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墓の中に閉じ込めたのなら、
せめて墓なみに静かにしてくれ
You Locked Me Up in a Grave, 
You Owe Me at Least the Peace of a Grave

from “Assume That There Is Friction and Resistance” (2018)　Photo: Kuniya Oyamada



from “Assume That There Is Friction and Resistance” (2018)　Photo: Kuniya Oyamada



from “Assume That There Is Friction and Resistance” (2018)　Photo: Kuniya Oyamada



回転する螺旋階段はウラジーミル・タトリンの《第三
インターナショナル記念塔》へのオマージュ。傾斜角
度を付けられた螺旋は上昇／下降する永久運動を予感
させ、その往還は見るものに永遠性を喚起させる。ま
た、タイトルは 19世紀フランスの革命家ルイ・オー
ギュスト・ブランキが幽閉されたトーロー要塞に響き
渡る騒音に耐えられずに発した言葉から取られた。彼
が幽閉中に執筆した最後の著作は社会運動とは関係の
ない『天体による永遠』という独自の宇宙論であり、
パリで起きた革命（revolution）は、これによって大
きな宇宙の運行（revolution）へと接続される。
スピーカーは、レスリー・スピーカーに着想を得てい
る。2本のピアノ線をイーボウでそれぞれ振動させた
音は、共振を起こすことで数種類の音となって会場に
響き渡る。
回転、螺旋、そして革命──エネルギーが回転によっ
て生まれることについて考察した音響彫刻のインスタ
レーション。

墓の中に閉じ込めたのなら、せめて墓なみに静かにしてくれ
2018年
素材　鉄、モーター、スピーカー、三脚、紙、PCなど
サイズ　可変
形態　インスタレーションfrom “Assume That There Is Friction and Resistance” (2018)　Photo: Kuniya Oyamada



そよぎ またはエコー
Breath or Echo

「札幌国際芸術祭 2017」　撮影：佐々木育弥

「札幌国際芸術祭 2017」　撮影：小牧寿里



　毛利は「札幌国際芸術祭 2017」の準備のために、石狩の海から始まり、河口の上流へと身を任せつつ
音威子府まで北上する旅に出た。そこで彼女が目にしたのは、雪によって次々に倒壊する元炭坑街の建物や、
工場の裏庭に打ち捨てられた 100年前の碍子の破片、そして北海道出身の彫刻家・砂澤ビッキのアトリエ
に鎮座する倒壊したトーテムポールの様子であった。
　ビッキは死の 3年前、4本のアカエゾマツの柱でできた彫刻作品《四つの風》を、会場と敷地を共有す
る札幌芸術の森野外美術館に設置する。木を素材とするため、いずれ倒壊することが危惧されたが、「生き
ているものが衰退し、崩壊してゆくのは至極自然のことである（…）。自然は、ここに立った作品に、風雪
という名の鑿を加えてゆくだろう」とビッキは語ったという。その意志を受けて自然のままに晒された作
品《四つの風》は、当初 4本あった彫刻のうち 3本が倒壊し、いまは最後の 1本が屹立するのみとなって
いる。
　こうした、朽ちながらもいまだ生々しく存在するさまざまなモノたちとの出会いに触発され、毛利は本
作《そよぎ またはエコー》を発想した。建築家・清家清が設計した札幌市立大学の山を貫く空中歩廊「ス
カイウェイ」を会場に、そのダイナミックな空間を活かし、時間や環境によってモノが摩耗・風化してい
く様子が、音の現象に変奏される。鑑賞者は、会場の端からもう一方の端へと向かうなかで、フィードバッ
ク音や電磁波、鈴の音の響き、街路灯の明滅を感じながら、自動演奏ピアノが奏でる音楽や朗読されるビッ
キの詩が “ 音速のゆらぎ ” によって変化し、エコーがかかったサウンドがやがてフォーカスを合わせ、あ
る一点においてエコーが完全に消えるのを感じ取ることができる。
　本作のタイトルはドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミン最晩年の作品「歴史の概念について（歴史哲
学テーゼ）」から採られた。「私たち自身に、昔いた人たちのまわりの空気がそっとそよいでいるのではな
いか。われわれが耳を傾ける声のうちに、今では沈黙してしまった声のこだまがあるのではないか──」（山
口裕之訳）。本作に響くのは、そのような、現在に残る過去からのメッセージである。

　　《四つの風》へ向けた砂澤ビッキの詩

　　風よ
　　お前は四頭四脚の獣
　　お前は狂暴だけに
　　人間達はお前の中間のひとときを愛する
　　それを四季という
　　願はくば俺に最も
　　激しい風を全身にふきつけてくれ
　　風よお前は
　　四頭四脚なのだから
　　四脚の素敵な
　　ズボンを贈りたいと
　　思っている
　　そうして一度抱いてくれぬか

そよぎ またはエコー
2017
素材　ピアノ、MIDIピアノ、ソレノイド、スピーカー、碍子、鈴、街路灯、電磁石、
　　　アンプ、磁石、セメント、鉄、iPod、アンテナ、ロール紙、ファン、電球、ケーブル
音楽　坂本龍一
詩　砂澤ビッキ
英訳　管啓次郎
声　カミーユ・ノーメント
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション

「札幌国際芸術祭 2017」　撮影：佐々木育弥



「札幌国際芸術祭 2017」　撮影：小牧寿里



After the Eco
26 Aug. 2017
「札幌国際芸術祭 2017」関連イベントとして毛利が企画。カミーユ・
ノーメントと坂本龍一がインスタレーション空間において即興演奏を
おこなった。

「After the Echo」　撮影：佐々木育弥



フラッター
Flutter

from “Voluta” (2018), Camden Arts Centre. Photo: Damian Griffiths



from “Voluta” (2018), Camden Arts Centre. Photo: Damian Griffiths



from “Voluta” (2018), Camden Arts Centre. Photo: Damian Griffiths

Following her residency at Camden Arts Centre in 2016, Mohri returns with a site-specific installation that 
harnesses the environmental and architectural conditions in Gallery 3. Mohri orchestrates relations between the 
invisible force of electromagnetism, the movement of air and the patterns of light refracted through water to 
activate a series of kinetic and musical sculptures. Often repurposing found objects and inviting chance factors 
to determine their behaviour, in this installation Mohri has taken inspiration from John Cage’s Variations VII, 
1966, reconfiguring a Yamaha reed organ to play an improvisatory score that is generated by fish swimming in an 
aquarium.
 Mohri’s audio-spatial composition maps the interplay of sculptural form and intangible phenomena, 
of shifting relations between material things and conceptual propositions. Informed by Japanese concepts 
such as Suki (the state of openness) as well as the return of an animistic worldview in recent western 
philosophy, Mohri’s installation is attuned to the inherent moods or feelings that architectural spaces are imbued 
with and reveals the interconnectedness of the built environment with natural processes.

Flutter
2018
Materials　Reeds organ, Compass, Mirror, Goldfish, 
     Aquarium, Optical Sensor, Motor, Cable, 
     Spoon, Chain, Bell, Remote Controller, Blinds, etc.
Size　Dimention variable
Form　Installation



プリーテッド・イメージ
Pleated Image



リボンや毛ばたき、ロープ、蝶のおもちゃなど、これまで毛利作品に登場してきたオブジェがキネティックな機構で設置
される。それぞれのオブジェの動きはスキャナーによって継続的にスキャニングされ、次から次へと──理論的には半永
久的に──生成された画像データがハードディスクに溜められていく。
　こうして生成される、オブジェから生み出される運動や時間のさまざまな様相を、毛利は、無数のひだが折り重なって
いく像＝「Pleated Image（ひだ状のイメージ）」と名づけた（複数のイメージではなく、単一のイメージの異なる様相
であるため、「Image」は単数形で表される）。スキャンされるたびに増えつづける像は、直線的に時間が進む動画とは違っ
たかたちで、運動や時間を含むことになる。
　これらのイメージは、美術史におけるいくつかの視覚的実験を思い起こさせる。
　たとえば、スキャナが像を取り込む過程で、時間が幾重もの連続性としてイメージに含み込まれることになるが、これ
はエティエンヌ＝ジュール・マレーの「クロノフォトグラフィ」が表象した “運動するイメージ ”を更新するものだろう。
機械的に計測し、分割し、空間化するクロノフォトグラフィ／シネマトグラフィと違い、Pleated Imageは、ジョルジュ・
ディディ =ユベルマンがベルクソンに託して言うところの「視覚的かつ時間的に何かを引きずる」連続体に近いからだ。
「動態としてのイメージとは、つまるところ裾曳くイメージなのである」（ジョルジュ・ディディ =ユベルマン「イメージ
─航跡」、『痕跡』展図録）。

　あるいは、イメージの平面性や直接性はラースロー・モホリ＝ナジやマン・レイの「フォトグラム（レイヨグラム）」
を連想させる。ただし、オブジェが光の吸収を遮ることでイメージを生成するフォトグラムでは平面性（2次元性）が強
調されるのに対し、Pleated Imageではオブジェを光で照らして読み取るので、イメージに奥行き（3次元性）が付け加
わることになる。
　さらに毛利は、アレ・ブレやデジタル・ノイズ、グリッチがふんだんに含まれるこのイメージを、“ 写るはずのないも
のが写し出される ”という観点から「心霊写真」にも喩えている。
毛利はこれまで、機械の誤作動（エラー）、あるいは自然現象に潜む「ぶれ」や「揺らぎ」に興味を持ち、目に見えない
力を可視化する作品を制作してきた。この膨大な「ひだ状のイメージ」においても、目には見えない運動や時間、あるい
は何者かの気配が提示されている。

プリーテッド・イメージ
2016–
素材　ミクスド・メディア
サイズ　可変
形態　インスタレーション、写真など

from “14th Biennale de Lyon” (2017)  Photo © Blaise Adilon / Biennale de Lyon 2017 from “14th Biennale de Lyon” (2017)  Photo © Blaise Adilon / Biennale de Lyon 2017



from “Pleated Image” (2016)  Photo © Ujin Matsuo / waitingroom from “Pleated Image” (2016)  Photo © Ujin Matsuo / waitingroom



めくる装置、3つのヴェール
The Flipping-apparatus, Three Veils

from “The 100th Anniversary of Duchamp’s Fountain Case 5: Dissémination” (2018)  
Photo: Yuki Moriya, Courtesy of the National Museum of Modern Art, Kyoto

機械の誤作動（エラー）、あるいは自然現象に潜む偶然性を用い、目に見えず触れられない力をセンシングする作品を制
作してきた毛利悠子による、マルセル・デュシャン《大ガラス》の再解釈。デュシャンが《大ガラス》において描こうと
した「性的エネルギーのサーキュレーション」による「電気的な脱衣」を、機械装置と光学メディアを用いて批評的に捉
えなおした作品。
モーターでゆっくりと回転する導電糸が、微弱な電流が流されたステンレス製の「眼科医の証人」に触れると、壁を隔て
た場所にあるサーキュレーターに通電。風が起こり、3枚ある「花嫁」のヴェールがそよぐ。ヴェールは定期的に作動す
るスキャナー上に設置されており、その動きが継続的にスキャニングされる。生成された画像は、時に “光の 3原色 ”に
分解されながら、《大ガラス》の「換気弁」にあたる場所に設置された 3台のモニターに映し出される仕組み。
デュシャンは、《大ガラス》の「換気弁」のデザインにおいて「偶然性」を導入したと言われている。「デュシャンは開い
た窓のまえに方形のガーゼを垂らし、3度撮影した。写真ごとにガーゼは『通風に受け入れられたか、拒まれたか』により、
歪みかたが少しずつ異なり、この歪みがカメラによって保存され、『換気弁』の不揃いな形のもとになった。これもまた
偶然による芸術に自然の力が用いられた例といえる」（C・トムキンズ『マルセル・デュシャン』木下哲夫訳、みすず書房）。
この偶然性を継承しつつ、毛利は、このデュシャンによる 3枚の写真を、スキャナーによって半永久的に生成されるイメー
ジの連なり──無数にありえた “不揃いな形 ”──に置き換えた。



from “The 100th Anniversary of Duchamp’s Fountain Case 5: Dissémination” (2018)  
Photo: Yuki Moriya, Courtesy of the National Museum of Modern Art, Kyoto



「散種」に関するノート

レディメイドと《大ガラス》の制作時期は重なっている。ふたつの作品には、何かしらの関係があるのかな
いのか、というのが今回の展示の発端だ。
　デュシャンの作品自体に、そのヒントらしきものがあるにはある。彼のポータブル作品《トランクの箱》
の中心に位置する《大ガラス》のミニチュア（！）の脇には、三つのレディメイドのミニチュアが添えられ
ている──上から《パリの空気》、《旅行者用折りたたみ品》、そして《泉》。一説によると、デュシャンはそ
れぞれ、《大ガラス》における花嫁の層、上下を分かつ境界線（ブライダルドレス……着るもの＝脱がして
からが “ 本番 ”、あるいは “ 用事 ” が終わったら着せる、という共通項 ?　笑）、そして独身者の層に対応さ
せたらしい。1963年、パサディナ美術館で開かれたデュシャンの大規模個展において、キュレーターであ
るウォルター・ホップスは、この《トランクの箱》をリファレンスにして三つのレディメイドを上下に並べ
るという、とてもキュートな展示をしている。

＊ ＊ ＊

　レディメイド作品が、デュシャンのスタジオに吊られるかたちで配置されていたのは有名な話だ。これま
た一説によると、デュシャンは、吊るされた物体と、壁や天井に映るそれらの影とのあいだに、3次元と 2
次元との関係を見ていたらしい。つまり、物体の影は 3次元のモノの 2次元への射影である、というわけだ。
プラトンの洞窟の比喩のようにイデアリスティックな逸話だが、ここからデュシャンは、われわれが生きる
3次元世界は 4次元世界の射影の結果であるという論理を展開する。

＊ ＊ ＊

　ところで。大学院時代、時間を持てあましていた私は、ぶらぶら散歩ついでに博物館や資料館をよく見て
まわった。その時に出合った《地震動軌跡模型》が脳内にセンセーションを起こしたことは、生涯忘れない
だろう。これは、明治 20年 1月 15日地震（1887年）をモデルに、地盤における任意の点が一定時間の振
動によってどのように位相を変化させたかを、針金を曲げて表現した模型──つまり、4次元世界（時間）
の 3次元への射影──である。19世紀後半のものなので当然ながら人間の手に拠るもので、精密な測定器
やコンピュータによるモデリングとは違う、模型自体の持つ情報量の多さに、私は驚いた。また、人間の手
による雑味は、とてもユーモラスに見えた。
　そしてもうひとつ、やはり大学院時代の散歩中に観た《遠近法実体模型》のほうは、2次元に表現された
3次元空間概念を 3次元模型化するというややこしいものであり、これも大真面目にユーモアを実践してい
るように感じられた。ちょっと話はズレるが、高松次郎さんも、そういったところに惹かれて《遠近法の椅
子とテーブル》を制作したのではないだろうか。
　デュシャンの未刊行のメモをまとめ直した《不定法にて》のかなりの部分が 4次元と遠近法に関する内容
であるため、上記 2点は、今回の展示にふさわしいと考えた次第。

＊ ＊ ＊

　このようなことを述べるのはさすがに畏れ多いのだが、デュシャンと同じ稼業（？）に就く者の “勘 ” と
して、同時期に作られた 2種の作品が、まったく何の関係性も持たないとは考えづらい。実際、《トランク
の箱》で他ならぬデュシャン自身が二つの関係性を仄めかしているではないか。そのようなわけで、《トラ
ンクの箱》、そしてパサディナの展示に倣い、制作から 100年を寿ぐ今回の展示シリーズのなかで散々もて
あそばれてきた《泉》（の複製）を、おもいきって《大ガラスのなかに放り込むことにした。
　方法は、デュシャンとは真逆である。（今回は）2次元である（と定義したうえで）《大ガラス》を 3次元
化し、鑑賞者が歩いて観賞できるようにしてみた。つまり今、あなたがた鑑賞者はすでに《大ガラス》のな
かにいる。厚み（ここでは高さ）を持った《大ガラス》を歩く意識 - 体験は、現代的にいえば平面の地図と
GPSとの関係であるとも言える（このあたりの発想は、上妻世海さんとの議論に助けられました）。大ガラ
スの中味の雑味が目立つのはこの際お許しいただくとして、少なくとも枠自体は立派な《大ガラス》である。
そこにパサディナよろしくレディメイドを脇に添えてみる。すると、この空間自体が《トランクの箱》をも
再現してしまう。
　厚みを持った 2次元（＝ 3次元）は 4次元の射影である──ここから、4次元と 3次元の関係がなんとな
く感じられないだろうか。

＊ ＊ ＊

　展示にはさらにジェンダーをめぐる要素も入ってくるのだが、依頼された文字数をすでに大幅にオーバー
しているので、あとはみなさまが展示をご覧になりながらお考えいただければと思う。ひとつだけ言えるの
は「われわれアーティストはみな、デュシャンが散種した精子による子どもである」ということではあるの
だが、男の子っぽいデュシャンには、クィアの要素こそあれど卵子の要素がないような気も、私にはするの
です。

2017年 12月 8日
毛利悠子

from “The 100th Anniversary of Duchamp’s Fountain Case 5: Dissémination” (2018)  
Photo: Yuki Moriya, Courtesy of the National Museum of Modern Art, Kyoto



Yuko Mohri
Bride, Contingency #1
2018
Photograph

(right)
Marcel Duchamp
Draft Piston
1914/1965

This Peace was exhibited with Duchamp’s three ready-mades and Boîte-en-valise, special edition for Maria Martins.



polar-oid (o)

from “Going Away Closer,” Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Havana, Cuba (2018). Photo: Luis Joa



from “Going Away Closer,” Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Havana, Cuba (2018). Photo: Luis Joa

from “Going Away Closer,” Spiral Garden, Tokyo (2018). Photo: Kenji Morita



iPodから流された弦楽曲がアンプによって電気信号に
変換され、ケーブルを伝う。ケーブルはコイル状に巻か
れており、磁気フィードバックが起こる。音楽は磁力に
変換され、コンクリートや石膏の彫刻越しに金属製のオ
ブジェを動かす。音楽は流れるが、聞こえるのはオブジェ
がかすかに震える音のみとなる、無形のエネルギーを可
視化したスカルプチャー作品。
タイトルは渦巻き状にデザインされた弦楽器のヘッド部
分を指すとともに、電子コイルを暗示している。

Voluta
2017年
素材　ケーブル、コンクリート、マグネット、レンズ
形態　彫刻

Voluta



from “Voluta” (2018), Camden Arts Centre. Photo: Damian Griffiths



「スペクトラム」（2015）　撮影：表恒匡　写真提供：スパイラル／株式会社ワコールアートセンター
“Spectrum” (2015)  Photo: Nobutada Omote　Courtesy of SPIRAL/Wacoal Art Center

アーバン・マイニング
Urban Mining



「スペクトラム」（2015）　撮影：表恒匡　写真提供：スパイラル／株式会社ワコールアートセンター
“Spectrum” (2015)  Photo: Nobutada Omote　Courtesy of SPIRAL/Wacoal Art Center

アーバン・マイニング：多島海
2015
素材　街路灯、街路灯の模型、プレスされた空き缶の塊、廃ケーブル
サイズ　3262(H)×16000(W)×3756(D) cm
形態　インスタレーション
会場　スパイラル
撮影　表恒匡

《アーバン・マイニング　多島海》
金澤韻（キュレーター）

街路灯の鯨が泳ぎ、島々がチカチカと交信する海から、豊かな世界が立ち上がる。

ここにある古い街路灯は、LED照明への切り替えによりお払い箱となったもので、

つい最近まで東京で使われていたものです。それぞれの過ごした長い年月を物語

る、無数の小さな傷や変色があるその大きな体は、まるで鯨か、太古の首長竜の

標本をほうふつとさせます。地中に埋め込まれて普段は見えないケーブルが、私

たちの目の近く、水平に吊るされた根元から伸び、展示台の空き缶キューブと接

するたびに、街路灯はつかの間、蘇ったかのように光るのです。

隣には彫刻にしつらえられたミニチュアの街路灯が、同じ構造によって光るよう

になっています。モールス信号のように光を出すこの彫刻群を、毛利は島々の連

なる地形、多島海（アーキベラゴ）になぞらえました。古代ギリシャ文化をはぐ

くんだ地中海の島々のように、互いに異なる社会を形成しつつも、交流し連帯す

る独特の調和がそこにあります。

毛利は世界を形成するインフラやシステムに関心を持つ作家で、素材や回路の交

換によって普段は隠されているその存在を明るみに出します。今回使われた空き

缶はスパイラルカフェから提供されたもので、廃棄される工業製品の象徴でもあ

りますが、作品の中では電気を伝えるトリガーにもなっています。空き缶が素材

になり、エネルギーを媒介し、街路灯の光が生命や信号のように見えるとき、廃

材の再利用といった素材の循環だけでなく、イメージの循環が起こっていること

に気づくでしよう。大きな鯨が泳ぎ、島々がチカチカと交信する海から、物質的

にも精神的にも、尽きせぬリソースの宝庫としての世界が立ち上がってきます。



「スペクトラム」（2015）　撮影：表恒匡　写真提供：スパイラル／株式会社ワコールアートセンター
“Spectrum” (2015)  Photo: Nobutada Omote　Courtesy of SPIRAL/Wacoal Art Center



「フェスティヴァル／トーキョー 2014」（2014）　撮影＝片岡陽太
“Festival/Tokyo 2014” (2014)  Photo: Youta Kataoka

アーバン・マイニング
　──「春の祭典」のための
Urban Mining: for the Rite of Spring



「フェスティヴァル／トーキョー 2014」（2014）　撮影＝片岡陽太（3枚とも）
“Festival/Tokyo 2014” (2014)  Photo: Youta Kataoka

《アーバン・マイニング──『春の祭典』のための》は、
ストラヴィンスキーのダンス作品『春の祭典』の舞台美
術を制作した際、ホワイエに展示したもの。作品名は、
都市において大量廃棄される製品に含まれる “ 有用な資
源 ”を意味する「アーバン・マイン」と、大量のデータを
分析する際に使われる情報工学用語「マイニング」から
採られている。
本作では、不要になった街路灯、廃ケーブル、空き缶約 3
万本を使用、缶の層には電気が流れている。風や雑踏に
よって、缶の層にケーブルが触れることで、街路灯やミ
ニチュア模型のイルミネーションを光らせる仕組み。
都市の光の下には、人々の想像も及ばない “見えないエネ
ルギー ”が累々と横たわっていることを暗示するかのよう
だ。



☞☞☞ Previous Pages
アーバン・マイニング - 「春の祭典」のための
2014
素材　街路灯、空き缶、模型、圧縮した空き缶、ケーブル、送風機
サイズ　可変（700 x 800 x 700 cm）
形態　インスタレーション
会場　東京芸術劇場ホワイエ
撮影　片岡陽太

アーバン・マイニング：トラフィック
2014
素材　空き缶、模型、LED、ケーブル、陳列ケース、送風機
サイズ　120 ×60×45 cm
形態　彫刻
会場　1335Mabini（マニラ）

☞☞☞ Next Page
アーバン・マイニング：ヴァリエーション #2
2014
素材　空き缶、模型、ケーブル
サイズ　50×12×12 cm
形態　彫刻
会場　東京国際フォーラム展示ホール





ベルリンで出会ったナイジェリア人アーティストが母国
から持ってきた、ドイツ製コンピュータのジャンクを使
用して制作された。
都会で捨てられたゴミにつながれたケーブル同士が偶然
ふれあうことで、ミニチュア模型のイルミネーションを
光らせる仕組み。
都市に光をもたらす人々の欲望は、ケーブル同士のふれ
あい＝偶然の出会いによってつながるような、もろいコ
ミュニケーションによって成り立っている。あるいは、
都市の光の下には、われわれの想像が及ばない廃墟＝都
市鉱

マ イ ン

山──その最たるものが原発だろう──が累々と横
たわっている……都市と人々が目覚めながら見る熱に浮
かされた夢の数々を、この作品は組み合わせ、解

マイニング

析する。

アーバン・マイニング
2014
素材　模型、ケーブル、廃品、キッチン用品、テーブル etc.
サイズ　1200 × 500 × 500 cm
形態　彫刻
会場　Haus der Kulturen der Welt（ベルリン）
撮影　松本弦人

「トランスメディアーレ 2014」（2014）　撮影＝松本弦人
“Transmediale 2014” (2014)  Photo: Gento Matsumoto



From A



from “Rehearsal” (2018), Tai Kuwn Contemporary. Photo: Tai Kuwn Contemporary.



《From A》は、毛利が昨年ニューヨークに滞在していた
時に、金属製の「A」という看板の文字の一部を拾ったこ
とから着想された。Aはアルファベットの最初の文字で
あり、また「アルケー（万物の根源）」でもある。ジャン
クから生み出される、エラーや揺らぎを含んだ自律的運
動体は、この世界の立ち上がりを唯物論的に捉えようと
する毛利の視点と言えるかもしれない。タイトルは日本
の有名なアルバイト雑誌も連想させる。

フロム・エー
2015-
素材　ケーブル、モーター、楽器、廃品、模型、ファン、毛バタキ、電球 etc.
サイズ　4000 × 2000 cm
形態　インスタレーション
会場　Kate Werble Gallery



フィールドワーク_20130419_JR_東京駅（2013）　撮影＝川村麻純
Fieldwork_20130419_JR_Tokyo_Sta. (2013)  Photo: Masumi Kawamura

モレモレ
東京
Moré Moré Tokyo (Leaky Tokyo)



フィールドワーク_20140109_京成 _成田空港駅（2014）
Fieldwork_20140109_Keisei_Narita_Sta. (2014)  

フィールドワーク_20140608_JR_日暮里駅（2014）
Fieldwork_20140608_JR_Nippori_Sta. (2014)  

フィールドワーク_20130419_営団 _大手町駅（2013）
Fieldwork_20130419_TokyoMetro_Otemachi_Sta. (2013)



参加型ワークショップ「モレモレ東京：スマホでモレモレ採集編」（アサヒ・アートスクエア）の様子
写真＝アサヒ・アートスクエア

東京の駅構内に散在する水漏れに対処した現場を撮影した
写真作品。生まれては消えを繰り返す漏水現場を、2009年
より発見・採集しつづけているフィールドワーク・シリーズ。
都市の建築物を食い破って出現する「自然」に対し、ビニー
ルシート、バケツ、ペットボトル、ガムテープ、ビニール
傘などの日用品を即興的に組み合わせることで食い止めよ
うとする駅員のバリエーション豊かなブリコラージュ（器
用仕事）に、「用の美」としての、たくまざる芸術的発想の
原点を見る。
本作は、アサヒ・アートスクエア「グローアップ・アーティ
スト・プロジェクト 2014」の助成を得て、さまざまなメディ
アによるアプローチ可能性を探りつつ、東京が大きく変貌
するであろう 2020年まで継続する予定。

モレモレ東京 - フィールドワーク
2009-2015
作品形態　写真

フィールドワーク_20110804_営団 _市ヶ谷駅（2011）
Fieldwork_20110804_TokyoMetro_Ichigaya_Sta. (2011)

フィールドワーク_20110804_JR_池袋駅（2011）
Fieldwork_20110804_JR_Ikebukuro_Sta. (2011)



（上）撮影：木奥惠三　Photo Courtesy: 日産アートアワード

モレモレ：与えられた落水
Moré Moré (Leaky): The Waterfall Given



from “14th Biennale de Lyon” (2017)  Photo © Blaise Adilon / Biennale de Lyon 2017

駅の構内で見かける水漏れ現場に着目し、その対
処方法を写真におさめたフィールドワーク・シ
リーズ「モレモレ東京」を平面作品に発展させた。
素材を「レディメイド」から、フレームを《大ガ
ラス》から、そしてタイトルを遺作から、それぞ
れマルセル・デュシャンの引用で枠組みを準備し
つつ、実際の制作現場では水漏れを起こし、それ
に対処することで平面を構成。無事、水漏れを抑
え、循環させることで作品を成立させた。
これまで目を向けられていなかった都市の相貌を、
ユーモラスかつ批評的なまなざしで捉える。
本作で「日産アートアワード 2015」にてグラン
プリを獲得した。

モレモレ：与えられた落水
2015
素材　木材、傘、ホース、ペットボトル、ゴム手袋、バケツ、ジョウロ、
　　　車輪、雑巾、スポンジ、ポンプ、アクリル、鳥かご、盥など
サイズ　(h) 272.5 × (w) 175.8 × (d) 50.0 cm
作品形態　インスタレーション
会場　BankART Studio NYK
撮影　木奥惠三





モレモレ：ヴァリエーションズ
Moré Moré (Leaky): Variations

from “Grey Skies” (2017)  Photo: Fujisawa City Arts Space



from “Sensory Agents” (2018)  Photo: Govett Brewster Art Gallery / Len Lye Centre

from “Sensory Agents” (2018)  Photo: Govett Brewster Art Gallery / Len Lye Centre



from “Same As It Ever Was” (2018)  Photo courtesy: Project Fulfill Art Space





パレード
Parade



from “Grey Skies” (2017)  Photo: Fujisawa City Arts Space



機械を使いつつ、音や動きで満たされた静謐
でいて華やかな有機的空間をイメージして制
作。存在とモノによる詩学。作品名は、エリッ
ク・サティのバレエ曲から（旧名「大船フラ
ワーセンター」は毛利が幼少に親しんだ植物
園から）採られた。「家具の音楽」をつくっ
た作曲家にちなみ、壁紙が音楽を自動演奏す
る仕組み。

パレード
2011年 –
素材＝ベルリラ、風船、ブロワー、アコーディオン、拡
声器、ピッチャー、泡立て器、電球など
サイズ＝可変
作品形態＝インスタレーション



コールズ
Calls



音音を発して自分の存在を伝える道具を使用したインスタ
レーション。ラオスで入手した畜産用の鈴、イギリスの鉱山
で使用されていた警報ラッパ、韓国で見つけた神前の道具、
日本の電話の呼び鈴など、素材は世界中のさまざまな土地で
採取した。会場の一角に置かれた複数の方位磁針と円状のコ
イルが、オブジェを動かすスイッチとなる。偶然性を帯びた
方位磁針の不安定で細かい動きを利用して電磁石をオン・オ
フすることで、オブジェが生々しく動く。

Calls
2013-
素材　鈴、ラッパふいご、フォーク、ワイングラス、りぼん、方位磁石、電磁石、永久磁石、
　　　コイル、電線、ライト、ブロック、バケツ、ロープ、モーター、滑車
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場・撮影　コーチ＝ムジリス・ビエンナーレ

写真＝コーチ＝ムジリス・ビエンナーレ（３点とも）



鬼火
Oni-bi (fen fire)

終戦後に来日したアメリカ人音楽家であり、パイプ
オルガニストであるヴィクトル・セアル氏が遺した、
自作バンドオルガン（自動演奏楽器）の鉄琴を用い
て作品化した。
網戸に微弱な電気を流し、風に揺れるカーテンが網
戸に触れると、線香花火よりも小さな火花を放ちな
がら通電する仕組み。鉄琴のどの音階が鳴るかは、
カーテンが触れる箇所によって変化し、ガムランに
も似た、この世ならざる音楽を演奏することになる。
タイトルの「鬼火」とは、日本各地に伝わる怪火で、
人間や動物の霊魂が火となって現れた姿だといわれ
る。展覧会オープンがお盆の頃だったこともあり、
網戸、火花、扇風機などのオブジェが “ 夏の風情 ”
を感じさせるとともに、2年前に世を去った老音楽
家の存在を身近に感じさせる作品となった。

鬼火
2013-14
素材　網戸、鉄琴、電線、ライト
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　青森公立大学国際芸術センター青森
撮影　小山田邦哉



2014年から 19年にかけて、旅先で毛利が撮りためた映像をまとめたもの。万物のアルケー（根源）を火
であると喝破した古代ギリシアの哲学者ヘラクレイトスはこう言った──「万物は流転する」。
撮影地＝青森、台北、ダラス、ニューヨーク、パリ、バルセロナ、ヒューストン、ベルリン、香港、ロンドン。

Everything Flows 1
2016年
HDデジタル、カラー、ステレオ、21分 38秒

Everything Flows 2
2016年
HDデジタル、カラー、ステレオ、20分 17秒

SANAAが 1996年に初めて設計したという木造個人住
宅を、新たに美術館として活用、アーティストを固定し
たうえで 10年計画で展示を発展させてゆく S-HOUSE 
Museumプロジェクトの一環。
毛利は子供部屋を担当し、2025年まで作品を継続的に
発展する予定。

子供部屋のための嬉遊曲
2016年 –
素材　鉄琴、アコーディオン、定規、ケーブルなど
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション

子供部屋のための嬉遊曲
Divertimento for Child’s Room

エヴリシング・フロウズ
Everything Flows



「ヨコハマトリエンナーレ 2014」（2014）協力＝横浜トリエンナーレ組織委員会　撮影＝田中雄一郎
“Yokohama Triennale 2014” (2014)  Photo courtesy: Organizing Committee for Yokohama Triennale, Photo: Tanaka Yuichiro

Ｉ／Ｏ ─ある作曲家の部屋
I / O─ Chamber of a Musical Composer



「ヨコハマトリエンナーレ 2014」（2014）協力＝横浜トリエンナーレ組織委員会　撮影＝山本真一
“Yokohama Triennale 2014” (2014)  Photo courtesy: Organizing Committee for Yokohama Triennale, Photo: Yamamoto Masahito



長い帯状の紙が地面をこすりながら動き、床の汚れ
を付着させていく。その汚れを楽譜として読み取り、
さまざまな楽器を自動演奏するという作品。
1950年代、アメリカから来日し、オルガニスト、教
育者として活動を続け、2012年になくなったビク
ター・C・セアル氏が遺した自作楽器を受け継いだ
毛利は、これを組み替え、新たな作品に仕立て上げた。
異国の地で没した音楽家が制作しつつも忘れ去られ、
破棄されそうになっていた楽器が、新たな形で再び
命を吹き込まれる。静かに、孤独に奏でられる楽器と、
衣擦れのようにかすかに響く紙──これらの音の世
界は、失われたものたちへの鎮魂歌のようにも聞こ
えるだろう。

I/O──ある作曲家の部屋
2014
素材　紙、木、アクリル、埃、電球、モーター、ブラインド、フォーク、
　　　オルガン、ドラム、鈴、工作箱など
サイズ　294×609×802 cm
会場　横浜美術館（横浜）
作品形態　インスタレーション



「見過ごしてきたもの」展示風景（2013）　撮影＝せんだいメディアテーク
Installation View (2013)  Photo: Sendai Mediatheque 

Ｉ／Ｏ



「見過ごしてきたもの」展示風景（2013）　撮影＝せんだいメディアテーク
Installation View (2013)  Photo: Sendai Mediatheque 



「見過ごしてきたもの」展示風景（2013）　撮影＝せんだいメディアテーク
Installation View (2013)  Photo: Sendai Mediatheque 



展示条件に合わせて作品の形態や動作が柔軟に変化し、オーガ
ニックな生態系システムをかたちづくるインスタレーション。
ゆったりと流れるロール紙が、竹炭や埃などをすくい取る。その
痕跡はスキャンされ、ランダムな電気信号の入力／出力へと変わ
り、毛ばたきや古い楽器、ブラインドなどのオブジェを動かす。
ともすればフラットと思われがちなホワイトキューブに残るサイ
トスペシフィックな特徴（空気の流れ、湿度、床の凹凸など）を
ロール紙が拾い上げることで、展示環境の特徴を徐々に染み込ま
せ、二度と同じことが起こらない有機的環境を生み出す。展示室
は、人工と自然とが織りなすビオトープのような生態系になぞら
えられるだろう。
また、ロール紙自体が生き物のような振る舞いを見せるが、ここ
には日本独特のキャラクター文化に通じる「依代（よりしろ）」の
始原が見て取れるだろう。観客は、重なりゆく紙の襞を感情移入
しながら鑑賞するが、しかしその結びは突然ほどけ、ロール紙は
また環境自体へと霧消する。
インド洋に面するオーストラリア・パース市現代美術館ではじめ
て展示された本作のタイトルは「Indian Ocean」または「Input 
/ Output」の頭文字から取られた。

Ｉ／Ｏ（アイ・オー）
2011-13
素材　ロール紙、竹炭、ベルリラ、ハタキ、ブラインド、LEDライト、玩具、スプーン、
　　　トイレットペーパー、水槽など
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　せんだいメディアテーク



写真＝木奥恵三　提供＝創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会
“Sapporo International Art Festival 2014” (2014)  Photo courtesy: Organizing Committee for SIAF, Photo: Keizo Kioku

サーカスの地中
Circus in the Ground



《サーカスの地中》によせて
毛利悠子

　《サーカスの地中》は、さまざまな都市で見つけた日用品やジャンクを別の回

路 Circuitで動くようにつくりかえ、配置したインスタレーション作品である。

　円 Circle状に置かれた方位磁針が揺れることで、オブジェのスイッチがオン

／オフされる構造。ジョン・ケージが構想した「サーカス」よろしく同時多発的

にイベントを発生させるオブジェたちは、やがて自然光、風、重力や磁力といっ

た環境になじみ、生態系のように円環 Circulateするランドスケープをかたちづ

くってゆく。

　アイヌ語の世界では、感じること＝センシング（フマｼ hum-as）は、音（フﾑ 

hum）を契機とし、音は円や回転（カリ kari）が複数になる（karikari＝響く）ことで

得られるようだ。響き＝ Circlesがつくりだす回路 Circuitsは、メム（札幌を流れ

る地下水）に広がる波紋のように、やがていくつもの共鳴を生み出すだろう。

「札幌国際芸術祭 2014」で配布した小冊子より





写真＝木奥恵三　提供＝創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会
“Sapporo International Art Festival 2014” (2014)  Photo courtesy: Organizing Committee for SIAF, Photo: Keizo Kioku



《サーカスの地中》は、開拓時代にメム（湧き水）のほとりに建てられた
和洋折衷の迎賓館である清華亭（札幌市有形文化財）と、人工的な歩行空
間チ・カ・ホ、対称的な二つの空間において展開された。さまざまな都市
で見つけた日用品やジャンクを別の回路 （サーキット）で動くようにつく
りかえ、配置したインスタレーション作品である。
サークル状に置かれた方位磁針が揺れることで、オブジェのスイッチがオ
ン／オフされる構造。サーカスのように同時多発的（ジョン・ケージ）に
イベントを発生させるオブジェたちは、やがて自然光、風、重力や磁力と
いった環境になじみ、生態系のように円環 （サーキュレート）するランド
スケープをかたちづくってゆく。
アイヌ語では、感じること＝センシング（フマｼ hum-as）は、音（フﾑ 
hum）を契機とし、音は円（カリ kari）が複数になる（カリカリ karikari
＝響く）ことで得られるという。チ・カ・ホと清華亭が響きによってつな
がり、メムに広がる波紋のようにいくつもの共鳴を生み出す。そしてやが
ては、さらに深い層に横たわる大地の記憶が呼び起こされていくだろう。

サーカスの地中
2014年
素材　方位磁石、アンモナイト、鐘、鈴、庭具、ばたき、物差し、ライト、傘、テグス、モーター、電球
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　清華亭（札幌市有形文化財）／チ・カ・ホ

写真＝木奥恵三　提供＝創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会
“Sapporo International Art Festival 2014” (2014)  Photo courtesy: Organizing Committee for SIAF, Photo: Keizo Kioku



「サーカス」展示風景（2012）　撮影＝新津保建秀
Installation View (2012)  Photo: Kenshu Shintsubo 

サーカス
Circus



「サーカス」展示風景（2012）　撮影＝新津保建秀
Installation View (2012)  Photo: Kenshu Shintsubo 

《サーカス》解説にかえて
藪前知子（東京都現代美術館）

　明るい光が差し込む部屋のなか、全ては目に与えられている。あちこちに仕掛

けられたセンサーやスイッチ、電流が繋ぐ原因と結果。電子機器の基板もむき出

しにされ、ブラックボックスはどこにもない。壁に展示された「光学からのア

ミューズメント」と題された古い版画は、光学的トリックを用いた装置のあれこ

れを紹介している。この版画と、バルセロナ滞在中に見たサーカスのスペクタク

ルが、《サーカス》の発想源である。この舞台の連環の上、モノたちは、チャー

ミングなキャラクターを存分に発揮しつつ、まるで生きているように見える。

　こうした、「擬人化」とも言えるモノ、特に機械への関わり方は、プログラミ

ングによるメディア・アートの文脈から出発した彼女の初期作品から、すでに散

見される。あるテキストをスキャナーに解析させ、読み取らせるプロセスを繰

り返すことで、コンピューターの誤作動が蓄積し立体化する《誤差蓄積回旋機》

（2003）。エリック・サティの楽曲を再生した環境音とともに再録音、これを解析

するプロセスを 840回繰り返すことで新たな音の生成を企図する《Vexations》

（2006）。異なる分野のボキャブラリーを学習させた二つのコンピューターを対話

させ、誤訳を引き出す《対話変速機》（2006）。エラーや変則のリズムに疑似的な

生命活動の契機を見出すこと。それに、並行して展開してきた、サウンド・イン

スタレーションの試みが融合し、近年、大友良英の「アンサンブルズ」（2009-）

などで展開される、豊かな「生態系」を形作る魅力的な作品群が生み出されてきた。

　しかし、言うまでもないことだが、生命であれ電流であれ、エネルギーは不可

視である。毛利悠子の手で造られたあれこれが、本当に生きているのではないと、

視覚に与えられた情報だけで証明することはできないのである。どこまでもスペ

クタクルであるからこそ、一層、そこからはみ出るもの――ささやかな物音や気

配、古びたモノたちの傷に刻まれた時間が、これらに「憑依」している何かの存

在を私たちに知らしめる。部屋の中心にだらりと垂れ下がった紙は、「プリンター」

という過去の遺物となりつつあるテクノロジーの、なれの果てかもしれない。そ

の機械じみのついた白い面には、人間が過去に吐き出してきた無数の「情報」が、

見えない文字で多重に焼き付けられている。可視と不可視のレイヤーが複雑に交

差するこの小さな部屋に入るとき、私たちは、オカルティックともいえる生命エ

ネルギーの神秘に乗り出した晩年のエジソンのような好奇心を持って、統御しえ

ないものを召喚するテクノロジーの可能性に、思いを馳せることになるだろう。



《サークルズ》《サーキッツ》、
そして《サーカス》について
毛利悠子

　　「サークルズ」「サーキッツ」「サーカス」と展開する展覧会 3部作。これら

はみな、同じ語源から成っている。

　バルセロナでの制作途中、現地のサーカス会場でのめくるめく体験に、そのと

き制作していたモノのたたずまいと似たものを感じて、タイトルとすることにし

た。円（Circles）、そして回路（Circuits）としてかたちを変えてきたインスタレーショ

ンが、また表情を変えてサーカス（Circus）となる、ようなイメージ。

　ところで、わたしはいつもモノから知恵をもらってきた。

　制作過程では、モノを分解したりして、剝き出しになった機構をハッキングし

て増幅させて、別の回路──こう言ってよければ「個人的な回路」──で動くよ

うに作りなおしてみる。「サークルズ」「サーキッツ」「サーカス」、3つの展覧会

で動いているモノたちは、こうした「かつてあった」モノの動きを純粋に取り出

す試みの集積によって、できあがっている。

　しかし、そのようにして作りなおしたモノをそれぞれの展示会場に持っていく

と、モノたちはまた違う表情をわたしに見せてくる。暗い場所、半分野外のよう

な場所、そして自然光が豊かに入る明るい部屋──それぞれの会場によって役割

が大きく変わるモノたちが、円環的に自生しはじめ、そこにしかない生態系が形

成されるまで、わたしはダウジングのような作業を続けることになる。

　

　〈磁力〉、〈重力〉、そして〈時間〉という地平を、明るい部屋に構成する──こ

れがわたしの「サーカス」となった。

※「サークルズ」は 2012年 2月 20日から 26日まで東京・waitingroomにて、「サーキッツ」は
2012年 4月 8日から 30日まで大阪・adandaにて開催された。

展覧会「サーカス」で配布した小冊子より



「サークルズ」「サーキッツ」「サーカス」と展開
した展覧会 3部作。これらはみな、同じ語源か
ら成っている。バルセロナでの滞在制作中、現地
のサーカスで体験しためくるめくパフォーマン
スに着想を得て、コンセプトを練るにいたった。
円（Circles）、そして回路（Circuits）、さまざま
に表情を変えてきたインスタレーションが、サー
カス（Circus）となってもう一つの輪舞を踊る。

サーカス
2012
素材　傘、ハタキ、方位磁石、古い玩具、ランプシェード、ロール紙、
　　　扇風機、ブラインド、ベル、木片、プリズムなど
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　東京都現代美術館 ブルームバーグ・パヴィリオン
撮影　新津保建秀ゆっくりと回転する傘にくくりつけられた鈴が床に擦れて、「サークル」の軌跡が浮かびあがった。



写真は 3部作を通して基軸スイッチとなる方位磁石。
木製の定規の回転によって on / offする。

サーキッツ
2012
素材　傘、ハタキ、方位磁石、古い玩具、ランプシェード、ロール紙、
　　　ベル、電球など
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　adanda
撮影　山本精一「サーキッツ」の会場は半分野外に面しており、円形に動く羽根のオブジェにあわせて砂埃が円形に型どられた。



傘の水玉模様をセンサーが読みとることで、電球が on / offす
る。18世紀のブリキの玩具や傘、木製の定規など、主な素材は
すべてバルセロナにレジデンスした際に蒐集したアンティーク。
街の記憶を作品に留めたいと思い、これらを用いることにした。

サークルズ
2012
素材　傘、ハタキ、方位磁石、古い玩具、ランプシェード、ベル、電球など
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　waitingroom
撮影　前澤秀登



天井から吊されたロープがモーターによってランダ
ムに回転する。ロープはねじれ、たわむ。そうして
溜め込まれた力は、いつか激しい動きとともに解放
される。ロープの表情はさまざまに変化するだろう。
ロープの足下に措かれるオブジェは石のほかに、ド
ラムなどの場合もある。
タイトルは「変換（turn）」を意味し、entropyの語
源でもある古代ギリシア語τροπηに由来し、力の純
粋な表われを意味する。

トロープ
2012, 16年
素材　ロープ、ドラム、石 etc.
サイズ　可変
形態　インスタレーション

トロープ
Trope



「6年目のアート」より抜粋
藪前知子（東京都現代美術館）

　アートって何̶̶？　美術館でキュレーターとして働くかたわら、私はある大

学でここ数年、アートと社会を繋ぐ現場について―ーいわゆるアートマネージメ

ントの授業を担当している。

　教室に座っている多くは、印象派の展覧会に行ったことはあっても、自分たち

の時代の作品についてはほとんど知るところのない学生たちである。「アートっ

て何？」という何年かけても伝えきれないだろう問いに、乱暴と知りつつ前提と

して触れるために、ここのところ毎年、冒頭に話すことにしているのが、東日本

大震災の直後に、アーティストやアートを支える人たちが、何を考え何を行った

かについてである。

　当時を振り返って、私にとって最も印象的な出来事の一つは、震災から一週間

後に出かけた、毛利悠子という若い美術家の「アートイベント」が、ただ集まっ

て無事を確認しカラオケをしたりしゃべったりするだけの「なにもしないことを

する会」に変更されたことだ。震災当時、身の安全も覚束ない切実さのなかで、

「アート」という形而上学的な活動にリアリティを感じられない空気があった。

「アートはあくまでも平時の余剰である」という考えが広がる一方で、アドルノ

の「詩を書くことは野蛮だ」という言葉を SNS等で盛んに見かけたように、あ

らゆる表象を欺瞞とする感覚が共有され、多くのアーティストが、何も表現でき

ないという状態を経験した。（…）

̶̶「迷い線のあいだに①」webちくまより

当初、「ジョン・ケージ「お水の道」in SNAC」として、日本初演となるジョン・ケージ《Water 
Walk》を上演する予定だったが（共演＝小田島等、ヌケメ、カイドー）、3月 11日に起こった東日
本大震災の影響により、内容を変更。長引く余震、そして計画停電や公共交通機関の運休が続くな
か、集まりたい者たちがただ集まり、無事を確認し、カラオケをしたりしゃべったりするだけの束
の間のアジールが生成された。一夜限りのリレーショナル・アート。毛利はこの日のために《地震
が来たら銅鑼が鳴る地震計》を急遽制作し、展示。以下はイベント変更を告知した当時のホームペー
ジの文章。
「・停電や電車の遅れの可能性もあります。なるべく少ない荷物、温かい格好でお出でください。・
万が一に備えて、懐中電灯や防寒具などお持ちいただければさらにありがたいです。・お飲物、軽食
などご用意しておりますが、食べ物の差し入れは大歓迎です！　放射線防護効果があるといわれて
るビール（ほんとか？　そんなこと言われたら、大好きなビールが品切れになるかも……。そした
ら発泡酒）や、（たぶん）昆布だしなどのおツマミを用意しようとかんがえています。久しぶりにど
こかに遊びにいく機会にでも使っていただければと思います。一人暮らしの方や、気分転換をした
い人、話したい人、どなたでもおこしください。情報交換しましょう。／チャージはありません。
時間はだいたい 19時くらいからのスタートになると思います。「『何もしない』ことをする」という
ことで、なにかお楽しみ要素もあるかも……!?」

なにもしないことをする会
2011年 3月 18日
清澄 SNAC

「何もしないこと」をする会
A Session for Doing Absolutely Nothing



ジョン・ケージ作曲による、世界中のありとあらゆる
電波を使った作曲作品「ヴァリエーションズⅦ」日本
初演。インターネットや携帯電話が普及したため、ケー
ジが作曲した時代設定からの大幅なアップデートが必
要であった。毛利は、自ら開発した電磁波発信器、水
槽を泳ぐ金魚に反応するチャンス・オペレーション装
置など、ヴィジュアル面・音楽面ともに貢献した。

ジョン・ケージ　ヴァリエーションⅦ
2011
素材　プリンター、スキャナー、布団乾燥器、ミキサー、扇風機、金魚など
サイズ　可変
作品形態　ライヴ・パフォーマンス
出演　足立智美 有馬純寿 池田拓巳 毛利悠子
会場　アサヒ・アートスクエア
撮影　石塚潤一

《ヴァリエーションズ VII》
John Cage’s Variations VII

from “Variations VII” (2011)  Photo © Ikumi Hirata



2005年に山口情報芸術センター［YCAM］のプロ
デュースによって制作した、サウンド・インスタレー
ション。「家具の音楽」や、BGM（バック・グラウンド・
ミュージック）を提唱したことで知られる、フラン
スの先駆的な音楽家エリック・サティが 1895年ご
ろに作曲した「vexations」をモチーフに制作した。
環境音をコンピュータで解析し、ピアノの楽曲とし
て出力することで、展示会場によってそれぞれ違っ
た音楽が生まれる作品。本作でアルスエレクトロニ
カをはじめ、数々の賞を受賞した。

vexations (c.i.p.)
2005
素材　コンピューター、プリンター、スピーカーなど
サイズ　可変
共作　毛利悠子 三原聡一郎
会場　山口情報芸術センター［YCAM］
作品形態　インスタレーション

vexations (c.i.p.)



地球自体が磁石であるように、磁力は身近なエネル
ギーであるにもかかわらず、人間は知覚することが
できない。本作は、展覧会場に強力な磁場を作り、
その磁力を、音やモーターを動かす動力として出力
することで、普段は感じることができない現象を間
接的に知覚できるようにした立体作品。2004年、多
摩美術大学情報デザイン学科の卒業制作展で発表し
た。

Magnetic Organ
2004
素材　コイル、アンプ、モーターなど
サイズ　2000mm × 2000mm × 2000mm
作品形態　インスタレーション
会場　大阪港赤レンガ倉庫

展覧会場に強力な磁場を作り、その磁力を、音やモー
ターを動かす動力に変換することで、普段は感じるこ
とのない現象を知覚できるようにした立体作品。学部
時代の卒業制作を、東日本大震災後、エネルギーをテー
マにした展覧会に参加した際に再制作した。
展覧会会場の１階部分で太陽光、風力、人力などの発
電を行い、２階部分でその電力を使用した。本作では、
40ワットの電力を送電してもらい、インスタレーショ
ンの中で強力な磁場を発生させ、そのエネルギーで小
さな振動モーターを一つだけ動かしてみた。背後にあ
る大きなエネルギーを汲み取るための、かそけき仕掛
けとして。

Magnetic Organ　再制作
2011
素材　コイル、アンプ、モーター、アンティークの抜き型、水晶、石膏像など
サイズ　可変
作品形態　インスタレーション
会場　東京芸術大学
撮影　前澤秀登

マグネティック・オルガン
Magnetic Organ
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