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会期 : 2014年6月20日(金)～6月24日(火)
場所 : ナオナカムラ(素人の乱12号店)
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INOUT

(1)《ADVISORY》
パネル、アクリル絵具

(2) 《T♂KY♀2020》
厚紙、コンドーム
2013 年 9月 7日、ブエノスアイレスで行われた IOC総
会にて、2020年オリンピックの開催都市が、マドリード、
イスタンブールを抑え、トーキョーに決まった。国民は歓
喜に沸き立ち、メディアは小躍りした。ニッポンの首相は
五輪招致プレゼンテーションの中で、フクシマ第一原発の
問題をめぐり、「状況はコントロール下にある」「(汚染水は )
完全にブロックされている」と語った。
どこかで聞いた事のある物言いだと思った。たとえば、コ
ンドームを着けずにセックスを求める男の言い訳のよう
に。それは私の耳に空々しく響いた。はるかアルゼンチン
で挙がる歓声もまた、潮鳴りのように遠く残響していた。

(3) 《NT》
パネル、粘土、ラッカースプレー
ニューヨークから遠く離れた東京のストリートで、「NY」
と刺繍されたベースボール・キャップやバックや Tシャツ
を、女の子をも含めた数多の若者が身に纏い遊歩している。
しかしその実、街を回遊するそれらの人々の「地元」は、
むろんニューヨークにはなく、もしくは東京にすらなく、
概して「 郊 外 」に相違ない。ゆえに冠すべきは、「NY」
ではなく「NT」である。

(4) 《CRサバービア》
インクジェット・プリント　撮影 : 森下佳
パチンコ屋、ヴィデオBOX、TUTAYA、ファスト・ファッ
ション店、ドン・キホーテ、マクドナルド、合法ハーブ・
ショップ、牛丼屋̶̶それらで渋谷の街路は飾られている。
ここはもはや、舞台空間としての文化都市ではなく、たん
なる「巨大な郊外都市」(北田暁大 )のひとつに過ぎない。
だから、この写真に映る景色は、柏だろうと、大宮だろう
と、あるいは町田だろうと、殆ど大差無いものだろう。
そんな都市空間に、私は佇む。マスクド・ニュータウンと
して。何故か、「ねじ式」(つげ義春 )のポーズで。

(5) 《DEATH MASK》
石膏、フォーク

(6) 《ガチンコ》
ネオンサイン
もともと「ガチンコ」とは相撲用語である。プロレスにおいては
シュートやセメントとも言われ、現代では「本気」を意味する口語
として広く日常的に用いられている。一般的には「八百長」の対義
語とされているが、そもそも八百長とは、事前に勝敗について取り
決めがある上で試合が行われることである。とすればその逆は、純
粋なスポーツになるだろう。では「ガチンコ」とは何か？  「事前に
勝敗について取り決めがあるにもかかわらず、意思の齟齬やアクシ
デントによって、勝負がわからなくなること」ではないか。つまり
「ガチンコ」は、スポーツ /八百長という二元論にはなく、そのあ
わいのグレーゾーンにはじめて発生するのだ。

ヒップホップなどのCDジャケットによく「PARENTAL 
ADVISORY - EXPLICIT CONTENT」と書かれた黒と白
のラベルが印刷されている。アメリカの市民団体である「ペ
アレンツ・ミュージック・リソース・センター」(PMRC)
による検閲印である。暴力、性、犯罪、麻薬といった、未
成年にとって「不適切な表現」が含まれている作品に適用
され、保護者の指導を促す。このラベルが貼られた作品は
ウォルマート (郊外型巨大スーパーマーケットチェーン )
をはじめとする特定の小売店では販売できなくなるとい
う。その文言を意訳的に日本語化し、本展のはじまりに配
した。

「聖者」エル・サントに代表されるように、一流のマスクマンは死
してもなおマスクを脱がない。「仮面」を被った顔こそが、「本当の顔」
なのだ。このような身体の虚構化は、プロレスという芸能を司る者
の宿世である。その意味で、たとえば稀代の悪役アブドーラ・ザ・ブッ
チャーのいつか来るであろう死因は、額に突き刺さったフォークに
違いないと私は夢想する。

(8) 《渋谷ヤミカラ》
映像　撮影 : 大口遼
2012 年 4月、渋谷に巨大なビルが建った。スクエアに屹立するそ
れは、空虚な釘のように冷えびえと空に突き刺さっていた。
渋谷に建ったあのビルは、本当に私たちを「ヒカリヘ」導いてくれ
るのだろうか？
《エンパイア》というアンディ・ウォーホルの映像作品があるが、
ひとまず私は、《帝国》的なるあのビルを、バゼリッツの絵画のよ
うに転倒させ、倒立した世界の「ヤミカラ」、市街を眺める。
なお現在、2020年から 2027年を目処に、新たな三棟のビルの建
造などを含めた渋谷駅周辺の再開発計画が、官民一体となって進め
られている。

(7) 《『渋谷』( 国木田独歩作 )》
インクジェット・プリント、岩波文庫 撮影 : 森下佳
国木田独歩の『武蔵野』で描かれている「武蔵野」とは、実は「渋谷」
であった。
独歩の『武蔵野』といえば、1898年に書かれた「郊外文学」の端
緒である。今の感覚に照らせば、「武蔵野」と聞けば埼玉から東京
にかかる地域や多摩をイメージしがちであるが、ここで描かれる「郊
外」としての「武蔵野」とは、渋谷周辺の地域を指したのだ。文芸
評論家・川本三郎が『郊外の文学史』で言うように、「明治の中頃
の渋谷 (渋谷村上渋谷 )は、雑木林に囲まれた田園」であり、「独歩
は、明治二十九年、二十五歳のときに、弟の収二と共に渋谷に越し
て」、「丘の上の一軒家を借りた」。そう、独歩は渋谷の道玄坂辺り
に住み、『武蔵野』＝『渋谷』を書いたのである。
実際に渋谷公会堂付近にある「独歩居住跡」には、グラフィティ・
ライターによるたくさんのボムが施された電柱に並んで、小さな木
柱が立っていた。
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(26) 《Stag Beat Artist Photo》
ケント紙、マジックペン

(19) 《Stag Painting》

(10) 《Park in the Cage》
(11) 《Street in the Cage》
スニーカー、バスケットボール、金網、ラッカースプレー
2011 年 4月、渋谷の宮下公園がナイキによって改修さ
れリニューアルオープンした。スケボーやフットサルを
行える有料スペースが大半を占め、高校時代からしてい
たように、深夜に公園で溜まって飲もうとしたら、施錠
された金網で囲われており、公園内部に入ることはでき
なかった。
2011年 9月、渋谷の「センター街」が名前を変えてい
た。スクランブル交差点に面した通りの入り口には、「バ
スケットボールストリート」と印刷された横断幕がはた
めき、バスケットボールを模したステンレス製のオブ
ジェが鎮座していた。
この街の「通り」や「公園」といった《公共空間》が、
どこか〈監獄〉めいた「金網デスマッチ」の様相を呈し
てゆくような感覚が頭の隅をかすめたが、そのイメージ
はすぐに「バスケットボールストリート」の喧噪に掻き
消された。

(12) 《New BABYLON Town》 
(13) 《THE TOP of BABYLON》
住宅広告、ペイントマーカー

(9) 《新国立練兵場》
パネル、アクリル絵具
2020 年の東京オリンピックに合わせ、新国立競技場が
イギリスの建築家ザハ・ハディト案で建設されることを、
事後的に知った。
そもそも現国立競技場がある明治神宮外苑は 1926年に
完成したが、それ以前は、旧陸軍連隊の教練・演習場と
しての青山練兵場であった。日清、日露戦争の観兵式も
行われ、多くの兵士がここから戦地へ旅立った。
また、日中戦争で中止となった 1940年の幻の東京オ
リンピックの直後、1943年には、この場所で学徒出陣
壮行会が開かれている。
現在も状況が移り変わっており、現競技場の改修案をは
じめ、コストや技術論を含めた実現可能性、景観の民主
主義、ポスモダン建築、環境倫理学、歩行者のアメニティ
など、数多の議論が交わされている問題であるが、私は
幻視して網膜から消えない近未来のこの画を描いた。

(14) 《マスクド・ニュータウン》
ポリエステル、ビニール、フェルト、ワッフル、メッシュ
制作 : 毒kinokopink
この作品はメキシコのプロレスであるルチャ・リブレのマスクを
モティーフとしている。
メキシコでは、アステカやマヤといった古代文明の中にある神々
たちへの仮面信仰がマスクに結びついた歴史的背景ゆえ、「新しい
世界に踏み入れたり、邪気を追い払ったり」「自分の能力以上の何
かを求め」るために、マスクを被るのだ。(清水勉「メキシコ・マッ
トにおけるマスクマン」)
そういった「仮面」に、自身の「地元」の図案を縫い込んだ。
まず顔前面の赤いU字型のパーツは、1898年にエベネザー・ハ
ワードが『明日の田園都市』において提唱した「田園都市構想」
を図示した「三つの磁石」を表している。(図１)
ハワードの構想した「Garden City( 田園都市 )」は、その後日本
をはじめ世界各地のニュータウン政策・郊外型の都市計画に大き
な影響を与えた。「磁石」のひとつは「農村」、ひとつは「都市」を表し、
両者の利点を融合した第三の選択としての「田園都市」が浮かび
上がる。
眼の周囲、二つの円からなるベン図は、若林幹夫が『郊外の社会学』
において「郊外」を図式化したものだ。(図2)
「都市」でも「農村」でも「地方」でもない、「郊外という場所の
両義性」に注目した若林は、山口昌男の「中心 /周縁」図式と類
似的な「周縁性」を郊外に見いだす。このように郊外とは曖昧で
両義的な「立場なき場所」なのだ。
さらに額に刻印された「NT」のマークは、言うまでもなくニュー
ヨーク・ヤンキースのマークであり最早ストリートアイコンであ
る「NY」を、「New Town」化したものである。

(15) 《バーリ・トゥード in ニュータウン》
映像 出演 : 石田翔三、佐藤栄祐　撮影 : 森下佳
この映像は、田園都市線沿線の住宅街である「あざみ野」をロケー
ションにプロレスを行ったものだ。
私には中学生の頃に衝撃を受けた「映像作品」がある。「大日本
プロレス ケンドー・ナガサキの バーリ・トゥード in 商店街」( 企
画：テリー伊藤 )なる安ビデオだ。それは商店街を舞台に、野菜、
魚、ケーキ、肉、自転車、ガチャポンなど、あらゆるものが凶
器として使用され、主婦たちが阿鼻叫喚し、子どもたちが狂喜し、
老人たちが顔をしかめる中、半裸の大男たちが肉体を痛めつけ
合うという代物だった。
それを私のリアリティに即してオマージュした。これは、ニュー
タウンという強固な日常を、虚実の入り混じったプロレスの介
入よって読み替え非日常化しようと足掻く、一種の「市街劇」
である。

(16) 《WaNNa☆Be》
パネル、チラシ、ラッカースプレー
この作品はニュータウンに舞い込む広告チラシを下敷きに、
「wannabe」という文言をライティングしたグラフィティである。
下地であるチラシは、綺麗で清潔な新築住宅や、進学率を誇る塾、
明るく楽しいショッピングモールなどの広告郡だ。私の幼少の
世界観は間違いなくこれらがモザイク状に張り合わせられたビ
ジョンから成り立っている。
一方「wannabe」とは「want to be...(～になりたい )」というフ
レーズからくる、何かになりたがっている志望者を表すスラン
グである。一般的には侮蔑的なニュアンスで使われる。
なるほど私の起源は明らかにニュータウンにある。壮絶な生い
立ちも無ければ、波瀾万丈の人生も、巨大な歴史のうねりも、
特異な身体性もも持ち合わせていない。つまり「何者でもない」。
しかしそれでもなお、私は、何かになりたい。

ニュータウンの郵便受けには、きらびやかな謳い文句が
踊った住宅広告が日々舞い込む。
「美しの頂へ」「潤いと洗練の地」「本質と豊かさを凝縮
したような邸宅」……
それは桃源郷か、はたまたバビロンか。
夢の一戸建てか、キッチュなフェイクか。
あるいは、それらがアンビバレントに同居した二世帯住
宅か？

図１

図２

(18)《B-KUWA》

(17) 《Nigger in Woods》
レコード、昆虫、アクリル絵具

パネル、アクリル絵具、ペンキ、ペイントマーカー

パネル、クワガタ、虫ピン、アクリル絵具、ペンキ

(20) 《Stager’s Delight》
映像  撮影 : 渡邉隼人

(21) 《エクストラ・バージン・ラップ》
リリック帳、ペイントマーカー

(22) 《Stag Beat Logo》
パネル、アクリル絵具

(23) 《EXtra Virgin》

画用紙、マジックペン
(24) 《あぶない木曜日》
画用紙、アクリル絵具、ペイントマーカー

(25) 《Nigger in Woods Vol.1 Flyer》

インクジェット・プリント 撮影 : 小林健太

(27) 《Stag Beat Drawing》
ケント紙、マジックペン

この小部屋に展示された作品類は、Stag Beat に関す
るものである。
Stag Beat とは、私MC・DOPE MENとビートメイ
カー・Molphobia( 三上拓矢 ) によるHIPHOPユニッ
トだ。2013年 1月に結成、活動を開始し、2013年
10月にはフリーダウンロードの EP「EXtra Virgin 
EP」をリリース、同年 11月にはリリースパーティ
「Nigger in Woods Vol.1」を開催した。
ユニット名の由来は「クワガタムシ (Stag Beetle)」
である。二人の共通の趣味が「ヒップホップとクワガ
タ」だったからだ。そこから派生させ、クワガタをメ
イン・モティーフとしたペインティング、オブジェ、
映像、ドゥローイング、写真など、様々に制作した。
そもそも、「Stag」とは「雄鹿」のことである。そこ
から、「男だけの」「女性同伴なしの」「男性向けの」「ポ
ルノの」といったスラングにもなる。そういえば、ヒッ
プホップやクワガタ、そしてプロレスが好きなことは、
とても男性的、男子的である。
結局のところ、「ガキの好きそうなことばっか病みつ
き」(宇多丸 ) なのだ。
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