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英国海峡の方から吹き寄せられた雲が
私達の最後の日曜日を台なしにしてしまった。

「冬が来る」ジュール・ラフォルグ  吉田健一 訳
　 英訳 Patricia Terry

Stay out, stay home
2021

Hideo Nakane on Photography

中根 秀夫展 [ Stay out, stay home ]

2021年 7月 22日 ( 木 ) ~ 8月 9日 ( 月 )
水曜日は休廊

12:00 ~ 19:00（ 最終日は 17:00まで ）

[ ご来廊の際のお願い ]　新型コロナウイルス感染防止のため、状況によっては会期等が変更になる場合がございます。最新情報は画廊ホームページ、SNS にてご確認ください。

Ah! Storm clouds rushed from the Channel coasts,
You can boast of spoiling the last of our Sundays.

  “The Coming Winter”  Jules Laforgue



　中根秀夫の作品はこんな印象だろうか。

　映像の多くは、福島県楢葉町の写真のように
垂直と水平の構造を潜ませている。室内の青い
花びらと窓の外の青桐 *1 のように対比と照応が
なされている。そして、わすれなぐさの写真 *2

が示している寄せては返す波に似た時間のなか
での繰り返しと持続。

　そこから、次のような経験がもたらされる。

　ほの暗く厚みのある空気感と時間の漂い感で
染めあげられた映像の、空間と時間のメタフォ
リカルな戯れがわたしを連想へ誘う。闇をとも
なったほのかな光が静かにゆっくりしみだし漂
う。光を見ているというよりも光に浸される感
じ。意識の薄暗がりがかすかに照らしだされる
気分だ。そのとき、形にならない記憶が芽生え、
言葉にならない声がざわめく。言い換えれば、
意識の深みが掘り起こされ、情動が喚起される
のだ。

　空間と時間のなかで、映像とわたしが漂い溶
けあうことで意識や情動が揺さぶられるこうし
た経験。それは、たとえば、モーリヤックの「テ
レーズ・デスケイルゥ」の一節を読んだときの
経験に似ている。

「アルジュルーズでは、昼でも夜以上に物音
がしない。午後はほとんど夜以上に暗くな
いとは言えなかった。一年でいちばん日の
短いこのごろ、間なしに降りしきる雨が、
時を一様化し、すべての時間をとけあわさ
せる。一つの薄あかりが動かぬ沈黙の中に
別の薄あかりに追いつく。」

「どんな静かなときでも、林は何か嘆きの声
をもらしている。… そして夜は、はてしな
いささやきの連続にすぎない。」

[杉捷夫 訳　新潮文庫 ]

　だから、いま見ている映像や聞こえている声
や音がわたしの外部からやってきているのか、
それとも内部から生まれているのかが曖昧にな

る。形にならない記憶も、映像がもたらす記憶
なのかわたし自身の記憶なのかわからない。記
憶は、外部から与えられるのでもなく、わたし
の内部からよみがえってくるのでもない。いま、
ここでつくられるからなのだと思う。

こうして中根秀夫の作品は、わたしの外部と
内部、空間と時間を空気のように漂わせ水のよ
うに溶けあわせることによって、感覚を越えて
意識の深みを捉え、情動を刺激する。そこから、
認識のもう一つの見取り図が現れてくるだろ
う。

はやみ たかし／美術評論　

1.　「はるかな時のすきまで」（2018 年）
2.　「うつくしいくにのはなしⅡ」（2019 年）

漂う,  溶ける　

 早見 堯

Stay out, stay home | Hideo Nakane on Photography

△ 左より [ 2017-07-11 07:28 ]
[ 2017-07-11 07:39 ]
[ 2017-08-06 12:38 ]
[ 2018-07-20 07:57 ]

オレガノ・ケントビューティー

《ちいさなくに》より

▷ 表紙 [ 2021-02-20 06:07 ]

▷ 裏表紙 [ 2021-02-19 16:53 ]

福島県双葉郡楢葉町山田浜海岸で
　巨大堤防を臨む / 広野火力発電所

《木戸駅と》より

▶ https://hideonakane.com
　　2021 木戸駅と |  note
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