
 

ISTAビエンナーレ 2014報告書 

ISTAビエンナーレ 2014実行責任者代表 髙木隆司 

１．はしがき 

 ISTAビエンナーレは，昨年度に開始した．その主旨は，「科学芸術学際研究所」というわれわれ

の法人の名称にもかかわらず，従来は科学のほうに偏った企画が多かったので，芸術を中心にした

企画を加えようということであった．その企画と実行は，本執筆者，石垣 健氏，中塚正彦氏に任

され，ISTA事務局との協力体制でおこなった． 

ところで，芸術と言っても，ISTAが主催するからには，いわゆるサイエンスアートを展示するも

のでなければならない．さらに，出展を呼びかけるためには，サイエンスアートという言葉をきち

んと定義しておく必要があるであろう．なお，言葉というものは，世間で使われていくにつれて意

味が変化する可能性があり，「サイエンスアート」もその例にもれないかもしれない．しかしなが

ら，何かを始めようとするときは，用語の定義を与えるということが，主催者の意図を明確にする

ために必要である． 

 われわれが定義したサイエンスアートには，次のような 2つの種類がある．1つは，自分で制作

技術を開発しながらアートを制作したものである．したがって，すでに開発された技術を応用した

ものは，サイエンスアートには含めない．現在，近代科学を応用したアートの制作が多い．CG,レ

ーザー技術，最近の３Dプリンターの応

用などはその例である．これらは，メデ

ィアアートではあっても，ここで言うサ

イエンスアートではない．2つ目は，科

学的な概念をアートとして表現したも

のである．この場合は，その表現技法は

従来の技法に基づいていてもよい．これ

らに共通する要素は，制作において科学

的思考（サイエンスマインド）が要求さ

れることである．このことが，ISTAが企

画することの意義を主張するものであ

ろう． 

 展示作品の応募者は，ISTA会員外も含

めて 15の個人，あるいはグループであ

った．そのうちの 1つは，招待作品であ

った（水越のぶまさ氏）．展示会場は，

地下鉄いりや駅の近くのいりや画廊に

した．ここは，展示作品の量にちょうど

合致する広さであった． 

 展示期間（2015.3/23-3/28）のうち初

日の 23日に，オープニングパーティー，

およびギャラリートークをおこない，後

者では水越氏，柴田美千里氏，および長

谷川千賀子氏に依頼した．来場者数は，

入口での署名の数では 101名（出展者を

除く）で，第 1回目のビエンナーレとし

ては成功であったと言える． 

   

ISTA ビエンナーレのダイレクトメール裏面．出展者の

一人，坪谷彩子氏によるデザインで，展示のポスターに

も使った． 

＿　活動報告　＿
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２．展示作品の紹介 

以下に，会場の全景，および各作品の詳細を写真を交えて紹介する．写真撮影は，本執筆者，お

よび ISTA役員の小原廣久氏による．ここでは，出展者の 50音順で，出展者，□に続いて作品名，

[ ]内に制作法，■に続いて制作の意図や感想を記す．会場では，これらの情報を含むパンフレッ

トを配布した． 

 まず，展示風景を示す．左は奥から入口に，右は入口から奥に向かって撮影したものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅野 千秋 □ Red London (Color 

as a concept !) □ Glimpse - Bruno 

Schulz. *In Asian road  [キャン

パス(S10/F10)木材+アクリル+iPad / 

iPhoneのInstallation．映像部分は，

Adobe CC-After Effects Apple Final 

CutでフルカラーHD映像をモノトーン

的，肉桂色のイメージにノンリニア編

集] 

■ 色彩の科学の同軸に，私的な色解

釈が並ぶ？ 色は本来，私たちの側

の問題ではないだろうか．色彩とい

うと従来は，色彩の科学，可視光線

の波長域や，色彩論等が思考された．ただ，モノトーンのフォトグ 

ラフに色彩を感じる，色彩は私たちの側の問題ではないだろうか．

色が，意味論や情報を発信している訳ではない．ヒトは，その文化

圏で，散りばめられた色彩の世界で，必然的に行き交っている．同

様な事は映像にも当てはまる．  

 

石垣 健  □ ＣＯＮＣＯＭＩＴＡＮＣＥ ― 共にあること 

[多面体の面の向きを基準とした空間構成．多面体の稜線上にフック

状のジョイント構造を仕組み，テンションとコンプレッションで部

材を連結し，構造を保持している．] 

■ 物質性と精神性： 絵画のような平面表現は，面上に物質的に安

定な絵の具を留め置くことで，情報が常時発信される．多面体のよ

うな立体表現も，構造が安定すれば，情報発信は持続する．だが，

これらの織りなす空間性は，モノトーンであっても少々複雑だ．花

のもつ感性的魅力の一端が，恐らくここにも見え隠れしているのだ

ろう． 
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大内 公公  □ 誰を選択するのか？ Who in natural 

selecting？ [自然土，草木類，低温焼成] 

■ 生物進化上，ヒトは生存競争を優位に勝ち残る為に，複雑に

機能する「脳」そして「自意識」を獲得したと言われています．

敵から逃れ獲物を獲得する為には，確かに，行動を予測し推論す

る優秀な脳は生存競争に有利に働いたかもしれません．しかし

「自意識」はどうでしょう？ヒト以外の霊長類，チンパンジー，

ボノボ，ゴリラ，オランウータン達は「自意識」を持つにいたら

なかったために競争に負けてしまったのでしょうか？ヒトの「自

意識」は非常に燃費の悪いシステムだと言われています．また高

度な処理にかかる時間は意外な程長く，むしろ行動の効率を下げ

るとまで言われています．生存競争上不利になるかもしれないような因子の「自意識」を，ヒトは

なぜ抱えているのでしょうか？ひょっとすると，ヒトの「自意識」は，ヒトのありあまるほど強力

な脳の「余裕」なのかもしれません．生存競争上，特に必要があったわけではないけど，在っても

さほど害にならなかった機能，ヒトだけに搭載されているめずらしい属性，それがヒトの「自意識」

だというのはいかがでしょうか？ 

 

大川原 恭樹， 吉田 富久一， 長谷川 千賀子（インスタレーション：未来の過去・過去の未来） 

大川原 恭樹  □ 土偶・豊穣の祈りと再生へ -過去

から未来へ [燻炭山と焼かれた土偶 素材：素焼粘土，

燻炭，灰] 

吉田 富久一  □ 土器火鉢からの狼煙–過去となる現

在 [土器火鉢 素材：素焼粘土，燻炭，LANターミナル

炭，灰] 

長谷川千賀子 □生物の自然・化学循環 [ブリキ缶で

の炭焼き 素材：鉄，籾殻，ゴム炭，布炭，灰]  

■ 炭窯での焼成や野焼きを通し，炭化と燃焼の相違に

驚嘆した．焚火は大きな熱と多くの二酸化炭素を放出し

燃え，跡に灰を残す．だが，炭焼きは窯の中に詰めた炭

材に着火すると熱分解を起こし気化物質を放出して発

熱，自ら分解を持続させ，跡に固定炭素を残す．さらに，

籾殻の野焼きで燻炭が得られるとは．この不思議な事象

への探求からコラボレーションは始められた．ここでは

夫々が，体験的な考察をもとに提案する「環境科学／創造」のインスタレーションである． 

大川原恭樹： 籾殻山の中で焼いた素焼土偶．籾殻の炭化の際に気化熱（300〜400℃）を発し，自

発的に炭化する．引き続き勲炭の燃焼による発熱（600 〜700℃）で，粘土はメタカオリン化する．

土偶は燻炭焼ダクトとしての機能を併せ持つ．  

吉田富久一： 土器の中で籾殻と一緒にLANターミナルを入れて焼く．気化物質が煙となって抜け，

プラスチック部は融解して鉢底で炭化，分離した金属部が残される．炭窯や野焼きで立ちのぼる煙

は，過去に狼煙（通信手段）に使われた．  

長谷川千賀子： ３０cm立方のブリキ箱に衣類やゴムタイヤを入れ，炭窯または籾殻と一緒に野焼

き（勲炭焼き）したオブジェ．炭材とした衣類には天然繊維の他，化学・合成繊維も含むが，炭と

なる．タイヤも同様に炭化した． 
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 柴田美千里  □ 美脚椅子，インタラクティブ（参加型）アート 

[シリコーン製人体模型と椅子の組み合わせ] 

■ 椅子に座ってお手持ちの携帯カメラで写真を撮れば，「美脚写真」が撮

れるトリックアートです．是非，ご参加いただき，美脚なご自身の写真を

おさめていってください．女優さんのようなポーズできめたり，男性の方

は，ギャップを楽しんでください．  

作品価格：「美脚椅子」600,000 円（外税，送料別）・1 セット(内容―シリ

コン製の脚 1対，靴，スカート用の布，椅子 1脚)・新品 

 

關口佳明  □ Water work 2014（額装 8点）[水，アクリル絵具，水彩紙] 

□ Water work 制作装置 Water print [オリジナル制作装置の実物] 

■「水の振る舞いに畏れと共に惹きつけられる．水の動き，痕跡を写し取ることを試みる．遊ぶ心

と共に」 

2013年横浜のスタジオ・レジデンスの際

に天に向けて噴射し制作するスケッチを

描いた．試行錯誤の末に作品化した成果

が今回の作品．限られた制作条件の下で

制作する装置や手法を開発．固定ノズル

の噴射の勢いを紙上の絵具に写し取る．

ある時，紙上に水の痕跡を発見．単純だ

が水によるミニマルなアートをみた．こ

の手法による作品群が版画のモノプリン

トを想起させることから特に「Wateｒ 

print」と命名．現在はこの手法をさらに

推し進め，何が生み出されるかを追いか

ける．将来的には屋外噴水や消防ホース

利用の制作パフォーマンスを夢想する． 

作品価格：「Waterwork2014」一点につき

25,000円（額装込） 
 
高木隆司，Ｂ．カランターリ  □ 菜の花や □ 吾唯足るを知る □ 暫く映える昂る旭 

[ポリノミオグラフ（複素数の代数方程式を数値的に解く際に現れるパターン）と書の合成] 

■ ポリノミオグラフと

は，アメリカの数学教授

バーマン・カランターリ

が開発した特殊なＣＧで

あり，複素数の代数方程

式をコンピューターで解

くときに発生するパター

ンである．パソコンのモニター上で方程式の係数を与えると，パターンが現れる．今回の制作にお

いては，高木による書とその意味を彼に示し，その雰囲気をもつようなパターンを作ってもらい，

高木がそれらをフォトショップを用いて合成した．「菜の花や」では，そのパターンは宇宙に放出

されるオーラとみなした．「暫く映える昂る旭」の漢字配置は，よく知られている「吾唯足るを知

る」にならって高木が作ったものである．  

作品価格：「菜の花や」 30,000 円，「吾唯足るを知る」 15,000 円，「暫く映える昂る旭」 15,000

円 （各々限定 10部，額装込） 
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髙橋 翔子  □ うろこのうた [アニメーション] 

■ 鱗といえば，アニメーション映画「メトロポリス」を思い出す．

ゆうに 10mはある巨大魚が水槽をゆったりと泳ぎ，体表の動きに合

わせて鱗の重なり具合がおもむろに変化する．その動きは，規則的

でどこか機械的．美しいほどに整った，自然の規則性を感じる．鱗

は，10 代から惹かれていたテーマだった．今回，鱗というテーマ

に挑戦するにあたって，引き合いにだすのもおこがましいが「メト

ロポリス」と同じアニメーションを用いた．（初めてのコマアニメ

制作に何度も頭を抱えた．）鱗の魅力が少しでも伝わることを願う． 
 
髙橋  望  □ 無題 [老松，松樹皮] 

■ 非自然的な形状からなる自然をテーマとしました． 非自然的

な「生命の造形」を想像し，妄想以上，現実未満の「あなただけの

科学」を発見していただきたい．身近にあるものを「ああだったら

面白い…」「こうだったら面白い…」と想像する楽しさが伝われば嬉

しいです． 
 

田尻 健二  □無題  □無題  [Cプリント，木製

パネル] 

■ 心理学の知見によれば，人間には意味が分から

ないことに対して不安を感じ，その不安を解消する

ために，自ら意味を構築する傾向があるとされてい

る．その傾向を利用して，ロールシャッハテストに

も似た曖昧な写真を提示し，鑑賞者に意味不明なこ

とからもたらされる欲求不満の解消としての意味生成を促すことを試み

た．  

作品価格：全紙サイズ－25,000円・限定 10部，A3サイズ－15,000円・   

限定 15部 
 

坪谷彩子  □ Layer Works series 2015  [コンピュータリソグラフィ

/デジタル出力．2 次元セルオートマトンを用いた簡単なルールによって

生成された質感パターンを用いた面と，錯覚による色彩表現] 

■ コンピュータリソグラフィの手法は，「コンピュータリソグラフィ

ーの試み」 （佐竹邦子，坪谷彩子，高木隆司共著： 形の文化研究, Vo.3, 

No.1 2008 年）で述べられたとおり，石版画の原画をもとに生成された

様々な質感パターンを使って，細やかな色彩表現を実現する．今回は記

憶の風景を，大胆な色の重なりによっておきる錯覚もたのしみながら，

実際の風景と心象のはざまを旅するように描いた． 

 

水越のぶまさ， □ 海想 招待作品 

[素材は木（タモ材）を使用．組み込みで制作，ビーズ

ワックスで仕上げ] 

■ 生育環境や食物連鎖などにより進化した生物（魚）

その独創的なフォルムや動きの面白さと，人類がものを

動かすために作り上げたシンプルな機構そのものの美

しさを一つの形にできればと，創作を創めテーマごとに

使う機構を変えて，素材には木材を使用することで，な

つかしい新しさが表現できればと．この作品はサンゴ礁

の間をゆったりと泳ぐ魚をテーマにしました． 
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山内啓司, 大内公公, 柴田美千里, 小堤製作所  

□ 模様で作った形  [縄文土器に，ビデオフィードバックの手法か

ら作られた模様の映像を投影する]  

■ ビデオフィードバック映像は，ビデオカメラで撮影した光をプ

ロジェクターで投影し，それをカメラで撮影するというように，入

力と出力が循環することで生まれるパターンである．それが縄文土

器の様々な文様と奇妙に一致しているのは何故か．実物大の桂野遺

跡の土器を作り，その上にフィードバック映像でできた模様を重ね

た．縄文土器の文様は様々なパターンがあるが，その様式は精巧で

非常に美しいものが多い．その形は何を表しているのか，光の現象

であるビデオフィードバックと共通する美の法則を探る． 

 

吉川信雄  □ 印象化石エナジー１番 [UVインクジェット] 

■ 私達は，この偶然の曲線のプロセスに対して，こ

の曲線のシャッフルは，解釈し直すことで，ある種の

トレモロ化を作りだす．これによって化石的イマージ

ュへ向かう．このトレモロ化のプロセスは，大きな実

験的視覚が横たわっている．これによって，中身を知

ることにある． 

 

渡辺泰成，箕曲在道  □ 和み  [４回対称準周期

格子の４種類の単位胞を利用して木目を使った箱根

細工型立方体詰め込みパズル] 

■ 準周期格子とは結晶格子の回転対称（１，２，３，

４，６回）以外にも全ての回数の回転対称および鏡面対

称を持つが周期性がない構造をいう．周期が無いため複

数の単位格子があり，展示作品は４種類の単位格子（立

方体，正方形斜角柱，ひし形斜角柱，ひし形十二面体の

1/8 である二等辺三角形六面体）から成り立つ．単位格

子はお互いに自己相似性があり準周期格子の特徴である．

この性質を使い，立方体の中に４種類の単位格子を加工

し美しい対称性を持つ隙間の無い詰め込みパズルを開発

した．立方体のどの面も同じ模様ができ３回対称，鏡面

対称がある．素材は木目を持った単位格子を加工し制作

した．どのパズル要素もお互いになじむので和風の箱根

細工として「和み」という題名をつけた． 

 

３．終わりに 

本執筆者にとって，ギャラリーで開く美術のグループ展を企画することは２度目の経験である． 

2011年度に、日本橋のギャラリーＡＳＫで ISTA関係者の作品を展示したことがあったが、これは

サイエンスアゴラに出展する作品のプレ展示であった。今回も無我夢中で取り組み，無事に終わっ

てほっとしたという心境である．これも，本展示会に協力してくださった方々のおかげである．こ

の機会に感謝の気持ちを表しておきたい． 

２年後の ISTA ビエンナーレも，今回以上の成功をおさめることを願っている．おそらく，2016

年度初頭にアナウンスが行われるであろう．2015年度は，じっくりと次の作品のアイデアを温めて

ほしい．なお，インドネシアろうけつ染めの作品（渡辺泰成氏との共同制作）の展示を計画されてい

た関根由希子氏は，健康上の理由で残念ながら出展を辞退された．次回の参加を期待したい． 
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