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 《Drawings#2-7 by SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES》
ドローイング＃2-7　by セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ 

2014　サイズ：2,100×7,200mm

やんツー＋菅野 創

展示室 2

本展のための新作《SEMI - SENSELESS DRAWING MODULES #1（SDM1）- Replicate》は、展示室に
レールと機械が上部に取り付けられた真っ白な巨大パネルが設置されたところからスタートしました。そして、
同じ展示室内に設置された昨年の「札幌国際芸術祭2014」で72日間をかけてマシンが描き上げた巨大な
抽象画（写真1）を、地域の小学生、高校生が模倣（写真2）。総勢126名が挑んだ巨大模倣絵画を描く過程は、
キネクトカメラという特殊なカメラで記録され、その記録データがインストールされたマシン（SDM1）を稼働
させると、マシンは人間の手の動きを真似て、白い画面の上に抽象画を描きだしていきます（写真3）。その様
子を会期の間、展示しました。展示された巨大な抽象絵画は、いずれも株式会社パイロットコーポレーション
より提供を受けたクリアブルー、イエロー、ピンクの3色のボールペンによって描かれました。3色の細い線が
重なり合い、混ざり合って、美しいグラデーションを創り出し、まるで発光しているかのような画面が現れました。 
やんツー・菅野 創二人によるこの作品は、コンピューターの技術革新が目覚ましい勢いで進む中で、ある
時点で人類の知能をコンピューターが超えてしまうだろうと昨今話題となっている問題「シンギュラリティ
（Singularity）」に端を発しているといえます。数十年後には、現存する多くの職業がコンピューターに取っ
て代わられるだろうと予想される中で、アーティストなどクリエイティブな仕事だけはコンピューターには困難
な作業であり人間の職業として残るのではないかという説があります。しかしながら、それさえも本当に人間
にしかできないことなのだろうかと懐疑的な視点で挑み、「アーティストとは？」「クリエイティブとは？」という
問いを鑑賞者に投げかけた作品です。

写真1



やんツー　yang02　1984年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。多摩美術大学大学院デザイン専攻情報デザイン研究領域修
了。デジタルメディアを基盤に、グラフィティやストリートアートなど、公共の場での表現にインスパイアされた作品を多く制作。
2011年から菅野 創と共に自律生成型のドローイングマシンの制作を開始し、第15回文化庁メディア芸術祭アート部門にて
ドローイングマシン《SENSELESS DRAWING BOT》が新人賞を受賞。現在、京都にて活動中。
菅野 創　KANNO So　1984年、千葉県生まれ。情報科学芸術大学院大学（IAMAS）メディア表現研究科メディア表現専
攻修了。電子回路やプログラミングを用いて、複数のテクノロジーの特性を結びつけることにより新たな表現を生むことを目指
した作品を多く制作。2009年、歯車を用いて音楽を演奏する作品《Jamming Gear》（西郷憲一郎共同制作）が Prix Ars 
ElectronicaのDigital Music部門にてHonorary Mention受賞。現在、ベルリンにて活動中。

 《Replication by workshop participants》
ワークショップ参加者による模写
2015　サイズ：2,400×7,200mm

茅ヶ崎市立梅田小学校5年生＋茅ヶ崎市立西浜小学校5.6年生＋
神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校美術部＋神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校美術部

写真2



《SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES》三部作について
人間の「創造」のプロセスを、模倣（Imitation）・学習（Study）・偶発性（Noise）の3つに分解できると仮定し、それぞれを機械にイン
ストールすることを試み、茅ヶ崎市美術館、21_21 DESIGN SIGHT、NTTインターコミュニケーション・センター［ICC］の3つの展示
施設にて三作品を展開。「創造性」の根幹にある「模倣」について考え《SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES #1（SDM1） 
-Replicate》は制作されました。

 《SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES #1（SDM1） -Replicate》
セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ #1（SDM1）̶ レプリケート（模写） 
2015　サイズ：2,400×7,200mm

《SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES #1（SDM1）》の作品映像
https://vimeo.com/138695085

写真3

やんツー＋菅野 創



 《cargo calt》
カーゴ・カルト
2015

石毛健太　 ISHIGE Kenta　1994年、東京都生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科在学中。メディア芸術コース
にて久保田晃弘氏に師事し、メディアアートを学ぶ。都内を中心にDJとしても活動中。

1.草花たちのおかげなのかもしれない（クロード・モネの言葉より）  2.まじめな人々は少しばかり腐乱死体の匂いがする（フランシス・ピカビアの言葉より） 
3.人類が可視の状態から不可視で霊的なものへの途上にあること（イヴ・クラインの言葉より）  4.一つの円も満足に描けない（吉原治良の言葉より）  
5.ワークショップ参加者の作品

石毛健太＋やんツー

展示室 3

《cargo calt》の作品映像　
https://vimeo.com/138714751

毛むくじゃらな体に絵の具をまとって動くクッキーモンスターのぬいぐるみ。両側から吹く扇風機の風によって
動くキャンバスとペン。紐をつけられ円を描き続ける金魚のおもちゃ。キャンバスを引きづりながら動くロボット
掃除機。私達の身近にある家電やおもちゃを用いてできるだけ工作をせず、智恵と工夫で作られたドローイン
グマシンたち。様々な動きと画材でキャンバスに描き出した形や線は何の脈略もないらくがきのようでもあり、
美術史に名を残す巨匠の作品にも見える偶然性に満ちた絵画となりました。展覧会終了後、それぞれの絵には、
巨匠画家の名言からとられたタイトルが付けられました。
カーゴカルトとは
太平洋戦争下に降り立った戦闘機とそれに乗ったアメリカ人をメラネシアの人々は神とした。以来、彼らは神を呼び戻す
ために草木を紡ぎ戦闘機と管制塔を模し軍用滑走路で着陸訓練もどきを繰り返し行った。孤島化した日本のメディア芸
術の中で過去に日本に訪れたモダニズム絵画の模倣を作り続ける機械たちの様子を彼らに重ねた。（作家の言葉より）

1.

2.
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展覧会をより楽しんでもらうために、文教大学生の企画による3つのワークショップを実施しました。紙を
染めたり、ストローで色を吹き付けたりして、偶然できる色の模様を使い、うちわを作った「染めて！吹いて！
うちわをもっと夏らしく！～自分だけの模様を切り取ろう～」。普段絵を描く道具とは違い、水鉄砲に色水
を入れて紙にドローイングした「WATER PAINTING！～水鉄砲で壁にらくがきしよう！～」。抽象的な形
を使って絵はがきを作り、人によって形の見え方が異なることを体験した「きみはなにを想像する？～絵
はがきをかこう～」。3日間実施されたこのワークショップは予想をはるかに上回る100名以上もの参加
者でにぎわいました。

大学生企画による夏の3DAYSワークショップ

『らくがきでつながる自分とだれか』
講師：文教大学国際学部 井上由佳・藤田百合研究室メンバー
日時：2015年8月7日（金）、8日（土）、9日（日）各日①11：00～12：30、②14：00～15：30  参加者：延べ176名

子どもから大人まで工作に夢中になった

『家電や電動玩具でつくるドローイングマシン』
講師：やんツー（アーティスト）、石毛健太（アーティスト）
日時：2015年8月2日（日）14：00～16：00　参加者：12名

参加者が家から持参した電動玩具や家電を使ったワークショップ。新幹線の玩具にローラーをひかせる
ことで線を描くものや、電動歯ブラシに紐を付けて動かすことで円を描かせるものなど。簡単な工夫で作
られたドローイングマシンは、作家の作品と共に展示室に並びました。
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赤ちゃんと子どもとのセッションが話題となった

『七尾旅人ソロライブ』
出演：七尾旅人（シンガーソングライター） 
日時：2015年8月1日（土）16：00～18：00　参加者：48名

移動式映画館がやってきた！

『ロボット映画上映会 アイアン・ジャイアント』
協力：移動式映画館 WAWACINEMA 
日時：2015年8月23日（日）14：00～15：30 　参加者：36名

『つながり・育ち ･生まれていく』
吉野恭子

アーティストが本校卒業生であることからワークショッ
プのトップバッターとしてお声かけいただきました。まっ
さらな大きな画面に作品の一歩目を踏み出せたこと
に生徒たちはとても心躍ったようです。
「機械の描いた作品を、今度は自分たち（人間）が描
き、続いて機械で表現する、これは絵なの？なんだろ
う？」「機械が繊細に描きあげたものを、人が表現す
るのは難しい」「上を向いて作品を描くことがなかっ
たから疲れた」「ハイテク！」「大きな面に描けるのが
楽しい！嬉しかった」
生徒の感想から、思考を巡らせて作品と向き合って
いたことや純粋に作品制作を楽しんでいることがわ
かります。
日頃の部活動ではどうしても「作品と自分」という
クローズな作業が多く、表現できるスペースも限られ
ます。しかし、今回のワークショップでは自分の背丈よ
りずっと大きな面に、世界で活躍されているアーティ
ストや部員と、地域の人たち大勢と一緒に描きこむ

作業を行い、その作品が時間を追って育っていく過
程を楽しめる貴重な体験ができました。
札幌の行きかう人 や々気候を、機械を通して作り出し
た作品。それを本校の卒業生であるアーティストと縁
ある茅ヶ崎の人たちが模写し、私たちの手の動きか
らまた新たな作品が生まれていく、バラバラに存在し
ているものが、場所も時間も越えて繋がり育ち、また
生まれていく。この奇妙なつながりの不思議な感動
を味わいました。
美術館に何度か足を運ぶことで、いつでも作品の中
に自分の痕跡を確認しつつ、さらに作品全体が進化
していく経過を体感できる。美術館がセンターとなり、
場の提供と人を繋ぐ企画をしてくださったからこそこ
の貴重な体験ができたと思います。

（茅ケ崎北陵高等学校美術部顧問）

申込み初日には列ができ、あっという間に定員に達したこ
のイベント。以前、茅ヶ崎に住んでいたという七尾さん。外
から聞えてきた「夕焼け小焼け」のメロディや周辺の環境音、
聴衆をも取り込んだ即興ライブを披露してくれました。

可愛く飾りつけがなされた空間に、映画館さながらの迫力
ある音。ロボットと少年が出会い、友情を育むストーリーを
子どもから大人まで楽しみました。夏の終わりの素敵な映
画上映会となりました。



『正しいらくがきって？』　　
藤川 悠

◎企画・編集　藤川 悠 （茅ヶ崎市美術館学芸員）
◎アートディレクション・デザイン 畑 友理恵  ◎発行日 2015年12月 
◎発行者 茅ヶ崎市美術館　©2015 茅ヶ崎市美術館 無断転載禁止

今回の展覧会タイトル「正しいらくがき」って何ですか？
と聞かれることが何度かありました。もちろん、らく
がきに正しいも何もありません。ただ、作品が美術館
という場に、さもそれらしく飾られると「これが美術で
すよ」といわんばかりに作品を見せられているような、
そんな気にさせられる時があると作家・やんツー氏は
言いました。美術館でこのような気持ちになった人
は少なくないでしょう。これまでも何人ものアーティス
トがこのことに疑問を持ち、「正しい」と思われてきた
既成概念を壊わすべく作品を作り続けています。
今回は「自分⇔他者」というテーマのもと、「人間」と
「機械」という存在に焦点を当てた展覧会でした。
同じように機械を用いて作品を制作した作家をあげ
ると、戦後の現代美術に大きな功績を残した斎藤義
重（1904─2001）がいます。彼は、電動ドリルを用
いて絵の具を塗った合板に点や線を残す作品を制
作したり、「いつかは電子計算機に絵を作らせてみ
たい （「美術手帖」1967年1月号より）」と述べていま
した。また、具体美術協会のメンバーとして知られる
作家・金山明（1924─2006）は、自走する玩具の車
に線を描かせた作品を作りました。そして、近年では、
蔡國強（1957─）が農民の作った機械に絵を描かせ
る作品を2015年の京都国際現代芸術祭で展示し

ていました。今回の作品においては、マシンの制作や
プログラミングを行ったのは作家ですが、実際に絵を
描いたのはマシン。そのため、絵画の制作者は、作家
自身でなく、人間でもない全く別の他者であるマシン
なのだというのが彼らの主張の1つです。
このように今までにない概念を提示しようとする作品
に対して、理解ができなくて混乱する人、作品の前を
通り過ぎてしまう人もいるかもしれません。ただ、「分
からない」という一言で終わらせてしまってはもった
いない。美術館という場では、作品を前にして一体
何が起こっているのだろう？と一旦立ち止まり考えて
みることが重要なのです。
殊に今回のアーティストは、現在を生きながらにして
遠い（いや案外近い）未来を見つめて作品制作を行っ
ています。作品の解説にも記しましたが、ITの世界
では既にまことしやかに語られているコンピューター
が人間を超える近い将来が本当に来るのでしょうか。
我々は今までコンピューターが人間のように絵を描
いている姿を想像したことがあったでしょうか。
アーティストの作品を通し、これまで見たこともない、
考えてもいなかった世界へとつながる場として、美術
館はあるように思います。
 （茅ヶ崎市美術館学芸員）

◇地域・企業・大学の力
この展覧会には特筆すべき力があります。新規制作された2面の巨大パネルは、地域で活動する市民劇団「湘南
えぼし座」の皆さんが力を合わせて制作してくれたものです。子どもたちがワークショップで描く際に靴の
先が直接当たらないように画面下部に取り付けられた板や、マシンが描く繊細なタッチがしっかりと表現さ
れるように平らに仕上げられた表面など、細部にまで配慮がなされました。そして、作品制作に欠かせない
3色のボールペンは、株式会社パイロットコーポレーションから提供していただき、映像機器の一部は多摩
美術大学より拝借しました。このように本展は、地域・企業・大学等の多くの皆さんの力をおかりした展覧
会となりました。ご協力くださった関係各位に、改めて心より御礼申し上げます。


