが、まるでその労働へのご褒美ででもあるかのようにゆっくりと立

週刊タウン情報抵『フラッグスタッフーライブ！』2000年２月10日号10面

ｱｰﾃｲｽﾂ･ｷﾞｬﾗﾘｰの上の階での小林個展エイミーモドール

Ｔ可とし、う奏穿L託王、里匡且篝言

３色面が場と化して拡がる意。この２本に関しては、第３部ｐｐ４６～47参照。
４第２部ｐｐｌ２～13参照。
５（特に大平原部の）アメリカ・インディアンの大舞踊祭。
６原文の省略部分を補った正式な題名は、第２部ｐｐ６～７参照。
７鷲の姿を模倣する箇所も含んだフープ・ダンス（木の枝を曲げて作った２８
本もの輪を巧に操ってラコタの世界観を表現する踊り）である。

２第１部ｐｐ５４～55参照。

ｌアメリカの子どもなら誰でも一度は読んだことがあるという絶大な支持と
評価を得ている優れたナンセンス絵本作家の筆名。邦訳もある。

(訳注）

会場は、水一月の正午から午後７時まで開き、火曜日はお休み。場所
はサン・フランシスコ通り北17番地、アーティスツ・ギャラリーの上の
階の３Ｃ室である。

らと彼の作品についてもっともっと知りたいと思うように否応なくさせ
られてしまうのだから。

３０周年記念部族連合国際パウワウ*息の音は、《サウスダコタ州スタン
ディング・ロックのラコタの域、オアヒ湖畔のワクパラから、ダンスィー
スヘと舞い飛ぶ鷲》＊Gと題された彫刻の言わば伴奏で、その流木の滑ら
かな輪郭や航跡は、天井から吊り下げられているとはいえ、まさに大空
を自由に舞い飛ぶ鷲の姿そのものである。この彫刻は小林夫妻の友人で
ある鷲の舞秤の踊り手の優雅さを讃えて捧げられた。
小林夫妻は、この国で沢山の友人を見つけたようだが、その理由がよ
くわかる。というのも、彼も夫人も二人して、自分たちが経験したこと
や他の人々の生活ぶりや生き方に、とても感激し熱中する質なので、人
は誰でも、たちどころのうちに彼らの興奮と熱狂に引きずり込まれ、彼

されるのである。

積まれた小型テープ・レコーダーから今でも響いてくる。そして会場を
訪れた人は誰でも、老いも若きもこの古いドア・ノブを車輪にしてコ
ロコロ転がる骨董品の柚き出し製列車を、会場中、引き回すように励ま

車の音を寝ずに録音したのだ－などという姿が、鑑賞者の眼にまざ
まざと浮かんでくるのである。この音は、《サンタ・フェ鉄道の夜》
(私のアメリカ日記＃７Ｗと題された小さな汽車の彫刻の「貨物車」に

展示されている全ての彫刻と写真には、このような細部にまで神経質
なほど注意を行き届かせた題名札が添えられている。それは、こうした
明細が、作品と一体の切り離せぬ－部だからで、例えば-11月15日、
夜中の0時から朝の６時まで、この芸術家が、自分のアパートに届く列
テ詳汕○鈩弓尹缶○。ご固○司弓西国三○”【⑫三弓出固口、シ］竃垣ｌ岩・］（②巨弓］の曰⑩冒）
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Exhibitionannouncement／

Picturepostcardforthe
secondone‐manshowat

Flagstaff1Arizona，March
31‐April22，2001.

堂月鍾8段ﾛｴぞ

－６６－
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Ｉ

1nstallationviewolthesecondone-manshowatFlagstaffArizona,March31-April22,2001.
2001年３月31日から４月22日にかけてアリゾナ州フラッグスタッフで開催した第２回個展の展示状況。

－６７－
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AnOpeningCeremony

六幕の

ofSixActs

オープニング・セレモニー

Fb7Mtzsqhjdeα"dInjhoKb6qyqs/2ｔ

小林正秀・恵子仁捧ぐ

CharlotteBabcock

シヤーロット・バブコック

ＡｃｔＩ－ＴｈｅＧＱｔｈｅ７ｍｇ

第一幕

lnaghettqinagarage，

とある貧しい人々の楼む街の

somewhereinthemiddle

とある自動車修理場に

ofacity，agroupgathers

それは或る市のどこか、‐一群れの人々が集った

toremember

思い出すために

theancestors

サンドクリークで殺し殺された

whokilledandwerekilled

それぞれの祖先を

atSandcreek-anow

サンドクリーク－そこは遠く離れたコロラドの

unmarkedsiteonsome

とある牧場の

remoteranchinColorado・

今や何処とも印されぬ場所。

會集

ｙ・ノトー

まち

いずこ

FacesreflectmixedDNA

顔という顔が

ofmanygenerations-

幾世代にも亘って混じり合った遺伝子を映し出す

brownskmwithfreckles

－そばかすだらけの茶色の肌

lighterskinfoldingeyes，
risingoutofsharpboned

幾重もの雛が眼に覆い被さるもっと明るい肌
突き出た頬骨とがっしりした顎から盛り上がる
厚ぽつたい唇と団子っ鼻。

cheeksandchinsBlue，

青や茶や緑の眼が

brownandgreeneyes

拡大鏡のように焦点を結ぶ

focusasmagnifyingglasses
uponthecollapsedlodgepoles，

崩れ落ちた幕舎の柱の上に

therippedfabric

干上がった川の掴れ床のような

withbrightred

その布の真ん中の窪みを

spillingdownitscenter

鮮紅色が流れ下って行く

likeadriedcreekbed，

そして、旗竿の上'二

largelipsandbroadnoses

ＤＮＡ

また、切り裂かれた布の上に

7九六ｸ･P】

andthatflagstaff，broken

それは頂で折れ

atthetop，withtheburned，

焼かｵTてズタズタに引き裂かれた紅と白の

shreddedremnantsofred

縞の残欠をぶら下げている

andwhitestripes，

そのぼろ切れの、暗青色の端切れの中で

ｗｉｔｈｗｈｉｔｅｓｔａｒｓｔｒｙｍｇ

白い星々は輝こうと試みる.…のだが。

ｔｏｓｈｉｎｅｉｎａｐatch

これらの眼の全てが

ofdarkblue・Notalltheseeyes

必ずしもアメリカを出自とはしない

comefromAmerica，

或るものは沖縄から

あか

somecomefromOkinawa，

また或るものはドイツから、イギリスから、

Germany，England，Japan．

そして日本からやって来た。

－６８－
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;ｉｉｉ議蕊iｉ

ＴＯＰＬＥＦＴ：SignpostofSandCreek'００．ＴＯＰＲｌＧＨＴ：ＴｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｆｌａｇｏｆｆｅｒｅｄｏｎａｂａｎｋｏf
SandCreek・CENTERLEFT7BO1TOMCENTER：KeikoofferingEjsqh（Okinawandrumdance）
onthebank、ＣＥＮＴＥＲＲＩＧＨＴ：KeikoｐｉｃｋｉｎｇｕｐｔｈｅｓａｎｄａＢＯ１ＴＯＭＬＥＦＴ：UnfixedⅢhungand
spreadedcanvasof‘`SandCreekMassacre.,,ＢＯＴ｢ＯＭＲｌＧＨＴ：ApartialviewofI0SandCreek
Massacre,,,thebrokenflagstaffsuspendingtheaboveofferingflagripped，burntandstained
withtheabovesands・

コロラド州サンド・クリーク（左上：川名標識）の片岸で奉献した星条旗（右上)。同所でエイサー
(沖縄太鼓舞踊）を奉納し仲左・下中）砂を拾う（中右）恵子。《サンド・クリークの虐殺》の、木枠
から外して拡げ吊り下げた画布（下左）と、上記の砂で汚され焼かれ引き裂かれた上記奉献旗をぶら下
げた折れた旗竿部分（下右)。
－６９－
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第＝幕

"Wecalltheancestors-

開會

「我々は祖霊を呼び寄せる－全ての祖霊を」

alltheancestors,,，theShoshone

ショショーニの年長者が繰り返し朗唱する

elderchants，ｓｗｅｅｐｉｎｇｕｐ

握られた

ｗｉｔｈａｎｅａｇｌｅｗｉｎｇ

燃えるセージの一束から

ｓｍｏｋｅfromasage

立ち昇る煙を

bundleburninginhishand

鷲の翼で扇ぎ上げながら。

lnephemeralghosted

束の間の霊気の中で

いくh

air，theirscentascends

馨しい香りが

intoournostrils，curlinginto
ourearsandeyes，wrapping

鼻孔を這い上がり

aroundnervefibers

我々の知覚し得なかった

耳と眼に纏いつき

weneverknewwehad

神経繊維に絡みつく。

幾つかの修羅蕩は声高に物語られるが

Somebattlefieldsarerecounted

aloud，ｓｏｍｅｉｎｓｉｌｅｎｃｅ：

幾つかは黙して語られることもない。

Sandcreek，Hiroshima，

サンドクリーク、広島

TheBattleoftheBulge，

パルジの戦い

BosqueRedondqlwoJima，

ボスケ・レドンド、硫黄島

LittleBighorn，WoundedKnee，

リトル・ビッグホーン、ウーンディッド・ニー

TheTrailofTears，BearRiver，

涙の道、ベアー・リヴァー

トレｒ凡・オブ・テｆアーズ

TheBataanDeathMarch

そして、パターン死の行進。

Somuch，toomuchblood

数え上げた、たったこれだけの修羅場で

spiUedfortoolittle．

しかし、どれほどの数知れぬ血が流されたことか。

、巴

LEFT：ＢｅｎｎｉｅＢＬｅＢｅａｕＳｒ、flutteringaneaglewingfan・
ＲＩＧＨＴ：“WoundedKnee'，lookedthrough“SandCreekMassacre．

,，

左：鷲の翼の扇を扇ぐベニー.Ｅ・ルボー・シニア。

右：《サンド・クリークの虐殺》から見通された《ウーンディッド・ニール
－７０－
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第三幕

AnOkinawanEagleSong
joinstheghostsmudges

沖縄の鷲の歌が

sweeplngupmemorles

朝の飛翔の、また、島の光の

ofmorningflightpoflight

幾つもの思い出を掬い上げ掻き鳴らしながら

inalanｄｗｈｅｒｅｔｈｅｓｕｎｒｉｓｅｓ

そこは、生けるもの、死せるもの－全てのものの上に

ｏｎｅａｃｈａｎｄｅｖｅｒythingliving，ｎｏｔliving・Strings，

太陽が均しく昇る島.

threestrings1pluckedover

三本の弦が

astretchedsnakeskin

茶と黒と丹と柿渋色の斑Iごなった

烏の呼び聾

幻霊の懐し火を集める

弦が
あか

mottled,ｂｒｏｗｎ，black，

張られた蛇の皮の上で爪弾かれ

redandtanpullmelody

絡み合った思い出の絲から

fromthegutsofmemories、

旋律を引き寄せる。

ｓｏftwindoverchordsvibrate

絃絃を吹き渡る柔らかな風が

airwavessendingthem

辺りを波のように震わせ

soaring1spiralingintocenters，
Anotherinstrumentplayed，

その波を幾つもの中心へと巻き込むように舞い上げて行く。

butthistimemade

だが、これは

もう一つの楽器が示される

fromsoldiers，remains

打ち砕かれた島の上に

onaravagedisland：

兵士たちが残していった置き土産から造られた。

ｔｈｅｂｏｔｔｏｍｏｆａｎｕｍｂｅｒ

ナンバー･ﾃﾝ･キャン

コーヒー缶の底|ご

ｌＯｃａｎｏｖｅｒｗｈｉchparachute

落下傘の紐が差し渡され

stringsarestrungandtied

簡易寝台か掘っ立て小屋からでも引っこ抜かれてきたかのような

ontoawoodenneckfromacot，

粗末な棒の棹に括り付けられている

notbeautifulbutmakingsound，

美しくはないが、それでも音は出る

callingspiritsjustthesame．

聖霊を呼び寄せることができるのだ.

蕊蕊議

LEFT：KeikosingingⅢBaswi･ｎｕ･turwi-bushi,，,theOkinawaneaglesong，accompanyingherselfon
thesanshm，ｔｈｅＯｋｉｎａｗａｎｓａｍＪｓｅｎ

ＲｌＧＨＴ：KeikotalkingabouttheBattleofOkinawashowinganotherinstrumentkallka化I-sanshin、
パスヰヌトゥレ牢SEし

左：沖縄三味線の三線（サンシン）を弾きながらi中縄の鷲の唄「鷲の鳥節」を歌う恵子。
右：もう一つの楽器、カンカラ三線を示して沖縄戦について語る恵子。
－７１－
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第四幕一葬禮

AnHonorHarmonicapulled
fromapantspocket，isplaced
towhiskeredlipsandwavering
breathofanagingpaleface．
"TheRedRiverValley,，

葬而圏の口風琴が

becomestheremembered

mixtureofsandandblood，
fromcollapsingriverbanks
swirlingintoeddiesofmud
ACherokee，Irish，Dine

バモニカ

ズボンのポケットから引き出され
頬髭を生やした男の唇に当てられる

齢を加えた青白い顔から、息を震わせて。
「レッド・リヴァー・ヴァレー」
あか
緒い1可の渓一それは
欠壊して行く両岸の土手から
こなたかなた

此方彼方の泥の渦の中ﾊ､と巻き込みながら崩れ落ちて行く
混じり合った血と砂を思い起こさせる。
チェロキーも、アイリッシュも、ディネーーも

findsnotesinawoodenflute

その芯を鳥の骨、風切り羽の柄のように

shapｅｄｏｆｂｉｒｄａｎｄｂｏｎｅ，

reamingallintohollowness，

風が嘘る聖なる空洞に割り貫き
鳥と骨の形に整えた木の縦笛に

Holinesswithitsmoan・

その烏の馨、妙なる調べ、音そのものを見出す。

Threewomenappear

三人の女が

dressedinblackOkinawan

沖縄の黒い上下を身に纏って現れる。
あか
頭と腰に}ま朱い帯
あか
ふくらはぎiこも茜い脚絆を巻いて。
紅白のテープが巻かれた蟻を手に
－糸乱れぬ音律で

pantsandshirts，Sashed
withredaroundwaistandhead

andredleggingsaroundcalves、

Theyholdredandwhitestripped
stickswhichbeatonhand‐
helddrumsinmeasured

提げ太鼓を打ち鳴らす
今、我々の眼前に佇む
さなか

strikes，callin９，honoringall
thosewhofoughtanddied
beforeusnow-soldiers，
mothers，Code-Talkers，
children，resistancefighters，
babies，Kamikazepilots，
wrinkledwomen，warriors，

戦し】最中iご逝った全ての人々－兵士、
母、ディネーの暗号兵、
レジスタシス
子ども、地下抵抗運動の闘士、

bentoldmen，Marines．

呼び寄せ、敬いながら。

赤ん坊、神風特攻隊の飛行兵、
雛の寄った女、戦士、
腰の曲がった老人、海兵隊員
それら全ての人々を

OPPOSlTEUPPERFOUR：〔TOPLEFT〕RobertMillerplaying“TheRedRiverValley'，on
themouthorgan．〔ＴＯＰＲＩＧＨＴ〕BennieE、LeBeauSr、givingablowonaneagle-boneSun
DancewhisleoftheEasternShoshonis．〔BOT｢ＯＭＴＷＯ〕StephenMcCabe,ｔｈｅＤｉｎ６（Navajo)，
playingthefancyIndianfluteofhiｓｏｗｎｍａｋｉｎｇ
ＯＰＰＯＳｌＴＥＬＯＷＥＲＦＯＵＲ：Keiko〔ＴＯＰＲｌＧＨＴ〕，SaritaWatanabe〔BO1TOMLEFT〕，and
lkukoWatanabe〔BOT｢OMRlGHT〕perfomingElSHh,theOkinawandrumdance．
次頁上四枚組：〔左上〕ハーモニカで「レッド・リヴァー・ヴァレー」を演奏するロバート・ミラー。
〔右上〕東部ショショーニの太陽の踊りで用いられる鷲の骨の呼び笛を吹き鳴らすベニー・ルボー。
〔下左右〕自製の創作インディアン・フルートを吹奏するディネー（ナバホ）のステファン・マッケーブ。

次頁下四枚組：沖縄太鼓舞踊のエイサーを踊る恵子〔右上］と渡辺サリタ〔左下〕と渡辺いく子〔右下〕。
－７２－
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舞踏

あかロープ

Aredrobed，whitemaskedghost
dancer-asmear-appearsfrom

ゴ-－スト

緋0.長衣を着流した、白い仮面の死霊としての
ダシサー

おしろｂ】

踊り手ｶﾐｰ総身Iご白粉を掃き－－顕われる

darkness，movinginpainful
delibelation，shaking，vibrating、
Gasping，raspingbreathunsheathes

第五幕

闇の中から、病ましげに、そろそろと歩を進め

身を震わせて、揺さぶり喘ぎ。
1か

きしる微かな吐息が

itselffromholesinthemask・

仮面の鼻孔から漏れ出る。

Longflowingyellowwhitehair

流れ垂れた長く黄ばんだ白髪は

seemsfrozeninairyettangles
intorturedfingerswhichturn

法輪を回す捻じ曲げられた指の中で
縫れたまま

theWheeloftheLaw

凍りついたかのように

ちつ

beforeall-beforelodgepolea

全ての前で－丸木の柱、

massacredflag，teepeeremnantsfalL

躁MHされた旗、崩れた幕舎の残骸の前で。

Finallytheghostcollapsesbutripping
maskandredrobeoffashenbody
laysbeforeusgraywrithing
limbsandgrimacedface，Ared

仕舞には、その亡霊は

loinclothseepsontothegroin
ａｓａｗｏｕｎｄｆｒｏｍｄｅｅｐｗｉｔｈｉｎｔｈｅｓｅｅｄ

緋い樟は、痛みとして

テーヒー

ぐずお

仮面と緋衣とを蒼白の身力)ら剥ぎ取り頽れて
もがく苦悶の灰色のあばら骨と歪む顔を
我々の前に横たえる。
ふかで

内の奥の深傷から

Ａfterwallowingintears，ｔｈｉｓｇｈost

股ぐらに沁み出たものだ。

risesagainandreachesⅢclutches

涙の裡Iこのた打ち回り、果てに

theredrobe，lettingitdripfrom
itsheartthedanglingmask，

緋衣を掴み

decapitated，ｓｔａｒｉｎｇａｔｕｓｎｏｗ

斬られた首の仮面を心の朧からぶら下げて、今

ｗｉｔｈｒｕｂｙｅｙｅｓａｎｄｍouthSlowly

赤い眼と口で我々を凝視めつつ。

itdissolvesintodeepdarkness．

ゆっくりと闇の深淵Ｉご融けて行った。

この亡魂は再び身を起こし、手を伸ばし

ふかみ

*ButohisacontemporarydanceformofJapanrelatedtojVO/tTheEltre

l il

蕊
－７４－
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<▲Techaｎ（Tetsuakilmai）porformingButoh舞踏する哲ちゃん（今井哲明）
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第六幕

閉會

WithitsfirstJoud,poundingbeat,

最初の大きな弾む鼓動で

Shoshonedrumresuscitates

ショショーニの太鼓は

heartsstoppedcold，

冷えて停まった凍傷の心臓を

frostbittenfrommemory・

思い出から蘇らせる。

Phonemeschantedburn

次いで繰り返される歌声の音素が

newpatternsofrhythmonto

死にかけた脳に

oldbrainwaves，andlife

新しい律動の波型を焼き付け

shakenbreathesagain、

命が息を吹き返す。

と

Ancestors，tracesarenow

祖霊の痕跡は

askedtoleave，knowing

今や去るよう促される

lifewillneverbethesame，

新しい命は古い命と同じではないと識ったのだから。

Ｗｅｗｉｌｌｎｏｔｔａｋethisjourney

我々はこの道を

downthesepathseveragain

二度とは辿らない。

Newterritorycallsforth

新しい土地は

newmaps，newhorses，

新しい地図、新しい馬

newhandanewbreasts

新しい手と手、新しい胸と胸を召喚する

notcoveredwiｔｈｓｃａｒｓｏｒｐａｍｔ

もはや、傷や、出陣化粧や

ｏｒｓｈｉｅｌｄｓｏｒｍｅｄａｌｓ

盾や勲章や

ortearsorblood

涙や血ではなく

butwithpulsingflesh

新しい色彩、新しい色合いの

ofnewcolors，ｏｆｎｅｗｈｕｅｓ・

躍動する肉で覆われた胸と胸を。

Finallywecanburyourwounds，

我々は、終に

ourswordsdeepintotheearth

傷と貧りを地中深くlご埋めるだろう

toplouｇｈｎｅｗｆｉｅｌｄｓｉｎａｎｅｗｌａｎｄ．

新しい土地で、新しい野を耕すために。

べイン卜

つい

フモざ

4/2/０１

2001年４月２日

７７Ｍγ`陞伶芯Ｍｙ

手瞬;鰐,謡喜Lw
Lode

山個墜ルー

ＴＨｌＳＰＡＧＥ＆ＯＰＰＯＳＩＴＥＴＯＰ：ＢｅｎｎｉｅＥ・ＬｅＢｅａｕＳｒ，OfferingａＤＴｕｍａｎｄ
ＳｏｎｇｏｆｔｈｅＥａｓｔｅｒｎＳｌ]oshonisOPPOSlTECENTERLEFT：``TwoCheyenne
ChiefsEltSandCreek'’０ＰＰＯＳＩＴＥＣＥＮＴＥＲＲｌＧＨＴ：Ｔｈｅｉｎｓｉｄｏｏｆ“Ladde1・

ｏｆSpirit',ｌｏｏｋｅｄｕｐｔｏｔｈｅｔｏｐｆｒｏｍｔｈｅｂｏｔｔｏｍＯＰＰＯＳｌＴＥＢＯＴＴＯＭ：

`WoundedKnee，，＆ｔｈｅｅｎｄｏｆ‘`sandCreekMassacreM］ookedthroughthe

reverseoffallslikecanvasof‘LadderofSpirit，,

本頁と次頁上段：東部ショショーニの太鼓と歌を捧げるペニー・ルポ一次頁中段左：

《サンド・クリークの二人のシャイアンの族長》次頁中段右：根元から見上げた
《スピリットの梯子》の内側次頁下段：《スピリットの梯子》の曝布状mii布の裏側
から通し見た《サンド・クリークの虐殺》の尖端と《ウーンディッド・ニー》

－７６－
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ｲ士桂Ｈナーカ⑪らくＵ～画孑令小林の第２回個展ハイジ・フレーケ
週刊タウン情報紙『フラッグスタッフ・ライブ！』2001年４月19日号10面

日本の美術家で美術史家の小林正秀が、またもや独
企（たくら）みと術策で我々を魅了している。彼のこ

フラッグである｡`。彼のもう一つの才能は、本歌で使
われている表現媒体とは異なる別の媒体を通して著名
な芸術家の作品を新たに見直し、歌い直すという能力

の第２回個展は、当市東部の倉庫の２号仕切で４月２２

である。

創的な作品群を引っ提げて我々の前に再登場し、その

「僕は物を見る時、そこに何かを見、そして自問す

日まで開かれている。
昨年２月、彼は、彼一流の解釈に基づく日常品から

造られた奇妙な彫刻や写真や絵画を当市に紹介した。

るんだ、『ここから僕は何を思い出せるだろうか』って
ね｣。こうして彼は、言うならば収集したポスターがず

本展では、彼は更に、もう一つ別の系列のインスタレー

らっと貼ってある彼の頭の中の広告掲示板から、或る

ション作品も提出しており、それらは昨年の作品群と

一つのイメージなり、何やかやの仕掛けの妙案なりを
柚き出してきて、パブ□・ピカソやジョン・ケージや

同様に独創的で、且つ、アメリカ先住民の歴史に関わっ
た力強い表現を含んでいる。この個展には、彼のアメ
リカでの連作一〈アメリカ民衆史〉〈私のアメリカ
日記〉〈瓶とオブジェの中の美術史〉〈自由律俳句写

ジャクスン・ボーラックといった有名な芸術家の作品
を再創造するのである。と言っても彼は単なるコピー
をするのではなく、「それを異なる光の中で見る」こと

真〉及びく通常ならざる木枠と張りに拠る絵画〉が一

によって、その名作に似た別個の彼の作品を創り出す

体となって展示されている。

のである。

彼は1999年６月に日本から来訪して以来当市に住む

北アリゾナ大学の交流研究員で、現在沖縄の歴史を講
義している．】。
彼は、５年前、初めてアメリカを訪れた時、南西部
を旅するうちに何人かのアメリカ先住民と親交を結び、

彼の作品は、極めて創造的で、且つ、愛購と魅力に
満ち溢れている。皆さんは必ずや、この６番街東2109
番地の倉庫の２号仕切で開かれている彼の個展を訪れ
て美的な楽しさを満喫し、魅了されることだろう。詳
細は、缶523-7693まで問い合せされたし。

彼らの歴史に深い関心を抱いて、その悲しみと痛みの

物語を自分なりに解釈し表現する作品を創り始めた｡2．

(訳注）

倉庫に足を踏み入れた途端に、２本の松の丸木の上

１７月訪米前、沖縄で美術の歴史を講義していたのである。

に拡げて張られた赤く彩られた画布と、焼かれ引き裂
かれて垂れ下がるアメリカ国旗で構成された巨大な作
品が、否応なく眼に飛び込んで来る。これは、一種の
血にまみれた担架を表象しており、1864年にシヴィン
トン将軍がアメリカ先住民の－村全体を残忍に皆殺し

２最初の友人は、６年前（1995年）に妻が日本に招いたケ

にした゛3サンド・クリークの虐殺を象徴的に表現した

合ったホピの人々（第２部ｐＰ４～５参照）に関係する

ものである。

作品は、今展では《スピリットの梯子》（第１部Ｐ45〕

しかし彼の作品は決して、このように力強いの一点

ヴイン（ｐ６５訳注７，第２部ｐ､１，ｐｐ､６～７参照）で、
彼は今展の出品作の一つで主題としたウーンディッド・

ニー（第１部ｐｐ､46～47参照）で虐殺されたラコタ（スー）
に属する。４年前（1997年）の初訪米時に南西部で知り

と《稲妻の聖錘》（第４部ｐｐ８６～87）があるが、歴史

張りではなくて、同時に極めて奇想異風でもある。皆

の悲しみや痛みとは直接関連はない。

さんは、恐らく倉庫中の至る所で、様々に陰謀が巡ら
され術策の限りが尽くされた種々の彫刻を見出すこと

クの虐殺》（第１部ｐ44）の遠い淵源は、若い頃見た二

だろう。それらは皆、我々が日常生活でよく目にする

本の映画、『シャイアン』（邦題）とルルジャー・ブルー」

発見された物体や骨董品や自然物の、色々な寄せ集め

だが、残念ながら未だに、北方にせよ南方にせよシャイ

と取り合わせから造られている。

本文中で後述されている今展の中心作《サンド・クリー

アンの血を引く人とは出会っていない。

例えば、遠くから見ると普通のチェスの駒と盤にし

３シヴィントンは大佐。また、逃げ延び得た生存者も居た。

か見えないものも、近寄ってよく見ると、これが何者

４口ピン・ウイリアムス主演の映画でも知られる医師。現

の想像をも遇かに超えたチェスなのである。この《病

代の病院や医療の冷たさ・非人間性に疑問を持ち、自ら

院用チェスー式》は、「パッチ・アダムス｣.鋤のひねり

道化の衣装（パッチ）を着て患者を笑わせ楽しませる治

をチェスに織り込んだもので、四組の駒のセットは、

癒的医療を提唱・実践している。この作品は、デュシヤ

いずれも皆、何かの病状や障害からの回復訓練の性格
を付与させられている。例えば、重りや重い物の一揃
いは「ウエート・トレーニング」用であり、栓の付い
た瓶のその栓報の一揃いは「アルコール依存症からの
脱却」用、といった具合である。そして、ここで用い
られているチェス盤は、勝利を意味するチェッカード。

－７９－

ンや小野洋子尋に加えて、彼に対しても捧げられている。

５ガラス製の、ガラス瓶の栓や、それをゴム栓の台に埋め

込んだものである（第４部pp80～83参照)。
６チェスでの勝利は勿論、病気や障害との闘いにおける勝
利（回復／退院）の意味も寵めて、白黒市松模様の布で、

自動車レースのゴールで振られる旗を模している。
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むすびに
これで、私の国費在外研究とその後の自費研修の
(納税者・国民への説明責任としての）報告を終えるが、
この結びでは、先ず、本巣資料の中で若干説明が必要
なものについて説明し、最後に、その性格上資料に収

戦しなかった第２回展のClosingparty(閉会パーティー）
とその前後の経過について報告しておく。

ロバートの展評（ｐ58）は、彼が住むセドーナ（フ
ラッグスタッフから車で－時間弱の隣町）の新聞に掲
載すべく書かれ投稿するも掲載には至らなかった一文
である。彼は会期初日に会場を訪れて直ぐに、当時近

くに在った彼経営の民芸品店兼工房―彼はインディ
アン太鼓を主に製作する工芸家（且つ著述家）である
－に戻り、一気にこれを書き上げた。所謂マス・メ
ディア上で公表されたものではないが（会場には掲げ
させてもらった)、私の作品に対する最初の批評であり、

また文中の綿花（第１部ｐｐ､54～55参照）以外にも色々
な制作上の素材を分けてくれたり（例えば第２部ｐｐ、
６～７)、お互いの家にも招待し合ったりするまでに至っ
た（双方夫婦ぐるみの）友情の証しであり、私にとっ
ては掛け替えのない宝物である。

第１回展にも来てくれたシャーロットの詩（pp
68～76）もそれは同じで、彼女もまた、案内状（p66）
にもアナウンスしたこのオープニング・セレモニーに

参列して二日後にこれを書き上げ、贈ってくれた。彼
女はＮＡＵの先住民学生への教育支援部門で働いていた
白人だが、新大陸移住前の先祖にはロマ（ユダヤ人と
共にナチスによって虐殺されたジプシー）の、移住後

の先祖には（クリントン前大統領同様）第４幕（ｐ72）

第10行に言挙げされたチェロキーの血が混じっている。
第２幕（p､70）第19行の「涙の道」は、このチェロキー
が被った悲惨な強制連行を彼ら自身がそう呼んで語り
伝えている災厄である。ちなみにウィスコンシン州出
身の先のロバートも白人だが－セレモニーではハモ
ニカを吹いてくれた（ｐ７３〔topleft〕）－彼にも五
大湖周辺に先住した或る部族の血が流れている。
この二人の評言を仮借するなら、このセレモニーに

は、その過去生においてサンド・クリークで－否、
世界中の虐殺現場で－殺し殺された魂が、己の業の
今生における解消と和解と鎮魂のために集まったのか
もしれぬ。シャーロットの詩に「南京」は言挙げされ
團ていないが、当日あの場に実はそれほど親しくもなかっ
た一人の中国人女性がわざわざ参列して下さっていた
ことを想う時、私は日本人として、その感を強くする。
なお、このセレモニーの資料には結果的に収戦され

ずじまいになったが、（その静止画像から多くを写真に
させて頂いた）ビデオの撮影者の御一人である大木才
子さんと、舞踏家今井哲明氏のアシスタントとして

｢彫音」（舞踏に付す音楽）のための機器を操作して下
さったアユザワ・マリコさんの、御二人の御名前をこ
こに記して感謝したい。

さて、いつかは同じ市に住み近郊のローデン・クレー
ターで壮大な作品に取り組むあのジェームズ・タレル
JamesTurrellに会える、会いたいと思っていたわけ
だが、私の在外研究受入れ教官のヘレイン・マクレー
ンに聞いても、ＮＡＵ美術科と彼との間には全く接触が

無いと言う。一方、市には《桜》という寿司と鉄板焼
の日本料理店が一軒だけラディソン・ホテルの中にあ
り、その総料理長だった橋本ヒロ氏（現在は独立して
市内の自店のオーナーシェフである）と親しくなった
のだが、ある時ジェームズの話をしたら御得意様です

よと言うではないか。そこで、彼が店に現れたら直ぐ
電話という手筈で、滞米一年半にして漸く初対面に漕
ぎ着けたのである。「いつでもお出で」と言われ、その
数日後にヘレインを誘って彼の牧場の一角にあるオフィ
スを訪れ、歓談の後、彼自ら運転する囚駆でクレーター
にも連れていってもらった。ヘレインを誘ったのは、

実は本集資料のテレビ授業（p６１〔left〕）の数カ月後
に彼女が急速代理で別の現代美術のテレビ授業を持つ
ことになり、就いてはジェームズを扱うのだが彼女は
作品を見たことがなく、他方私は埼玉で彼の展覧会を
見ていてその図録やスライドもアメリカに持参してい
たので是非一緒にということになり、二人で授業をし
ていたからである。

その返礼で橋本宅での夕食会に彼を招いた際、余興
で恵子が沖縄の唄三線とエイサーを、ヘレインの夫で
ミュージシャンのロンがギターの弾き語りを披露する
とジェームズが基く気に入り、スコッツデール（アリ
ゾナ州都フィーニクスの衛星都市）の現代美術館で開
かれる彼の（居住州の公立美術館で漸く初の）展覧会
のレセプションをクレーターで持つが君たち手伝って
くれないかと言い、かくして当日、ヒロはホテルの総
支配人と料理部門を率いて鑑を握り、ロンはセドーナ
の彼のバンドを率いて演奏し、恵子とベニーが各々、
本集資料のオープニング・セレモニーと同じ演目（ペ

ニーのそれはｐｐ７６～77参照）を披露したのだった。

以後、私の第２回展と相前後して、牧場内のジェー
ムズ宅と市内橋本家宅で食事会を開いては招待し合っ
たり、彼の軽飛行機や馬や馬車に乗せてもらったりと、
私と恵子の帰国が近づけば近づくほど、彼が「出会う
のが遅すぎた」と言ったその僅かな残り時間を埋め合
わせるかのように、私たちは急速に親交を深めて行っ
た。

その第２回展の会期も終わりに近づいた或る日、既
に何回も見に－と言うよりは「会場を閉めたらヒロ
の鮨をつまみに行こう」と誘いに－来てくれていた

ジェームズ（第４部ｐ,８２〔topleft〕はその一駒）と、

丁度その時休暇で彼の所を訪れていた直島現代美術館
主任学芸員の秋元雄史氏（現、地中美術館館長）と、
第１回展の時にも見に来てくれたＮＡＵ美術教員で彫
刻家のリン・ウルマンLynneOulmanの三人が、会場
に連れ立ってやって来た。ジェームズとリンは、ヘレ
インがＮＡＵ美術科を引き連れてクレーターを訪れセ
ドーナに帰る途中事故に遭い骨折したが命に別条ない
ことを知らせ、更にリンが言葉を継いで突然、会場で
一席設けたいのだが…と言い出したのである。不思議
に思って後で秋元氏に尋ねると、ジェームズがリンに、
｢正秀がこんなに一所懸命個展をやっているのに、君た
ちが誰も見に来ないというのは恥ずかしいことだ」と
言ったのだという。あの叩静かなる男”から初めて耳
にする厳しく強い口調である。私はこのジェームズの
思いやりと侠気を想う度、目頭が熱くなる。かくして
会期も終えた数日後、撤去を延期した会場で、精一杯
の盛大なClosingpartyが開かれたのである。
そして帰国した一年後の2002年７月にはその秋元氏
を本学集中講義の講師にお招きし、８月には氏のお口
添えも得て、丁度直島を訪れていたジェームズに沖縄
までわざわざ足を伸ばしてもらって特別講義が実現で
きたのも、こうした親交の結果なのである。
最後に、あらためて、延べ約三百名に上る計二回の
個展来訪者はじめ、滞米中お世話になった－特に御
名前をどこにも記せずに終わってしまった－多くの
方々に対し、心からの御礼を申し上げて、この報告を
終える。

－８０－

