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Remaking Ghosts
 
2017
インスタレーション 

サイズ可変　

木材　アクリル絵の具　ヴィデオ� 　 
 
蕭壠文化園區 ,  台南 

 

https://vimeo.com/233316897 

 

 



Remaking Ghosts
 
2017
インスタレーション 

サイズ可変　

木材　アクリル絵の具　ヴィデオ� 　 
 
蕭壠文化園區 ,  台南 

 

https://vimeo.com/233316897 

 

 



Remaking Ghosts ( Two smakes )  

2017  
ヴィデオインスタレーション

サイズ可変 

ヴィデオ HD  　サイレント　　ループ 

 

蕭壠文化園區 ,  台南 



Remaking chorus_ Jiali  
 
2017  
ヴィデオ　インスタレーション 

サイズ可変 

ヴィデオ HD, サウンド , ループ

蕭壠文化園區 ,  台南 

 

普通、「合唱」とは複数の人がひとつの場所に集まり、ひとつの楽譜をもとに作られるものだが、 

この作品において、それとは逆の方法で合唱を作ることを試みる。 

　ワークショップの参加者を一人ずつヴィデオに撮影する。参加者はおのおのカメラの前で、自分が選んだ 

母国語の音（音素）を息が続くまで発声する。最終的に録りためられたシーンを作品空間において、3 つのモニター

を用いて映し、フィクショナルな合唱を作り出す。 

　 

 
https://vimeo.com/233315244
 
 
 

Remaking Ghosts ( Two smakes )  

2017  
ヴィデオインスタレーション

サイズ可変 

ヴィデオ HD  　サイレント　　ループ 

 

蕭壠文化園區 ,  台南 



archegraph study_Seoul 
2017 
drawing  
paper, color pencil  

280mm×210mm ( 1 piece )  

archegraph study_Seoul  
 

 2017 

ドローイング 

280mm×210mm ( total 224 pieces )  
色鉛筆　紙 

 
SeMA Nanji Residency Exhibition hall, ソウル



archegraph study_Seoul  
 
2017  
ドローイング 

色鉛筆　紙 

280mm×210mm ( total 224 pieces ) 

SeMA Nanji Residency Exhibition hall, ソウル 

 
このドローイングのシリーズ "archegraph study" は 2015 年に始まり、

これまでに幾つかの街において実践してきた。 都市の景観の要素を借景する

ことによって、 ドローイングのプロセスを通じて、 それらの要素を記号化、 抽

象化していき、 さらにそこで抽出されたイメージを立体や、 映像 （アニメーショ

ン）、 壁画やペインティングなど様々な媒体に転換していく。

　

制作は現実の風景の複写、 及び模倣から始まるが、 ドローイングのプロセス

を経て、 またイメージが様々な媒体に転換されていくことによって、 そのイメー

ジは現実 （都市風景、 モティーフ） との結びつきを失っていき、 最終的に現

実の中に潜む隠されたイメージの層を明らかにしていく。 

 

　

 

 
 

 
 



archegraph study_Sapporo  

2017  
インスタレーション

サイズ可変 
木材　アクリルガッシュ　 LED ライト　スチレンフォーム 

 
札幌大通駅前通地下歩行空間　チ ・ カ ・ ホ　札幌



archegraph_wall #02  
2016  
ウォールペインティング 

サイズ可変 

アクリルガッシュ　

テラス計画　　札幌 

 



city language  
 
2016
ペインティング

600mm×450mm ( 1 piece )  
木材　アクリルガッシュ　 

 
500m 美術館　札幌



archegraph study_Minato  
 
2016 
ドローイング 
280mm×210mm ( total 288 piece )  
色鉛筆　紙 

 
アッセンブリッジナゴヤ 2016 「パノラマ庭園  - 動的生態系にしるす -」　名古屋　名港地区 

写真 :　怡土鉄夫 
 
 
 
 



archegraph study_Minato  
 
2016 
インスタレーション 
280mm×210mm ( total 288 piece )  
木材　アクリルガッシュ　 

 
アッセンブリッジナゴヤ 2016 「パノラマ庭園  - 動的生態系にしるす -」　名古屋　名港地区 

 
 
 
 
 



archegraph study_Minato  
 
2016 
インスタレーション 
280mm×210mm ( total 288 piece )  
木材　アクリル絵の具　カッティングシート 

 
アッセンブリッジナゴヤ 2016 「パノラマ庭園  - 動的生態系にしるす -」　名古屋　名港地区 

 

写真 :　怡土鉄夫　 

 

名古屋名港地区に 2 ヶ月間滞在し、 街の風景のリサーチをもとにドローイングを制作。 それらのドローイン

グのイメージをもとに立体、 及びペインティング作品を制作し、 街に再配置する。 
 



city language  
 
2016  
インスタレーション

サイズ可変 

色鉛筆　アクリル絵の具　紙 

北海道立近代美術館



archegraph study  
 
2017  
写真 
C タイププリント 

652mm×480mm  



new language  
 
2014 
インスタレーション

サイズ可変

ヴィデオ　サウンド　ファウンドフォト　植物　木材　アクリル　粘土　カッティングシート

 
Kleiner salon ベルリン 

キュレーション ： Nazli Kikerci



new language  
 
2014 
インスタレーション

サイズ可変

ヴィデオ　サウンド　ファウンドフォト　植物　木材　アクリル　粘土　カッティングシート

 
Kleiner salon ベルリン 

キュレーション ： Nazli Kikerci 
 

この作品において私は、 1 ヶ月の間、 キュレーターとともに 「言語」 について話し

合い、 その思考のプロセスを造形的な方法でひとつのインスタレーション作品に落

とし込んだ。

　根本的に、 言語は 「イメージ」 と 「意味」 といった要素から成り立っている。 

私はこの作品のなかで、 イメージから意味が滑り落ちているという奇妙な状況を作

ろうと考えた。 その状況とは、 イメージがこの現実世界の意味に従属することなく、

独立して存在している状況であると考える。

 
 



out of music 

2013 
インスタレーション 

サイズ可変 

ヴィデオ HD  サウンド　色鉛筆　紙

Jeune creation 2013 / centquatre パリ



untitled  
 
2012  
ペインティング 
300mm×300mm ( total 12 pieces)  
アクリル　木材



Song line 

2015 / 2018
ヴィデオインスタレーション

ヴィデオ HD, サウンド 8min ( Loop )



Song line 

2015 / 2018
ヴィデオインスタレーション

ヴィデオ HD, サウンド 8min ( Loop )

ベルリンは世界中から移民、 旅行者、 そしてアーティストが世界中から集まってくるコスモポリタンな都市である。  私がベルリンの東のエリアにあるスタジオに滞在していた時、 たくさんのアーティストと、 その家族や友達

が次から次とこのスタジオを訪れ、 滞在していった。 私は彼らに、 彼らの母国の 「童謡」 をカメラの前で歌ってくれないかとお願いした。 そして最終的に私は彼らが母国の童謡を歌うフッテージを 8 つ集めることができた。

実際に彼らはそれぞれ異なる文化的背景を持つ様々な国からやって来たのだった。 （スペイン、 スイス、 ハンガリー、 イエメン、 ブラジル、 アメリカ、 ポルトガル、 チリなど） 

　　　

 インスタレーションにおいて、 私は対面式に二つのスクリーンを設置する。 そして彼らが歌うパフォーマンスにおいて、 私は楽譜のようなある特別なタイムラインを設定した。 歌い手は一分間童謡を歌い、 それから歌うの

をやめて一分間沈黙する。 そのあとで彼 / 彼女はまた同じ歌を歌い出す。 最終的にインスタレーションの空間において、 一方のスクリーンの中の歌い手が童謡を歌い出すと、 もう一方のスクリーンの中の歌い手は歌うの

をやめ、 あたかももう一方の歌い手が歌っている童謡を聞いているように沈黙する。 童謡のリレーは繰り返され、 童謡を介した見えない普遍的な線 （ソングライン） は繋がれていく。

 
 
https://vimeo.com/259873672



on..and..on  
 
2012  
ヴィデオ HD  サウンド　18min  
 
Saeed Ensafi studio, テヘラン

 
この作品はテヘランにある saeed ensafi スタジオの生徒たちとのコラボレーションで

制作された。 まずはじめに生徒おのおのが見たいと思うシーン、 映像に撮りたいと思

うシーンのアイディアをドローイングに描き起こしてもらい、 それらのアイディアのなか

から実現可能なものを実際にスタジオ内とテヘランの街中で撮影した。 

 
 https://vimeo.com/40595618 





How do we participate in this world ? 
 
2012 
ヴィデオ HD  サウンド   ループ 

 
https://vimeo.com/49498045



city drum  
 
2012  
ヴィデオ HD, サウンド 5 min  

ロッテルダムの街で、 街にあるものを叩き、 それらのシーンをヴィデオに撮り収め、 

映像作品のなかで架空のドラムセッションを作り出す。 

 
https://vimeo.com/48693828 


