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撮影：齋藤洋子
Photographer : Yoko Saito
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“ ジ・エターナル・ドリームタイム ”
“The Eternal Dreamtime”

2017.01
繊維強化プラスチック , 油彩 , 水

FRP, oil paintings, water
3000×3000×300mm
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撮影：齋藤洋子
Photographer : Yoko Saito
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“ メメントモリ ”
“Mementomori”

2017.07
材木 , 石材 , 楮紙 , 油彩 , 水彩 , ビニール , 水

Wood, stone, Kozo paper, oil painting, water 
painting, vinyl, water

4000×5000×3000mm
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撮影：松尾宇人
Photographer : Ujin Matsuo
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①

②

③

④

⑤

⑥

①インクジェットプリント ,  4000×900×900mm
②石膏 , アクリル樹脂 , 1000×200×500mm
③セメント , アスファルト 900×300×400mm
④ループ音声 (12:41:10 の時報 ), パラメトリックスピーカー
⑤映像 , 2’ 31
⑥窓

視点 A

視点 B

“ 分節 - 09/03/2017 12:41:10”
“The generating unit” 

2019.01
セメント , 映像 , 2'31, 樹脂 , 石膏 , パラメトリック

スピーカー
cement, video, 2’31, loop, resin, plaster,　

parametric speaker
4218×4311×8024mm
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撮影：木戸龍介
Photographer : Ryusuke Kido
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“ 遺構 ”
“Artificial erosion”

2019.12
大理石 , 酢酸

Marble, Vinegar, Wood
100×150×50mm
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撮影：Hyunjoo Cho, 諏訪部佐代子
Photographer : Hyunjoo Cho,Sayoko Suwabe
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“ かつてこの星を毛のない猿が支配していたらしい ”
“unnamed pothole"

2020.07
ガラス , 砂岩 , コンクリート

Glass, sand stone, concrete
600×450×100mm

連作



25

作品リスト
Edition4.4

p.4/ ジ・エターナル・ドリームタイ
ム

現在拡張のドローイング

ジ・エターナル・ドリームタイムは、
オーストラリアの先住民、アボリジ
ニのもつ概念である。それはどの瞬
間にも回帰することができ、時間と
は永遠のものであるという観念。昨
日、明日、過去、未来ーは存在せず、
あるのは「今」といくつかの記憶だ
けだと作家も提言している。そう定
義すると自己という概念は非常に危
ういものになりうる。極端な話をす
れば、私たちは宇宙人に記憶を書き
換えられ、今この場所にいるだけで
あるかもしれない。自我同一性が過
去と現在、未来の自己存在が同一で
あるということから規定されている
のであれば、自我とは非常に曖昧な
ものに過ぎない。アボリジニの言葉
を借りれば、私たちはただドリーム
タイムの海に、いくつかの記憶とと
もに存在しているだけだ。
当作品は、時計とは異なる形で時間
のイメージを計測、共有するために
制作された。今、この瞬間、この作
品を見ている時間こそが「ジ・エター
ナル・ドリームタイム」であると作
家に定義されている。

p.8/ メメントモリ

パフォーマンス - イメージの死

五日間の展示のうち、三日目にドロー
イングを水舟の中で洗うパフォーマ
ンスを行うことで、三日だけ存在す
る絵画の場を設定した。
これは、絵画の死は何かという問い
のためのドローイングの一つである。
データ上のイメージが氾濫する現代、

作品自体の表情など後々いくらでも
操作できるようになってしまった時
代で、実物の損失を考えてみるため
に拵えた舞台である。
このコンセプトは、アボリジニのと
ある一族が、自分の絵を自分が亡く
なった時に廃棄するよう博物館に依
頼しているという話から影響を受け
ている。自分の絵は一族の誰もが描
けるストーリーであると彼らは語る
が、それではその絵画は何のために
存在するのだろうか。

p.12/ 分節 - 09/03/2017 
12:41:10

現代、はかられた時間のかたちを疑
う用途の空間

当作品では人新世としての今現代、
人間の尺度を自然に認識することを
促すものを配置し、再掲することで
人の営みのうちにある時間を考える
ためのしつらえにする空間づくりを
試みている。地層は人間が分析可能
な歴史の象徴である。人間は堆積の
上に文明を作り上げた。この空間の
窓下に見える風景は、まさにこの現
在の一つの層を表しているが、これ
は不変のものではなく過去の一時点、
未来の一時点では様相を変えるもの
である。概念としてのレイヤーを表
現するため、セメント作品の積層の
輪郭がなぞられている。映像作品に
はタイムスタンプが押され、あたか
もこの映像が撮影された時がこの数
字であるかのように振舞う - まるでブ
ロックチェーンのように。また、頭
上に取り付けられたパラメトリック
スピーカーからは映像と相対的に呼
応する時間の時報が流されている。
ただの記憶、記録でしか過去は表せ
ず、空想や計算でしか未来は表せな
いということに目を向けるための作

品である。この部屋は与えられた時
間の概念を疑うために存在する。

p.16/ Artificial erosion

設定された風化

この液体は展示期間中大理石の侵食
を続け、人工的風景を作る。鑑賞者
は急激な風化の目撃者になる。
管理者不在の状況において永久にサ
ステナブルな建造物は存在しない。
どこかから切り取ってきた石を使用
した個人の墓的なモニュメントは爆
発的に増えている。何が残り、何が
のちの知能にどのように解釈される
のか。
これは世界に点在する遺構である。

p.20/ かつてこの星を毛のない猿が
支配していたらしい

ポスト・人新世

人類はコンクリートで土地を埋め立
て安全な暮らしを手に入れてきた。
何世紀もあと、人間が絶滅し名のな
い知的生命体がこの星を支配し始め
る。後々の生命体にはこの地質年代
がどう解釈されるのだろうか。私た
ち人類は層状に積み重なった地面を
分析することで過去を想像した。人
新世より後、を想像するインスタレー
ション。
またこの構築物には蟻が群がり、蝸
牛が這う。沼に浸かり現在進行形で
風化し、違う生物の栖に成っている。
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諏訪部佐代子
Sayoko Suwabe
sayokosuwabes.com

【Statement】
私の制作は、すべて事物を解釈する
モデルの構築である。
国際化していく社会において日本人
の抱く質的時間の価値が変容してい
ることに非常に興味がある。それに
伴いアイデンティティが変容してい
くダイナミズムを見つめ、その構造
を作品化している。
人間のコントロール可能な領域が
日々広がりを見せ、文化が自然を凌
駕しようとする中、コントロールし
きれない不可逆な時間という概念を
人々が文化的にどう解釈しているか。
それを理解するため、アボリジニの
人々の思想のリサーチや、現代社会
の構造研究を通し、今日のアーティ
ストとして自身の理論と実作を行き
来する制作をしている。

The focus of my artistic practice 
is seeking the interpretation of 
contemporary phenomena through 
the construction of models. I have 
a strong interest in how the value 
of qualitative time is changing in 
Japanese society due to rapid 
globalization. I observe changes 
to identity that accompany such 
trends, and create artwork that 
respond to my observations. Today, 
areas of the world controlled by 
human is spreading day by day, 
and cultures are trying to surpass 
nature. Amidst such circumstances, 
how can humans interpret the 
concept of i r revers ib le t ime, 
which is beyond human control? 
In order to try to answer such 
questions, I conduct research 
into the world-view of Australian 
indigenous people and structures 
with in contemporary society, 
moving back and forth between 
theory and creative approaches.

【Bio】
1995 年千葉県生まれ。2019 年東
京藝術大学美術学部絵画科油画専攻
卒業。在学中 2017 年に安宅賞受
賞、同年個展 ” ほげほげふがふが展 ”。
2019 年にサロン・ド・プランタン賞
受賞。絵画作品のほか、インスタレー
ションを主軸として、パフォーマン
スや彫刻など幅広いメディアで問い
かける。国際化していく社会におい
て時間の概念が変容するダイナミズ
ム、またそれに伴いアイデンティティ
が変遷する構造をリサーチし主題と
している。近年は特に現代日本にお
ける国際化の状況を国内外でリサー
チし、質的時間認識の変遷を作品に
組み込んでいる。
現在同大学大学院美術研究科グロー
バルアートプラクティス専攻在学中。

Born in Chiba in 1995. Graduated 
from Oil painting BFA program, 
Tokyo University of the Arts in 
2019. She won “Ataka award” 
in 2017 and held solo exhibition 
“hogehogefugafuga”. She won 
“Salon de Plantin Prize” in the 
Graduation exhibition 2019. 
She mainly create installation 
works and also broad media such 
as performance and sculpture. 
The focus of her artistic practice 
is interpretation of contemporary 
phenomena/preconceptions 
through the construction of 
models. Recent theme of her works 
are the globalization of Japanese 
modern society. She conducts 
research on the structure of the 
changes of the fixed notions of 
time in the situation of globalization 
and create artwork that respond to 
her observations. 
She recently studies in the Global 
Art Practice MFA program at TUA.

【CV】
1995.09　千葉県生まれ
2015.04　東京藝術大学美術学部絵
画科油画専攻入学
2016.09　あなたの声がききたくて、　
企画・展示 ( 上野商店街 )
2017.04　個展 ほげほげふがふが展 
( 駒込 atelier CCP)
石橋財団海外派遣奨学金　安宅賞　
受賞
2017.07　安宅賞展 ( 藝大内 yuga 
gallery、立体工房 )
2017.10　石橋財団・東京藝大油画
海外派遣奨学生展 ( 藝大内陳列館 )
1000 days to go! ( 東京スカイツ
リー )
2017.11　ユリアンアヌラーシュ 
(walking memories) ( 藝大内 yuga 
gallery)
2017.12　蜃気楼 (3331 Arts 
Chiyoda)
2019.01　東京藝術大学油画専攻 
2019 年卒業制作学内展 ” スケール ” 
( 東京藝術大学絵画棟 707 アトリエ )
2019.03　サロン・ド・プランタン
賞受賞 ( 油画専攻卒業制作作品 次席 )
2019.04　東京藝術大学大学院美術
研究科 GAP 専攻入学
2019.11　ホリゾントとタブローの
実践考古学 ( 中西夏之旧アトリエ )
2021.02　NULLNULL ( NULLNULL 
STUDIO )


