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message P3

　日常にありふれた「道具」が、堀尾寛太の精緻な

電子工作によって連動する装置となり、それが発

するシンプルな物理現象が交わって、未知の視聴

覚空間を生み出す。そこでは「道具」が本来の機能

を超越して芸術表現をし始める...

　堀尾寛太氏は大学時代の先輩で、彼の表現を目

の当たりにした当初は「全然分かんないけどなん

だ？このカッコよさは」と、その不可思議な魅力に

私の心は揺さぶられました。鑑賞機会が増え、そ

の規模も大きくなるにつれて「全てのつじつまが

合っていて、極めて音楽的」とその印象は変化して

いきました。インスタレーション作品には素朴な

愛らしさがある一方で、ライブは圧倒的です。そ

して堀尾氏を通じて下関で出会った平樂寺昌史氏

の音楽とセンスにも私は魅了され、ライブへのゲ

スト出演が実現しました。

　このアイデアから出発した本展は、企画の最初

期から烏山民俗資料館の河田聡館長と一緒に考え

てまいりました。当インスタレーションで展示さ

れた「道具」の大部分は、河田館長のプライベート

コレクションによるもので、「人」と「道具」、おのお

のが本来持つ「自由さ」を発揮して、ユニークな空

間が生まれました。

　本展にご協力下さった皆さま、ご来場者の皆さ

ま、クラウドファンディングのご支援者の皆さま、

誠にありがとうございました。本展に触れた全て

の方の世界をより豊かにする体験となったことを

願いながら、この記録集をお届けいたします。

増田 玲子
permanent reality 代表

2019年1月7日

 Ordinary ‘tools’ will be a sequence of 
gadgets through Kanta Horio’ s precise electronic 
kit, which creates the mixture of simple physical 
phenomena .  Then ,  ‘ too ls ’  ac t  as  a r t i s t s  
trans-activating their functions in unknown 
audiovisual space where they ingenerate.
 Mr. Kanta Horio was my senior associate 
in graduate school. When I first witnessed his 
representation, I thought “I don’ t understand it, 
but what a cool expression it is.” and I was so 
moved by his weird mesmerism. As I had more 
opportunities to attend his exhibitions with wider 
scales, my feelings have changed to “it has a 
consistent perfection and high musical value.” His 
installation includes innocent loveliness, on the 
other hand, his live performance is boggling. Also 
I offered Mr. Masashi Heirakuji to appear on the 
live as a guest performer, who I had met in 
Shimonoseki-city on referral from Mr. Horio.

“Gearing each other, I want to expand their 
range of motion”
“Connecting by common factor ‘tools,’ I want to 
combine Karasuyama Folklore museum with 
Cortot hall”

 I produced this exhibition with Mr. 
Kawata the director of Karasuyama Folklore 
museum from the very beginning with these 
ideas.  Most of the ‘tools’ displayed in this 
exhibition were provided from Mr. Kawata’ s 
private collection. An unique space was born by 
‘human beings’ and ‘tools’ at their best original 
‘freedom.’
 Thank you so much for all  of your 
supports, coming to the exhibition, and being 
patron of this crowd-funding project. I bring you 
this book of record with my best wishes that all 
the people who touched this exhibition have the 
experience of making their world richer.

Ryoko MASUDA
founder of permanent reality

January 7th, 2019

“連動させて可動域を広げたい”

 “「道具」という共通項で、

    烏山民俗資料館とコルトーホールをつなぎたい”



general information P4

川棚の杜 meets アーティスト#1

堀尾寛太「目的の設計」

【会期】

平成30年10月13日（土）～10月21日（日）

10:00AM～20:00PM

【会場】

川棚の杜 コルトーホール

（下関市川棚温泉交流センター）

〒759-6301 山口県下関市豊浦町川棚5180

TEL 083-774-3855   FAX 083-774-3856　

http://www.kawatananomori.com

【入場料】

無料 ※ただしライブのみ有料

【来場者数】

のべ641名

主催　permanent reality、川棚温泉まちづくり株式会社

共催　下関市烏山民俗資料館

企画　堀尾寛太、permanent reality、烏山民俗資料館

制作　permanent reality

後援　山口県、山口県教育委員会、下関市、下関市教育委員会、（公財）下関市文化振興財団、NPO法人『芸術・

文化若い芽を育てる会』、結いの会、豊浦地区まちづくり協議会、豊浦町観光協会、川棚温泉観光協会

フライヤー・ポスター デザイン　矢野貴昭（vielen dank!）

翻訳　藤永妙香・藤永ダロ（EDU）

special thanks to 坂井洋右、縄田健三、藤井優子

Kawatanano-mori meets Artists #1
Kanta Horio Installation
“Design of the objective”

Dates: 
October 13th sat. – 21st sun. in 2018
10:00AM – 20:00PM

Venue: 
Kawatanano-mori Cortot Hall
(Shimonoseki-shi Kawatana Onsen Kouryu Center)
Kawatana 5180, Toyoura-cho Shimonoseki-city 
Yamaguchi, 759-6301

TEL  +81-83-774-3855   FAX +81-83-774-3856　
http://www.kawatananomori.com

admission-free *except for the live performance

641 people attended during the session

《平成 30 年度下関市市民活動支援補助金交付事業》



artist’ s profile P5

　九州芸術工科大学（現・九州大学芸

術工学部）にて音響学とコンピュータ

音楽を学ぶ。自律的な物理現象を発生

させる装置や、光と音や振動の相互作

用を通して、マシンと音の自然な関係

性を追求する。その仕組みや枠組み自

体をみせる作品を、ライヴパフォーマ

ンスや展示の形で発表している。また

エンジニアとして幅広いプロジェクト

において電子デバイス開発を手掛け、

現在は振動・フィードバック・音・操

作を一体化するようなシステムの開発

に取り組む。近年の主な発表に「札幌国

際芸術祭2017」（札幌市内、2017年）、

「オープン・スペース2016 メディア・

コンシャス」（ICC、新宿、2016年）、「サ

ウンドパフォーマンス・プラット

フォーム2018」（愛知県芸術劇場、

2018年）、「国際舞台芸術ミーティング

in 横浜2016」（BankART Stduio NYK、 

横浜、2016年）など。東京都在住。

 Kanta Horio (b. 1978, 
Hiroshima) studied acoustics 
a n d  c o m p u t e r  m u s i c  a t  
Kyushu Institute of Design. 
His performance and installa-
tion works are assembled 
with his self-made machines 
for generating spontaneous 
activities of objects or inter-
actions between sound, light, 
and vibration. He develops 
electronic devices for com-
missioned projects as well, 
now focusing on musical 
instruments combining user 
interface and physical vibra-
t ion .  Curren t ly  based  in  
Tokyo.

 Masashi  Heirakuji  
a/k/a heirakuG, born 1977, is 
a electronic musician, design-
er. He graduated from Chiba 
University and studied at 
Inter Medium Institute in 
Osaka. And he patrticipated 
frequently in various projects. 
He currentrly lives and works 
in Shimonoseki JAPAN.  He  
founded “G-RECORD” in 
2008.

　1977年下関生まれ。下関市在住。千

葉大学卒業後、大阪のインターメディ

ウム研究所（Inter Medium Institute）で

学ぶ。独自企画earth songをアップル

ストア福岡天神（2006年）と下関市南

部町郵便局（2009年）で、2009年下関

にて日韓交流イベントでライブ、秋吉

台国際芸術村でワークショップ、2010

年ドイツでツアー、2011年ダンサー 

安藤洋子とYCAM InterLabの共同プロ

ジェクト「Reacting Space for Dividual 

Behavior」のサウンドデザインを担当

するなど、heirakuG名義で様々なアー

トプロジェクトに参加。2008年に

G-RECORDを立上げ主宰。

堀尾 寛太
Kanta HORIO
artist / engineer

http://horiokanta.com

平樂寺 昌史
Masashi HEIRAKUJI

electronic musician
https://grecord.com

photo: Kuniya Oyamada Courtesy of Aomori Contemporary Art Centre

Live guest
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installation P9
photo: Masashi Heirakuji



installation P10

明治 27（1894）年「バケツ」生産販売広告『小学児童手工実習書』明治 41（1908）年　山主重作 著

『女学校図画教科書』大正 6（1917）年　岡田秀 著

『新撰手工教材解説』昭和８（1933）年　笠原山翠 著

バケツ広告とさまざまな用途

（国立国会図書館デジタルコレクションより）

バケツは「馬穴」とも記すが、当て字である。イメージとして家畜
飼育の餌やりに使用するイメージから当てられた文字であろう。本
来は、英語の「Bucket」を語源とするものである。
バケツの国内生産が始まるのは明治時代以降と考えられる。事実、
明治中期には国内生産されたブリキ製のバケツの広告が確認できる。
バケツの一般化以前は、水くみ用具として木製の「手桶」が使われ
ていたが、手桶は手工業であり複雑な工程を必要とする。一方のバ
ケツは金属製であり型押機械による大量生産が可能であった。
手桶にかわってバケツが全国的に流通するようになるのは、おそら
く鉄道を中心とした全国的な近代交通網が整備される明治 40 年以降
と考えて問題はないであろう。同時期の資料として『小学児童手工
実習書』では、子供の厚紙工作としてバケツと手桶が同列で掲載さ
れているが、これはバケツが手桶同様に使用されるようになったこ
とを示している。

バ
ケ
ツ

photo: Masashi Heirakuji

キャプション：河田 聡



installation P11

第二次世界大戦下の隣組活動指針に記載されたバケツを使用した消火活動

『隣組防空絵解』大日本防空協会帝都支部 編　昭和 19（1944）年

『内務省防空研究所彙報 . 第 1 号』
昭和 19（1944）年　内務省防空研究所

『隣組防空指針』大阪市　昭和 16（1941）年
（国立国会図書館デジタルコレクションより）

バケツを消火用具として公的な指導のもと使用するようになるのは、
昭和初期頃と考えられる。
昭和元（1926）年に英国の消防制度を調査した際の報告書には、「バ
ケツはいわゆる消火器具としては最も単純なる、かつ安価なるもの
なるべし。」と記される。さらには、「これにペンキを塗り置くべく、
常時特に定めた場所に備え置くことを要す。」として、いわゆる色塗
りされた「消火」専用のバケツである「消火（防火）バケツ」を設
置することを提示している。
バケツによる消防法が一般化するのは第二次世界大戦下のことであ
ろう。この頃に国民統制のため全国的に組織された隣組の活動指針
において、消防活動としてバケツリレーの方法が示されている。こ
の指針のもと、多くの地域でバケツリレーを含むバケツを使用した
消防訓練が実施された。

消
火
バ
ケ
ツ

キャプション：河田 聡



installation P12

古く、日本において「箒（ほうき）」は、「祓い清める」力をもつ神具としての役
割があった。七～八世紀頃に編纂された『万葉集』の中には神具として使用され
た「玉箒（たまばわき）」を詠んだ歌が残されている。

初春の　初子の今日の玉箒　手に取るからに　揺らく玉の緒

訳）初春の初子の今日　御内儀（皇后）から玉箒を賜りました。手に取ると玉が
ゆらゆら揺れて妙なる音をたてます。何とめでたき佳き日でしょうか

大伴家持　『万葉集　巻二十』

 たまはばきはつ  ね

この歌は、天平宝宇二（758）年正月三日、孝謙天皇は自ら田を耕し豊穣を祈り、
皇后は蚕室を掃いて養蚕の神を祀る「初子の儀式」の際に詠まれたものである。
ここで詠まれ箒は、キク科コウヤボウキの枝で作られた箒で、枝には数々の硝子
玉が玉飾され、呪術的所作を組み合わせる神具としての箒である。
この箒で蚕の飼育される母屋を「祓う」と「玉（魂）」が「揺（ゆら）く」こと、
玉がふれあい「音」を奏でることで、邪気は祓われ蚕の生命力は増長されると古
代の人々は考えていた。

神
具
と
し
て
の
箒はつ  ね

がら   す

ようさん

はらかいこ

漢字「掃」の右辺である「帚」は、先端に細
かい枝葉をつけて箒の形をした用具で、これ
に香りをつけた酒をふりかけ、祖先の霊を祀
る霊廟の中を祓い清めることに使用したとさ
れる。
これが後の「箒」にあたる。「帚」を手に持っ
て廟の中を祓い清めることを「掃」といい、「は
らいきよめる、はらう」の意味とされる。

※（ははき＝羽掃き）、古くは羽毛を使ったことから「ははき」と呼ばれた。掃

帚手
木の先端を細かく裂いた「箒」
の原型。祖先の霊を祀る霊廟を
祓い清める用具。

人の手をあらわす文字、組み
合わせることで、手に持って
いることを表現する。

＝ ＝
金文体「掃」
BC13世紀頃

れいびょう

はら

「ほうき　で　はく」

ははき
『古事記』（八世紀頃）

はわき

はうき

はく・ははく

はわく

はく

『節用集』（室町時代）

現　在

江戸時代

室町時代

平安時代

日本では、漢字渡来以前に文字がない。そこ
で中国から渡来してきた「漢字」を、日本独
自の「ことば」に割り当てて文章を表現する
ようになった。
ここでは、「ことば」として現在使用する「箒
（ほうき）で掃（は）く」という言葉の変化
を時代を遡って見てみたい。

掃除と箒　~ その語源と意味 ~

ほうき

れい    びょう

キャプション：河田 聡



installation P13

竹は柔軟かつ軽量、しかも安価な素材として紐状に加工した部材を
組み合わせることで各種容器を生産する材料となった。
竹製品の代表ともいえる籠（かご）の語源は、かつては「こ」であり、
それに「かたい」という意味の「か」が加わることで「かご」と呼
ばれるようになったと考えられている。
また、漢字の「籠」は本来「ものを中に収める」という意味があり、
そこから「中に入って出てこないこと」に「籠」という文字を使い、「籠
（こ）もる」という意味が使われるようになった。
竹籠を「編む」という行為は、多量の竹籤を使い、幾度となく繰り返し、
編み上げる。古代人の精神性において、同じ行為を幾度となく繰り
返すことは、念が込められるとされる。そのため籠の善し悪しは作
り手の念の所産であり、作り手に雑念があれば良い籠は生まれない
とまでいわれてきた。

竹

　籠

ひご

山口県では、明治時代以降、県の指導のもと農家の副業として竹製
品の生産が推奨された。そのため、近代において山口県産の竹は全
国的にも有名であった。
九州では炭鉱地や港湾において山口県内で生産される竹籠、いわゆ
る運搬用の「ばいすけ籠」が、大分県産の竹籠と販路を競ってきた。
さらに、山口県では建築素材や樽の輪竹として、竹そのものを各地
へ販売しており、大阪市場においては京都産の竹とならび高品質な
竹として高額で取引されてきた。そのため、昭和期頃には全国の竹
販売額では山口県産の竹は、京都に次いで第二位となっている。
下関市周辺地域でも各地で特色ある竹製品を生産してきた。吉田地
域の竹箸、内日地域の和傘やささら、宇賀地域や田耕地域のばいす
け籠などが特産であった。さらには滝部地域で美術竹製品を専門に
生産するとともに、唐戸地区の英国領事館前にあったイギリスの
ジャーディン・マセソン商会を通じて世界各地へと輸出されていた。

下
関
周
辺
の
竹
製
品

photo: Masashi Heirakuji

キャプション：河田 聡
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不
揃
い
の
美
学

か  い  ら  ぎ かんにゅう

西洋の食器文化の特徴は、各種の大きさ、文様、色彩などとともに、
カトラリーに至るまで統一感のあるセットを揃えることを美徳とす
る「揃いの美学」といえる。また、食器の文様、形、色彩などがい
かに正確に揃っているかということが食器の優越の基準となる。
一方、日本の食器文化の特徴といえる点として「不揃いの美学」が
あげられる。日本の食器文化、特に茶器等においては、不揃いであ
ることを美学としていることがわかる。
焼成時にできた傷である「石はぜ」「梅花皮」「貫入」。さらに、長年
の使用で生じた「アタリ」や「カケ」を金・銀・漆などで補修する
金継ぎ痕、貫入から液体が侵入したことによる変色。
このような焼成時の外観の変化やゆがみだけでなく、使用による変
化さえも器に生じたひとつの景色として変化を楽しむ。つまり、ひ
とつひとつがまったく異なることこそが日本の食器文化の特徴とい
えるであろう。

日本の食器文化は多様である。明治時代以降、西洋料理の伝来にと
もなって洋食器が利用されるようになったが、和食器が廃れること
なく在来の和食器に加えて、洋食器が上乗せされることで、食器類
の多様化が進んだといえる。
さらに、和食器には世界に類を見ない特徴がある。それは「食器の
性別」が数多く見られるという点である。その代表ともいえる夫婦
の茶碗は結婚と同時に用意するものと考えられていた。それに加え
て湯飲み、汁椀、塗り箸など、性別によって食器等の形態、色柄や
大きさなどが微妙に調整されて用意されている。
さらに日本の食器文化は、見た目だけでなく、触覚に敏感であると
いう特徴がある。一般庶民に至るまでが、自分の手にもっとも馴染
む大きさの食器を買い求める。この数ミリや数グラム程度の大小の
大きさや重さを個人の好みというレベルで敏感に読み取ることは日
本の食器文化の特徴といえるであろう。

日
本
の
食
器
文
化

キャプション：河田 聡
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『東都歳時記』にみる「煤払い」

古来より正月の神を迎える儀礼は、相当の準備を一つ
一つ順に行うことが重要だった。それ故に、まず「煤
払い」をして家中を「祓い清める」ことが、最初の準
備として必要とされた。
「煤払い」は、江戸時代になると江戸城中の行事とし
て寛永十七（1640）年に十二月十三日に固定化される。
これは婚礼以外で大吉とされる「鬼宿日」にあたる縁
起の良い日が選ばれたことによる。この行事を武家屋
敷や町屋などが見習って全国に広まり、江戸時代には
年中行事のひとつとなった。
行事としての「煤払い」が行われなくなった理由は、
明治時代以降の「清潔法」の施行による影響が強いと
される。清潔法は、明治政府主導のもと、「伝染病予
防を目的とした清掃」や「衛生教育」を義務づけたも
のである。明治後期頃には春秋の二回の町内及び家屋
内の清掃が義務化され、このことにより、年末の煤払
いの必要性が失われた。
その結果、清掃の目的から「祓い清める」という意義
が失われ、「衛生」のための清掃へと変化し始めるこ
ととなった。

『東都歳時記』は天保九（1838）年に刊行された江戸の年
中行事を記録したもので、この中に「商家の煤払い」が
掲載されている。
記録によると、この日は商家などでは奉公人をはじめ日
頃出入りする人々が集まり、①家財道具を片付け畳を上げ
て、「②煤竹」で天井の煤を払う。この際に煤竹で掃除を
する人は、手拭いで顔を覆い掃除を行っている。
掃除が終わると、主人をはじめとして一同の「③胴上げ」
が始まる。胴上げについては、江戸城の大奥において、
奥女中が胴上げしたという記録が残っている。この時の
胴上げは無礼講で、若い女中や大掃除を怠けた旦那など
が真っ先に餌食となった。
煤払いは、商家の家族や病気の人・老人・子供は手伝い
が出来ないので「④煤籠り」をして掃除が終わるのを待
つこととなる。
掃除が終わると「⑤煤掃き蕎麦」が振る舞われ、その後、
出入りの人々に祝儀が渡される。また、この日の夜には
奉公人にも酒が振る舞われ、翌日には早寝が許されたと
されている。

掃除の目的の変化

はら

すす

すす

きしゅくにち

すすこも

すす   は

すすたけ

⑤煤掃き蕎麦

③胴上げ

①畳上げ

④煤籠り

②煤竹

すす     は そ      ば

すす  たけ

すす ごも

※煤払いの画像は、（『風俗画報　第六十七号　江戸歳時記　下』　明治二十七年二月二十五日　臨時増刊　東陽堂発行）より抜粋後、作図

photo: Masashi Heirakuji

キャプション：河田 聡
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　本展覧会において堀尾寛太の作品を目にした

とき、そのイメージとして漠然と日本庭園を連

想したのだが、この日本庭園とは見た目はまっ

たく異なる堀尾の作品の共通点はどこにあった

のであろう？その共通点を探るべく、まずは自

身の中にある日本庭園を構成する要素を探り出

してみることにする。

　日本庭園は自然ではない。簡単に述べるなら

ば、限られた空間の中に樹木・音・光・水・岩など、

ありのままの自然物を利用し、これらを不均斉

に配置することで自然を再現したひとつの作品

である。さらに、自然を再現するために三つの

時間的な変化という要素を含んでいる。つまり

は、長大な時間による経年変化。さらに、四季・

月・日などの循環による規則的な変化。そして、

日本庭園を構成する最小単位が風の揺らめきや

木の葉のざわめきといった自然物によって生じ

る不規則な変化といえる。これらを表面上は人

為的に制御せず、自然作用に委ねることで生じ

る時間の経過を美意識として表現している。

　次に、庭園と同じく堀尾の作品を構成する表

面的な要素を探ることとする。堀尾の作品は、

勿論日本庭園の如くありのままの自然物を配置

したものではない。その作品の中には、エンジ

ニアとしての技術を根幹としながらも、それを

表面上は意識させず、風・重力・光などが自然

動作によって生じる不規則な変化と連続性によ

って作品は構成されている。また、それらの動

作ひとつひとつの要素の中に、ありふれた日常

用具が使用されることと、これらの用具をあえ

て自然動作にゆだねることで技術的完璧性には

至らず直前で留めるという意図を感じる。

 When I first saw the installation of Kanta 
Horio at this exhibition, it made me somewhat 
imagine traditional Japanese garden. On the sur-
face these two LOOK very different, I wondered 
what they had in common. I was determined to 
find out what they share in common, and I started 
to think about what I feel make up the principle 
elements of Japanese gardens. 
 Japanese gardens are not natural. By 
which I mean it’ s one of the art works that 
expresses the nature placing trees, sounds, lights, 
water, and stones in a defined space, using natural 
materials, putting them in asymmetry arrange-
ments to represent the nature. In order to do that, 
it includes three time dimensions. First the 
change of the years in an immemorial time. 
Second, the regularity of the season, month, and 
day cycle. Third, the irregularity of fluctuation of 
the wind and the noise of the leaves. They are the 
minimum unit in Japanese gardens. It looks like 
this irregularity is NOT controlled on the surface 
(but precisely planned underneath) and let the 
nature control it after, so that the time dimensions 
create the Japanese beauty. 
 Next, I started to go through what ele-
ments the installation of Kanta Horio had. In his 
installation, we see no organic objects as they are. 
Instead, we see wind, gravity, and lights that were 
placed based on Horio’ s knowledge as an engi-
neer. We cannot sense his intention on the surface 
because Horio consists his installation with the 
irregularity and interlocking from the natural 
movements as they are. In the elements of the 
each movement, he used purposely the objects 
that we use in daily lives. Letting them move nat-
urally makes me feel his intention to stop it just 
before it reaches its technical perfection.

日本的美意識の視点から

河田 聡（烏山民俗資料館 館長）

From the View Point of
Japanese Beauty

Satoshi KAWATA
director of Karasuyama Folklore Museum
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 If I try to express a common element that 
these two seemingly completely different works 
have, I’ d define it as “afterglow.” The variety of 
effects that are created in Japanese gardens by 
placing objects asymmetry creates the irregular 
changes that embrace shimmer and blank space. 
That is the “afeterglow.” I sense the same “after-
glow” in Horio’s works.
 I lost myself in the consecutive sweet 
afterglow. As I take a look again at Horio’ s 
installation from the view point of Japanese 
beauty, it was right: the sense I had when I first 
saw his installation. I notice myself breaking into 
a broad smile, realizing that this is “Hyogeta” 
work: “Hyogeta” is from a dialect term meaning 
“to clown around” or “jocular” or “to act jokingly,” 
looking from the view point of Japanese beauty.

　この表面上はまったく異なる両者を比較した

うえで共通する要素をあえて日本的美意識の表

現で述べるならば「余韻」といえるのではなかろ

うか。日本庭園における不均斉に配置された自

然物から生じるさまざまな作用は、不規則な変

化を生み出し、そこにあるゆらぎと空白の時が

「余韻」となる。一方、堀尾の作品もまた、自然動

作によって生じる不規則な変化の連続の中に、

やはり日本庭園と同じく「余韻」を感じる。

　自然動作にゆだねられたさまざまな日常用具

から生じる心地よい余韻の連続の中に、私は時

を忘れた。堀尾の作品を日本的美意識という視

点で再度観察すると、やはり初見の感覚に間違

いはなかった。気がつくと破顔一笑、しかし日

本的美意識という範疇から見れば高度に剽げた

作品となるのである。

photo: Masashi Heirakuji

ひょう
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　水糸は、建築現場で水平線を示すための糸で

ある。同じ高さの離れた2箇所の間に、水糸をピ

ンと張ることで空間内に水平線が生まれる。こ

の水平線を頼りに、例えばブロック塀をつくっ

たり、コンクリート型枠を作ったり、という作業

を進めていく。水糸はおもりをつけて垂らすこ

とで垂直を出すことができるし、両端に杭とペ

ンを括りつけて杭を中心にぐるりと回れば正円

を描くこともできる。蛍光色のあの派手な色も

特徴的だ。なぜあのような色をしているのかと

いうと、写真に写りやすくするためである。建築

現場では、作業ごとに写真を撮影し、建築物が完

成するまでのプロセスを記録する。これを工事

写真という。建築物は内部の構造が見えないた

め、完成後にトラブルが発生した場合に、その原

因究明に工事写真が役立てられる。もし水糸が

白かったらどうなるか。建築材料には白い素材が

少なくないので、工事写真に写りづらくなるだろ

う。また、工事は日中におこなうことが多いため、

夕方に工事写真を撮影するのもしばしばだ。こう

いう時に蛍光色であることが活きてくる。

　「目的の設計」は、わたしたちが日常的に用い

るさまざまな道具が、テクノロジーを介して構

成され、ひとつの展示空間を作り出している。

その道具のひとつに水糸がある。展示空間の一

角に、たわしがや羽箒が水糸に括り付けられ、

吊り下げられていた。しばらく見ていると、そ

れらが運動することに気づく。そのうちのひと

つに空間内を大きく横切るように運動するたわ

しがあった。このたわしを括っている水糸はど

こに繋がっているのか、蛍光色を頼りに辿って

みると、滑車やフックなどの金具を経由して、

 A water yarn is a string that is used to 
level the horizon at construction sites. You can 
have a horizon in a space by putting a water yarn 
without distortion in between two same levels. 
By starting this horizon, for example, you can put 
blocks for walls, framework for concrete to pro-
ceed the construction. If you put a weight on the 
water yarn and put it vertical, you will have a ver-
tical line. If you put a pile in one end, a pen in the 
other, and you move the pen around the pile, you 
will have a perfect circle. Do you know why it 
has that fluorescent color? Because it stands out 
in pictures. In the construction sites, they take 
pictures on each working process, so that they 
can keep records of the process until the building 
will be finished. These pictures are called con-
struction photos. Since we cannot see the inside 
structures of the finished building, we would use 
these photos in case we have any troubles after-
wards to investigate the cause. What happens if 
the water yarn is white? We have many white 
materials used in the construction sites, so it will 
not stand out. Moreover, we often take photos in 
the evening since the constructions would be 
done during the daytimes. This is another reason 
why the water yarn should be fluorescent color.
 In Horio’ s “Design of the objective” , the 
ordinal objects that we use in daily lives created 
one exhibition space. They were consisted 
through technology. One of them is the water 
yarn. In the installation, I saw a scrub and a feath-
er duster tied to water yarns hanged in the air. 
Looking at them for a while, I had noticed that 
they were moving. There was this one scrub that 
cross the entire space. I couldn’ t help but wonder 
where was this water yarn started from, and I 
looked along its fluorescent color and I went over 

たわむ水糸

渡邉 朋也（美術家 / タレント）

The Bended Water Yarn
Tomoya WATANABE

artist / personality

ぼうき
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photo: Masashi Heirakuji

入口付近に行き着いた。入口の上部に、糸を巻

き取る機構が取り付けられており、それが時折

動作することで、たわしに運動が与えられてい

ることが分かった。わたしが会場を訪れたとき、

偶然会場に作者の堀尾本人がいたので、なぜ普

通の糸ではなく水糸を用いているのかを尋ねて

みた。すると、水糸ならばボリュームが少なく

て済み、かなりの長さを巻き取ることができる、

という主旨のことを教えてくれた。

　水糸の背景には、冒頭に記したような用途が

ある。だから、こうしたことをするためのもの

ではない。しかし、こうしたことにも使えてし

まうのが道具であり、使ってしまうのが人間で

ある。堀尾が展覧会場に構築した新しい秩序の

もと、水糸は本来とは異なる機能を一定の合理

性を持って発揮していた。他の道具も同様であ

る。それは用途という理想を目指して道具の成

立に関わった先人の労苦を思えばいささか不道

徳なディストピアのようであったが、潜在的な

可能性が解き放たれたという意味ではユートピ

アのようでもあった。そういう二面性こそを美

と言うのだと思う。

the metal fittings like the pulley, the hook, and 
finally reached the entrance. Looking up, I saw a 
mechanism that winds up the thread and found 
out that it gives the scrub the movement by oper-
ating once in a while. Luckily, I had Kanta Horio 
himself at the exhibition so I asked him why he 
used the water yarn instead of the normal thread. 
Then, he answered the water yarn was better in a 
way that it can be much smaller in a volume, and 
he can use longer yarn than a thread.  
 As I mentioned at the beginning, the 
water yarn has such uses in background, so this is 
not a water yarn is made for. However, tools 
could be used in such situation and its us, human 
being, who cannot help but try such new use. In 
Horio’ s exhibition where he constructed a new 
order, this water yarn had its new objective: same 
for other objects. It could be something like an 
immoral dystopia thinking how our ancestors 
worked hard to create these tools, but it could be 
something like an utopia, at the same meaning it 
liberated their hidden possibility. And I realized 
this dual nature itself can be the beauty we look 
for. 



information of the event P20

● バックヤードツアー
10.14（日）11:00～/13:00～/14:00～/15:00～

普段は立ち入り禁止のバックヤードに設置されて
いる作品の一部を堀尾の解説で見学

要予約・参加無料・各回定員5名

（参加実績 合計18名）

● ライブ

10.20（土）17:00～18:30 ※休憩1回含む

下関在住のアーティストをゲストに招き、
展示ホール内で行うライブパフォーマンス

［出演］heirakuG（平樂寺昌史）、堀尾寛太＊出演順

［入場料］前売2000円　当日2500円

（参加実績 53名）

● 交流会

10.20（土）ライブ終了後～19:50

ライブの感想の意見交換などアーティストと
一般来場者、一般来場者同士の交流の場

［参加費］要1ドリンクオーダー

予約不要・一般参加・途中退場も自由

（参加実績 30名）

● トークイベント

10.21（日）14:00～15:00

本展の開催経緯と面白みについて、
座談会形式によるトーク

［登壇者］堀尾寛太、河田聡（烏山民俗資料館館長）、 

　　　　増田玲子（permanent reality代表）

予約不要・参加無料

（参加実績 20名）

● Backyard tour
10.14 sun. 11:00 – /13:00 – /14:00 – /15:00 – 
booking required / admission-free
18 people attended

● Live performance
10.20 sat. 17:00 – 18:30 *an intermission included

Artists: *order of appearance
heirakuG [Masashi HEIRAKUJI] 
Kanta HORIO
Tickets: advance ¥2000 / doors ¥2500
53 people attended

● Reception
10.20 sat. after the Live – 19:50
No reservation required / minimum 1 drink order
30 people attended

● Talk event
10.21 sun. 14:00 – 15:00
Speaker:
Kanta HORIO
Satoshi KAWATA
 [director of Karasuyama Folklore Museum]
Ryoko MASUDA [founder of permanent reality]

No reservation required / admission-free
20 people attended



record of the event - Live P21
photo: Takaaki Yano

堀尾 寛太
Kanta HORIO
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heirakuG
平樂寺 昌史
Masashi HEIRAKUJI
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増田：堀尾寛太「目的の設計」の今日は最終日、一

時間ばかり色々お話をできたらなと思っており

ます。私は、permanent realityという市民活動団

体の代表をしている増田と申します。よろしくお

願いします。真ん中が堀尾寛太さんです。堀尾さ

んは九州芸術工科大学（現 九州大学芸術工学部）

ご出身で、音響学とコンピュータ音楽を勉強され

た後、今は東京を拠点にアーティスト、エンジニ

アとして活動されております。こちらの河田さん

は、もともと考古学の分野で、太宰府などの遺跡

の発掘調査などからご自身のキャリアをスター

ト、今はあちらの建物の半分の烏山民俗資料館の

館長をされております。

コラボレーションの経緯
増田：なぜこの二人のコラボレーションでこの

アート展が実現したか、経緯を私からお話ししま

す。この建物自体がすごく特徴的で妙な建物で、

古い小さなひなびた温泉街に突如現れるコンク

リート建築で、土地自体がちょっと不規則なのも

あって、真四角なものを建てるのではなく、ひと

つながりの空間にするという設計コンセプトが

ありました。観光案内所や多目的ホールやここの

カフェや民俗資料館と、雑多な機能が集約される

にあたって、とにかく壁をとっぱらったひとつづ

きの空間にしたという特徴があります。私は５年

前に東京からここに移住してきて、4年間この公

共ホールのイベントの企画制作をしてきました。

河田さんとは所属組織が別で、私が勤めていたま

ちづくり株式会社とはやってることも違うんで

すけど、事務所は同じですごい近い空間に居まし

た。この辺の状況や文化的なこと、

化的なこと、人間関係など色々なことを私は河

田さんにいつも相談したり教えて頂いたり、愚痴

も聞いて頂いたりして、仕事上の上司部下ではな

い関係でした。それで、この建物にしても河田さ

んの面白さにしても、ここにあるせっかく面白い

ものをもっと面白く出来ないかなという視点で、

いつも私は仕事をしていました。ここの大ホール

の空間がとくに特徴的で、私はもともとホールの

コンサートを企画しろと言われて来たんですけ

ど、堀尾寛太さんというアーティストを知ってい

ましたので、「ここで寛太さんにやってもらうと

めっちゃ面白くなるだろうな」っていうのを最初

の方に思いついたんです。ただ、ただやっても、な

かなか皆さんの理解を得て、みんなが納得出来る

形にもっていくのは難しいだろうなと思って、い

つものように河田さんに相談しました。堀尾さん

の作品って、日常の道具が作品の一部に使われて

いて、堀尾さんの道具に対する見方って面白いな

って思っていて、河田さんは河田さんで歴史家の

立場で道具に向かっている。この二人の、角度は

全然違えど共通している、なみなみならぬ「道具

愛」という、「この共通項でできないかな？！」と

いうのが、お二人でコラボして欲しいという私の

この企画のスタートでした。実際やってみてどう

でしたか？

河田：最初にお話しを聞いたのは、たしか去年の

12月だったと思いますが、初めて堀尾さんのこ

日　時：2018. 10.21（日）14:00～15:00
会　場：川棚の杜 カフェ孤留島
登壇者：堀尾寛太、河田聡、増田玲子
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博物館的しばりと
ニセ博物館（河田コレクション）
堀尾：河田さんとお話する中で、よく博物館的

なしばりがあるなかで展示を構成しなければな

らないということをおっしゃっていましたが、

例えば博物館的にやるとどういうしばりが生ま

れるものなんですか？

河田：まず理屈ありきです。特に行政組織の場合、

この展示は何が目的で、こういう事を感じて欲し

くて、私たちはこんな事を考えているので皆さん

もこんなふうに感じて下さいね、という企画から

はじまります。そして、きちんとした説明（キャ

プション）がないといけない。物事に対してこれ

はこんな物ですよってこちら側が説明する事が

多くて、博物館に行くと物を鑑賞する事よりもキ

ャプションを読んでいることの方が多いんじゃ

ないかなと思うんですよね。私、実はそれがすご

く嫌いと言っちゃいけないんですけど、本当は物

を観る事って凄く大切なんだろなって思ってい

ます。私がもともとやっていた民藝の世界で、柳

宗悦さんの「知ラバ見エジ　見ズバ知ラジ」とい

う言葉があるんですけど、要するに「知ってから

物を見たら、物の本質が見えませんよ」という意

味です。「知っていると見えなくなる、知る前に物

を見なさい。まず見て観察した上で知った方が良

い」と言っているんですね。キャプションって確

かに大切なんですけど、キャプションを読む事と

モノを見る事は常に別にしたいというのが本当

はあるんです。だけど、ここのオープニングの展

示でそれをコンセプトにキャプションがほとん

どない展示をしたら大ひんしゅくだったんです。

「キャプションねぇやんこれ」って話で、、、まだま

だ封印しておかないといけない手法かなという

ことがありました。今回は、割と自由にさせてい

ただいたところがあるんですよね。そういう意味

で博物館はどうしてもしばりがあるなぁと。

ことを「こんな作品作る人がいるんですよ」って

増田さんに見せてもらって「すごいなっ、なんだ

これは！」って思ったんですね。自分の博物館の

仕事は、テーマを決めて、展示をする方向性が直

線的にものがつながっていくイメージで、「はじ

めに」と「終わりに」があって、起承転結があって、

というストーリーで展示が流れるんですね。一

方、堀尾さんの作品はいわば系統図的で、色々要

素が広がっていって、それがひとつの空間になっ

ていく様をイメージしたんです。それを私は展示

手法に使えるんじゃないかって思って、その時に

「掃除展」と題して掃除の歴史的ストーリーを紹

介する展示を企画していたんですけど、「これは

掃除展じゃねぇな、この方法論でいったら箒だろ

う。箒をどこまで要素を分解できるか、細かく系

統図のように、例えば箒という言葉がなぜこんな

漢字を使うのかとか、あるいはこの箒にどんな文

化や歴史があるのか、系統図的に分解していく展

示ができるんじゃないのかな」って思いついて展

示をガラッと変えたことがありました。私自身す

ごく影響を受けました。

堀尾：そうなんですねっ！そこの烏山民俗資料

館の展示で？！

増田：びっくりしましたよ！あらかた出来上が

っていたのを、私が「こういう人がいて、、、」って

本をお渡しして、二、三日後に資料館の展示替え

が終わった頃に河田さんが「いや～増田さん、あ

の本読んでね、僕、今回の展示全部やり直したん

だよ」とか嬉しそうにおっしゃるんです。「え

っ？！河田さん、私が想像していた以上に、堀尾

寛太さんとこうなんか、、、もうこれはっ！！」っ

て思いました。

河田：うん。面白かったよぉ。こういうのもあり

だよってすごい影響受けたんだよね、その時。

ほうき



record of the event - Talk P25

堀尾：なるほど。逆に僕は、博物館ってすごい時

間をかけて見るのが、自動的にある満足感が得ら

れるシステムというか、、、なんか美術とか見に行

くと「つまんねぇな」って１秒で帰られる可能性

はけっこうありますけれど、博物館みたいに字と

か物がたくさんあると、順路を辿って見ていっ

て、なんか「足が棒になってきた～」っていう状態

になって帰る。そうすると展示の良し悪しとは別

に、ある達成感みたいなものを持って帰って、お

金払った分を回収した気がする、みたいな。それ

を羨ましいな、というかそれを作品の展示にも導

入出来ないかと少し思って。そうすると、何の興

味も無い人も何故か強制的にある満足感を自動

的に得てくれるというか、なんかそのニセ博物館

みたいな方法ができたらすごい良いなって思っ

てたんです。今回の展示の一部で箒を使ったとこ

ろがあって、設営中にそれ　

を見た河田さんが「あー、箒だったら色々ありま

すよ」って裏から色々出してくれて。展示台も使

っていいし、キャプションも書きますよというこ

とで、「あ、それは、じゃぁここにニセ博物館を作

ってしまおう」と。展示が面白くなかった人も河

田コレクションをぐるっと回ったら凄く良いも

のを見た気分になるし、かつそこで自動で順路を

選ぶシステムのような感じで動く照明を使って、

今は昼間なので多少見えますけど、夜になると照

明が移動して光が当たっているところしかキャ

プションも読めないし物も見えないという、自動

順路システム付き博物館部屋みたいなものがそ

こにできたらいいんじゃないかなって思ったん

です。ちょっと河田さんを利用した状態になって

はいるんですけど、そういうことを考えて今回の

展示が出来ていったところがあります。

photo: Masashi Heirakuji



record of the event - Talk P26

河田：反対に自分は、堀尾さんの作品って感性で

みるものだから、今回一緒にやった展示も最初か

らキャプションも書いてはいるけれど読まれな

くていいと思っていて、自分の展示している物も

感性で同じ様に見ると面白いんじゃないかと思

って。堀尾さんの作品を利用してその中に自分の

ものが含まれる事で、感性で物を見て欲しかった

ので、お互いにその辺は利用しあったということ

ですね。

堀尾：会場を事前に下見させてもらって、コンサ

ートホールなので、ホールの備品とかもいっぱい

ある空間なのでいかに上手く使うかかなって思

ったんですけど、民俗資料館も一緒にあって河田

さんっていう館長もいるっていうこと自体を、こ

れも会場の特徴のひとつという捉え方で作った

展示だと思います。

河田：何日目くらいでしたっけ？この資料館ブ

ースがスタートしたのって、

堀尾：展示設営期間が一週間あるうちの、最後の

３日間ぐらいでしたよね。最初はちょっとたくさ

ん私物コレクションをお持ちという事で、「軽く

て小さいものはありませんか？」って、タワシを

持って来てもらったんですね。

河田：その時に箒が動くシステムを見せてくれ

たのかな。「箒動いてるからすごいよね～。で、う

ちの箒をもってこよっかなって」感じで。

堀尾：凄いなって思ったのは、いきなり「キャプ

ションを何でも書きますよ」って、要するに僕か

らは何もお願いをしてなくて、物しかない状態

で、全体のストーリーも背景もない状態でキャプ

ション書きますよって書いてくれる。つまり、キ

ャプションを通して伝えるべき事がなくても　

書けちゃうっていうのが凄いなって。自動筆記の

ように書けるってことですよね。

河田：いま展示しているものって個人のものな

ので、自分のコレクションに対する思い入れがあ

るので。最初は一目惚れで買っても後から色々

調べるので、書こうと思ったらいつでもすらすら

書けるんです。

堀尾：びっくりしたんですけど、コレクションに

は本物の昔の道具もあるんですけど箒の中で「こ

れ凄い良いものなんですか？」て聞いたら「いや、

それ無印で買った」とか、「これはナフコで」みた

いな。

河田：伝統的にとか、歴史的にとかだけではなく、

道具としての善し悪しで判断してるから、ナフコ

であろうが無印であろうが、良いなと思う物はや

っぱり作りがいいんですね。道具に関しては、仕

事とは別の部分ではすごく自由でありたいし、伝

統であるから良い物だという認識は持ちたくな

い。既成概念で物を見るのが嫌なんです。自分の

道具に関しては。博物館の収集の仕事は、どうし

てもまずそれがないと、収蔵品にできない。当然

ルールがありますよね。だけど自分の道具はそん

なの一切無しで「好きな物は好きっ」て感じで集

めちゃうほうなんで。

堀尾：ただそのペースで集めていると、すごい物

は多くなるんじゃないんですか？

河田：既に多いですね。これいいなって思ってさ

らに歴史的背景があれば、必要なくなったら資料

館に寄贈しちゃえって感じで集めてます。
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河田：自分の中では流れが計算されていく感じ

ですか？

堀尾：物理的な制約によって可能な方法はこれ

かなと自動的に決まる感じです。ついたてと棒が

当たるからこれはあそこに動かして、そうすると

ここが眩しいからこれを移動して、とか、そうい

う事情によって自動的に決まっていきます。だか

ら、感性と言われると自分としては意外な感じが

します。

失われていくもの 「エフェメラ」
堀尾：あの、話が変わりますが、僕ちょっと聞こ

うと思っていた事があります。河田さんは「発掘

から庶民史へ興味が移っていった」とのことです

が、発掘時代は何を発掘されていたのですか？

河田：発掘って土の下のものですよね。太宰府に

いたので、奈良時代やそれ以前の地層の下の昔の

役所跡や集落跡とかが中心で、庶民史とは全く違

うイメージのものです。発掘調査で出てくる埋蔵

文化財というものは江戸時代とかよりもっと古

いもので、でも私たちの時代はそこから何百年も

先であって、発掘調査で解らないその間って知り

たくなりますよね。田舎って今でも何百年も続い

ているお家って沢山あって、それらは守られず壊

されていっているんです。それを知りたくなっ

て、庶民史に移行しました。

堀尾：庶民史は庶民史でも埋まるよりは最近の、

かつ今日から埋まる前までの歴史ですね。発掘と

いっても庶民の家を発掘することはないんです

か？

堀尾：さっき控室で、出張先で鍬を買ってそのま

ま新幹線で鍬を持って帰ったっていう話があり

ましたけど、どこまで蒐集するんですか？

河田：個人的な蒐集は実用品ですね。自分が使える

物がやっぱり好きなので。使ってみないと物って分

かんないじゃないですか。日常生活で使えるか使え

ないかという判断で選ぶので、まず生活用具です

ね。だから自分が理解していない美術品とかを突然

買うような事はあんまりないかなと思います。

堀尾：あの（展示品の）背負子みたいな籠も使っ

てるんですか？

河田：あれは、この時期は車に積んでおいて木の

枝をとりにいったり、手持ちの籠は猫の寝床にな

ったり。だから今、猫は寝床がない、、、食器もお膳

も基本的に実用品としての私物です。

感性でみる、理屈でつくる
河田：今回の堀尾さんの展示にうちの家族が来

て、面白いなって思ったのが、堀尾さんの展示を

見る前は、階段下のところの展示に気づかなかっ

たんだけど、帰りは気づいたんですね。堀尾さん

の作品を観て感性のスイッチが入っちゃうんで

すね。帰宅後にも、子どもが豆電球の光をみたり

して面白がっているんです。理屈って子どもはま

だ分からないので、感性で展示を観て面白いと思

えば素直に感性のスイッチが入るんですね。感性

でものを観ることの素晴しさというのを感じま

した。

堀尾：作ってる方としては、けっこう理屈のつも

りなんです。感性は実はあんまり関係なくて、「長

くて軽いもの」とか「ここが明るいから暗くして」

とか、理屈でこれがあるからこうなってって自動

的に決まっていく感じです。

くわ
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河田：埋蔵文化財って、土の下に埋まっているも

のは庶民の家でも役所でも、文化財保護法という

法律で守られているんです。だから壊す前に遺跡

の記録を取ることが出来ます。だけど地中の上に

建っている普通のこの辺の家は自由に壊せるの

で、誰かが記録をとらないとその歴史は守れな

い。例えばお城みたいに、みんなが共通して大切

だと思うものって守りやすい。だけどみんなにと

って普通なものやどこにでもあるものは守れな

いんです。私が集めている様な庶民のものって、

少し古くなるととたんに無くなるので、そういう

ものを集めるのは意味があるかなと。

堀尾：それは、将来に向けて集めているっていう

ことですか？200年後には貴重なコレクション

になることを見越して。

河田：最近ヨーロッパの博物館の流行で「エフェ

メラ」という、ラテン語で「蜉蝣、儚いもの」という

意味の言葉があって、その時にしか使われなかっ

たような資料を表現する言葉なんです。例えばこ

のコンサートのチラシや旅館のパンフレットみ

たいなものもですけど、これらも実は歴史的に価

値があるのではないか、と言われていて、それら

を集めましょうという動きがはじまっています。

庶民の資料なんかを収集する時にその話をしま

す。

増田：古い新聞記事とか、広告関係とかも集めて

らっしゃいますよね。

河田：この地域の明治時代の新聞とか探しても

本当に残っていないですよ。

堀尾：マイクロフィルムとかでもないんですか？

河田：国会図書館に残っているというから見に

行ったら、うちから出した資料がそのままマイク

ロフィルム化されていて、わざわざ東京迄行った

のに、向こうにも無いんですよ。庶民史なんてそ

んなもんなんです。

堀尾：失われていくものなんですね。

河田：堀尾さん、歴史とか好きですよね。すごい詳

しいですよね。話していて色んな知識があって、

「こんなことまで知ってるんだ」って感心します。

堀尾：河田さんの前で詳しいとは絶対言えない

ですよ。発掘は昔、憧れていたときがあって、受験

の時に「発掘出来るところがいいなぁ」って思っ

ていて、あるいは地層とか断層とかそっち系に行

きたいなと思っていたんです。結果的には音響設

計という分野に行きましたが、本当は発掘のこと

を根掘り葉掘り聞きたいんですよ。

どこで集中するか
増田：河田さんから堀尾さんに聞きたい事が、も

っとあれば、、、

河田：堀尾さんは大学生の頃から昨日のライブ

みたいなことをされていたのですか？

堀尾：ちょっと違うところもありますけど、ライ

ブはやっていました。当時は結構パソコンに興味

があったのでコンピュータとかプログラムを使

ってやってたんですけど、コンピュータ内で頑張

っても見てる人は分からないことが多いので、実

際に動いたものをやったほうが面白いなって思

って、徐々に物を動かすほうに興味が移っていき

ました。でも、もともと造形とかをまったく勉強

してなかったので、とにかく実現することだけを

考えて作ってたので、今もその延　
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長で、感性的なことというよりは、機能を実現さ

せるために必要な作業をやるという感じです。

河田：機能をつなげていくような感じで全体を

作っていくというイメージですか？

堀尾：つなげるという機能を実現するというこ

ともあれば、そうでないこともあります。

河田：昨日のパフォーマンスは、事前に作業場で

組んでやっているんですか？

堀尾：おおざっぱにはしてます。今回でいうと、

機材の半分が宅急便の誤配で届かなくて、本当は

一日前にリハをやるぞと思っていたんですが、割

とぶっつけになってしまって、本番中に必死に努

力という感じでした。

河田：その裏事情は見ていて全然わからなくて、

それでもあれだけのパフォーマンスを違和感な

くできるのはすごいですね。

堀尾：ちょっと初めてですけどね、届かなかった

のは。「いや～いま荷物が福島県の方に行ってま

して」って電話かかってきて、、、

河田：あれだけのことをあの時間で集中してで

きるのが面白いなーって、私は観てました。次々

に物事がつながっていく感じ、その場でどんどん

それを作っている感じというのが、観ていて新鮮

でした。自分たちは展示会場を作るのに時間をか

けてるんですが、その場で作るわけですよね。

堀尾：最終的には一緒じゃないですかね。どこか

で集中してばーっとやるわけですよね。僕の場合

は、締切がいよいよ目の前に来る迄は、、、　　

みたいなことで、本番中は「ついにやらざるを得

ない。決断もその場でするしかない」という、、、

河田：追いつめられた状況！

堀尾：そうですね。それはかなりあります。決断が

早い人はちゃんと計画を立てていると思うんで

す。いよいよ最後迄決めずに来た人が、その場でや

るしかなくなる人っていう感じがしますけど。

河田：私も直前まで決められない人だから。頭の

中には色々あるけど、それをつなぎあわせるまで

に時間がかかりますね。

おすましとカオス
堀尾：資料館は綺麗なスペースに物が少なく展

示してあるんですけど、別なところにある膨大な

中から選んできてるんですよね。膨大に積もって

る物をみることは出来ないんですか？どっかに

はめちゃめちゃ仕舞ってあるんですよね、ああい

うものが。

河田：中学校の空き校舎を利用していますね。体

育館も利用して、収蔵品でいっぱいに埋まってい

ます。

堀尾：それを見学出来る様にした方が面白いん

じゃないですか？ロープパーティションとかで

通路みたいにして。そうすると色んな種類毎の山

が、、あ、でもプチプチとか段ボールに入ってるの

か、、、

河田：展示ケースなんかに入れずにむしろ収蔵

品をそのまま見せていこうという、一応計画はあ

るんだけど予算つかなくて、なかなか実現できま

せんね。
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堀尾：沢山の中からテーマ毎に選んで見せてる

展示っていうのが、ぱっと見に「おすましした雰

囲気」に見えるかなって思って。本当はこのよう

な館長がいてカオスの収蔵庫があって「やばい

っ！」っていうのがもっと直接的に見られたら良

いなと思いました。

河田：それと同じ様に、堀尾さんの作業場がそん

な感じなんですよね。

堀尾：あー、作業場はもうほんとに汚なすぎてダ

メですね。片づけのスピードが散らかすスピード

に追い付きません。

河田：その中から組み合わせていく過程が同じ

様にあるんですね。作業道具の工具箱とか今日見

せてもらってすっごい面白くて、いろんなものが

ごちゃごちゃ入っている感じが、よくこれから組

み立てられるなぁって。私から見たら電源ケーブ

ルがだらだら～と入ってるのの違いが分からな

いんですけど、、、

堀尾：今、聞きながら思ったんですけど、僕も「お

すましやっちゃってるよな～っ」て。ケーブルは

人がひっかかったりするからって綺麗にするじ

ゃないですか。作業中はもうケーブルも床に直で

置いて、ガムテープで止めてあるんだけど、結局

人が通る為に上に上げたり壁に寄せたり、やっぱ

りちょっとやっちゃいけないなって思いだしま

した。

河田：整理できてない状態って面白いって思い

ますね。

堀尾：人が歩けない可能性はありますが、動線を

つくってうまくやれば、、、

「目的の設計」の意味
（河田氏によるニセ博物館コーナーの解説を終えて）

堀尾：河田さんからは物も話も無限に出てくる

んですよね。こんな感じで立ち話をする中で自動

的に作られていったのがこの部屋です。

河田：一緒に話をしながらですね。元々ここに写

真を置こうって言ったのも堀尾さんで、私は「こ

んなんあるよ」って見せていく中で、じゃあこう

したら面白いよって。この羽箒も最初私は自然に

回っているのかなって思ったら、ちゃんとモータ

ーで回っている。

堀尾：ここの原動力は意外に電気なんです。羽の

空気抵抗が大きくて速く回らないので、ぶら下げ

ている糸がよじれて徐々に短くなるんですよね。

朝は位置が低いんですけど夜に向かってどんど

ん高くなっていって、夜間の閉館中のうちに戻っ

ていって朝はまた下がっているっていう。

河田：最後に、今回のタイトル「目的の設計」の意

味を聞きたいなと。

堀尾：たまごが先か鶏が先か的なことです。「設

計の目的」はもちろんあるけど、何もない所から

つくるにはどうしたらいいかなっていう。「目的

の設計」とすると、「ゴールの決め方を決める方

法、うん？？ちょっとループしている感じになる

かな」と思ったんですね。つくる目的をつくる、目

的をつくる目的、をつくる目的をつくる、、、

あと、設計って英語で言うとデザインなんですけ

ど、デザインをしないようにデザインをするには

どうしたらいいだろう、と考えたことがあって、

それにはデザインの力で目的をデザインするし

かないのではと。これはちょっとまだうまく説明

出来ませんが。「目的の設計」は、まぁそういうこ

とです。



flyer and poster P31

©Juan Pablo Sanchez Castellanos 

2018.10.13 sa t .  – 10.21 sun.  

Kawa tanano-mor i  Co r to t  Ha l l
( S h i m o n o s e k i - s h i  K a w a t a n a  O n s e n  K o u r y u  C e n t e r )

1 0 : 0 0  -  2 0 : 0 0   a d m i s s i o n - f r e e

I n s t a l l a t i o n

no reservation required / admission-free

国内外で活躍するアーティストと共に、現代アート展やパフォーミン

グ・アーツ公演などを創ることで、地域の活性化と芸術文化の振興

に寄与することを目的に活動しています。この趣旨に賛同し、活動を

支援してくださる個人・企業・団体の「賛助会員」を募集しています。

詳細はwebで  pryo.jp/p-reality/

川棚温泉入口

川棚温泉バス停
コンビニ

妙青寺

下関市豊浦総合支所

ＪＲ川棚温泉駅

至 下関I.C.

至 小月I.C.

至 角島至 下関

川棚温泉交流センター
PP

川棚の杜・コルトーホール

車で中国自動車道
　下関ICより約30分・小月ICより約20分
JR山陰本線川棚温泉駅より車で約3分

山口県下関市豊浦町川棚5180
tel:083-774-3855
www.kawatananomori.com

お問合せ・ご予約：permanent reality  tel.090-3662-0286（増田） info@pryo.jp  http://pryo.jp/p-reality/※予定は変更となる場合がございます、予めご了承ください。

チケット取扱い 川棚の杜083-774-3855、下関市生涯学習プラザ083-231-1234、プレイガイドラン、青木屋ビル１階（南部町）、
アンティーク&オールディーズ（長府）、水色画廊（豊前田）、パーマネントリアリティ info@pryo . jp

（無料駐車場約100台）

アーティスト/エンジニア Kanta HORIO, artist / engineer

photo: Kuniya Oyamada Courtesy of Aomori Contemporary Art Centre

堀尾寛太

会期中イベント 会場：川棚の杜・コルトーホール

川棚温泉バス停下車 徒歩5分

これも音楽　　視える波 視どころ聴きどころ
日常にありふれた「道具」が、カンタさんの精緻な電子工作によって連動する装置となり、それが発するシンプルな物理現象が交わって、未知の視聴覚
空間を生み出す。そこでは「道具」が本来の機能を超越して芸術表現をし始める...堀尾寛太さんは大学時代の先輩で、最初は「全然分かんないけど
なんだ？このカッコよさは」と、その不可思議な魅力に私はムキになりました。今は「全てのつじつまが合っていて、極めて音楽的」としっくりきています。
展示作品には素朴な愛らしさがある一方で、ライブは圧倒的。カンタさんを通じて下関で出会った平樂寺さんの音楽とセンスは、私を幸せに驚かせ
ます。あなたの世界をもっと豊かにする体験を造りたくて本展を開催します。ご期待下さいませ！           permanent real i ty 代表 増田玲子

九州芸術工科大学（現・九州大学芸術工学部）にて音響学とコンピュータ音楽を学ぶ。自律的な物理
現象を発生させる装置や、光と音や振動の相互作用を通して、マシンと音の自然な関係性を追求する。
その仕組みや枠組み自体をみせる作品を、ライヴパフォーマンスや展示の形で発表している。またエンジ
ニアとして幅広いプロジェクトにおいて電子デバイス開発を手掛け、現在は振動・フィードバック・音・操作を
一体化するようなシステムの開発に取り組む。近年の主な発表に「札幌国際芸術祭2017」（札幌市内、
2017年）、「オープン・スペース2016メディア・コンシャス」（ICC、新宿、2016年）、「サウンドパフォー
マンス・プラットフォーム2018」（愛知県芸術劇場、2018年）、「国際舞台芸術ミーティングin横浜
2016」（BankART Stdu io  NYK、 横浜、2016年）など。東京都在住。 ht tp ://hor iokanta .com/

電子音楽家/デザイナー

ライブ ゲスト出演

Masashi HEIRAKUJI, electronic musician / designer平樂寺昌史　
1977年下関生まれ。下関市在住。千葉大学卒業後、大阪のインターメディウム研究所（Inter Medium Institute）で学ぶ。
独自企画ear th  songをアップルストア福岡天神（2006年）と下関市南部町郵便局（2009年）で、2009年下関にて
日韓交流イベントでライブ、秋吉台国際芸術村でワークショップ、2010年ドイツでツアー、2011年ダンサー 安藤洋子と
YCAM In te rLabの共同プロジェクト「React ing  Space fo r  D iv idua l  Behav io r」のサウンドデザインを担当する
など、heirakuG名義で様々なアートプロジェクトに参加。2008年にG-RECORDを立上げ主宰。 https://grecord.com/

バックヤードツアー

ライブ

交流会

トークイベント

Backyard tour

Live performance

Reception

Talk event

10.14 sun.

10.20 sat.

11：00～/13：00～/14：00～/15：00～

17：00～18：30頃予定 
前売り： 2000円  当日：2500円
出演者： heirakuG（平樂寺昌史）、堀尾寛太 *出演順

登壇者：堀尾寛太、河田聡（烏山民俗資料館館長）、増田玲子（permanent reality代表）

10.20 sat.ライブ終了後～19：50 予約不要・要ワンドリンクオーダー

10.21 sun. 14：00～15：00
予約不要・入場無料

*5 persons for each time

artists: heirakuG [Masashi HEIRAKUJI], Kanta HORIO *order of appearance

after the Live～19:50  no reservation required / minimum 1 drink order

booking required / admission-free
各回定員5名

イベント
詳細は
こちら

要予約・入場無料

ticket: advance ¥2000  doors ¥2500

speakers : Kanta HORIO, Satoshi KAWATA [director of Karasuyama Folklore Museum], 
               Ryoko MASUDA [founder of permanent reality] 

※ただしライブ準備本番のため10/19（金）は18:00まで、10/20（土）は16:00までの一般観覧といたします。 

「目的の設計」
堀尾寛太

入場無料2 0 1 8 .1 0 .1 3   – 1 0 . 2 1    1 0 : 0 0 - 2 0 : 0 0  

川棚の杜・コルトーホール 下関市川棚温泉
交流センター

                           、川棚温泉まちづくり株式会社  共催：烏山民俗資料館  平成30年度下関市市民活動支援補助金交付事業

山口県、山口県教育委員会、下関市、下関市教育委員会、（公財）下関市文化振興財団、NPO法人『芸術・文化若い芽を育てる会』、
結いの会、豊浦地区まちづくり協議会、豊浦町観光協会、川棚温泉観光協会

主催：

後援：

土 日

お問合せ：permanent reality  tel :090-3662-0286  mail : info@pryo.jp  web:pryo.jp/p-reality/ design :Takaaki Yano（vielen dank!）

 venue :Kawatanano-mori Cortot HallEvents  

アクセス・観光・宿泊のお問合せ：川棚温泉観光協会 tel:083-772-0296

川棚の杜 
mee t s  
アーティスト # 1

A4 フライヤー 表

A4 フライヤー 裏



印刷枚数・仕様

flyer and poster P32

◀ B2 ポスター

▼ SNS 用

河田：国会図書館に残っているというから見に

行ったら、うちから出した資料がそのままマイク

ロフィルム化されていて、わざわざ東京迄行った

のに、向こうにも無いんですよ。庶民史なんてそ

んなもんなんです。

堀尾：失われていくものなんですね。

河田：堀尾さん、歴史とか好きですよね。すごい詳

しいですよね。話していて色んな知識があって、

「こんなことまで知ってるんだ」って感心します。

堀尾：河田さんの前で詳しいとは絶対言えない

ですよ。発掘は昔、憧れていたときがあって、受験

の時に「発掘出来るところがいいなぁ」って思っ

ていて、あるいは地層とか断層とかそっち系に行

きたいなと思っていたんです。結果的には音響設

計という分野に行きましたが、本当は発掘のこと

を根掘り葉掘り聞きたいんですよ。

どこで集中するか
増田：河田さんから堀尾さんに聞きたい事が、も

っとあれば、、、

河田：堀尾さんは大学生の頃から昨日のライブ

みたいなことをされていたのですか？

堀尾：ちょっと違うところもありますけど、ライ

ブはやっていました。当時は結構パソコンに興味

があったのでコンピュータとかプログラムを使

ってやってたんですけど、コンピュータ内で頑張

っても見てる人は分からないことが多いので、実

際に動いたものをやったほうが面白いなって思

って、徐々に物を動かすほうに興味が移っていき

ました。でも、もともと造形とかをまったく勉強

してなかったので、とにかく実現することだけを

考えて作ってたので、今もその延　

● A4フライヤー

5000枚

A4仕上り変形4P　表：4色＋特色1色 / 裏：4色　サテン金藤90kg

● B2ポスター

200枚

B2サイズ　表：4色＋特色1色　マットコート135kg

design: Takaaki Yano (vielen dank!)



newspaper P33

2018年10月12日 山口新聞



newspaper P34

2018年10月15日 朝日新聞 地域面



questionnaire P35

会期：平成30年10月13日（土）～10月21日（日）10：00～20：00

会場：川棚の杜・コルトーホール（下関市川棚温泉交流センター）山口県下関市豊浦町川棚5180

来場者数：641人

アンケート回収数：32人（5%）

アンケート回答者　男女別
男性 12 38%
女性 19 59%
未記入 1 3%
合計 32

1．当てはまるものをお選びください。

 [ 年齢 ]
20歳未満 0 0%
20代 2 6%
30代 7 22%
40代 6 19%
50代 5 16%
60代 5 16%
70代以上 6 19%
80代以上 1 3%
未記入 0 0%
合計 32

[ ご住所 ]
下関市内 17 53%
山口県内 7 22%
山口県以外 7 22%
未記入 1 3%
合計 32

旧市内 5 29%
豊浦町内 9 53%
豊北町 0 0%
豊田町 0 0%
菊川町 0 0%
未記入 3 18%

17

山口県内：山口4、下松1、山陽小野田2
山口県外：福岡県6（内 福岡市3、北九州市2）広島県広島市1

堀尾寛太「目的の設計」Kanta Horio "Design of the objective"

アンケート集計
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questionnaire P36

2.　この催しを何によって（どこで）お知りになりましたか  (複数回答者あり）

友人・知人から 16 37%
ポスター 3 7%
チラシ 8 19%
ダイレクトメール 5 12%
Reフレッシュ 0 0%
サンデーしものせき 0 0%
自治会回覧 1 2%
市報 0 0%
新聞 2 5% 朝日新聞
カモンFM 1 2%
HP・ブログ 0 0%
Facebook 4 9%
Twitter 1 2%
関係者 2 5% heirakuG
その他 0 0%
未記入 0 0%
合計 43

3.本日の催しはいかがでしたか。

とても良かった 22 69%
良かった 7 22%
ふつう 1 3%
あまり良くなかった 0 0%
良くなかった 1 3%
未記入 1 3%
合計 32
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questionnaire P37

4.　3 の理由 （原文通り）
とても良かった
・めずらしい作品だと思います。見方を変えると新しいものに変化する日常的なものを
　とらえているところが新鮮でした。（70代、山陽小野田市、女性）
・サイズ（展示空間）と作品の密度のバランスが良く、しっかり作品を楽しめつつ、さらに
　じっくりと作品を見ることができた（30代、山口市、女性）
・インスタレーションはあまり観賞したことがなかったが、光と動きと音が心地良かった
　たわしの動きがツボにはまりました（60代、下関市、女性）
・日常の品とコルトーホールの空間が創り出す異空間に、心地よさをかんじました。
　仕かけも品も気になるものばかりでした。（40代、山口市、女性）
・ヒプロシス調で良かった（50代、下関市、男性）
・意外性（30代、福岡市、女性）
・展示もライブも見応え満点でした!!（40代、福岡市、女性）
・自分１人では出会えない音、映像に出会えました。（20代、旧下関市、女性）
・予想外がいろいろ（30代、福岡市、女性）
・展示：訳の分からなさと、影を味わせていただく空間でした。
　ライブ：アナログっぽい機械から 想像出来ない 音と光が飛び出す 稀有なエクスペリエンスでした。
　（30代、広島市、男性）
・とても落ちつく空間でした。（40代、豊浦町、女性）
・めずらしく面白い（70代、豊浦町、男性）
・一見、単純なようで、電気的、機械的カラクリで面白い演出効果。
　電気や物理というのは、世の中の表部分を輝かせるけど、そのものは目立たない裏でそれを動かしている。
　その原理を芸術的なカラクリで見る人に考えてもらう企画かな？
　珍しいもの見せていただき、ありがとう。（70代、下関市、男性） 
・日常生活では感じることのできない感覚を味わえました。コルトーホールの内部を発見できてうれしかった。
　（60代、豊浦町、女性）
・初めてのことでした　ありがとうございました（70代、豊浦町、女性）
・堀尾さんの展示ははじめてでしたが、ずっと体験したいと思っていました。
　テキストにかかれていた通り、“道具”が生きているように自由に　動いていて　ずっとみていれそうでした。
　（30代、北九州市）
・バックヤードツアーで裏側が見られて興味深かった。建物のおもしろさと
　展示内容の相乗効果だったかとおもいます。（30代、北九州市、女性）
・つい見入ってしまう。機械なのに機械の気がしない。いつまでも見ていられるのが不思議でした。
　（50代、旧下関市、男性）

良かった
・面白い空間でした。（50代、旧下関市、女性）
・空そうの世界だけど・・・・・わからない所がよい。（60代、豊浦町、女性）
・動く空間のおもしろさ。なぜ、そのように動く？（70代、旧下関市、男性）
・シンプルだが動きが面白い
　動きに関係性があり　見ていて次はどうなるのか興味がわいた（40代、下関市、女性）

良くなかった
・良い所がない（50代、旧下関市、男性）

5．お気づきになったことなどございましたら、ご自由にお書き下さい。（原文通り）

・とても楽しかったです!!!　知らない世界を教えて頂き大感謝であります!!!　ありがとうございました!!!
　（40代、豊浦町、女性）
・今後の活動にも期待しています。（30代、山口市、男性）
・また来たいと思います（30代、山口市、女性）
・素晴しい機会をご案内下さり、ありがとうございました。次回も心待ちにしております。（40代、山口市、女性）
・この様なタイプのものを増々ふやして頂きたいです（50代、下関市、男性）



questionnaire P38

・おもしろすぎ。（30代、福岡市、女性）
・展示の方は、製作意図など、多少観る上でのヒントが欲しい。（30代、広島市、男性）
・新しい芸術　将来がたのしみです。（70代、豊浦町、男性）
・いろいろなイベントを企画していただき、ありがとうございます
　コルトーホールのよさを　どんどんPRしていただきたいと思います（60代、豊浦町、女性）
・こんな催し物は初めてです。よかったです。楽しかったです。
　本当にありがとうございました（70代、豊浦町、女性）
・楽しい時間でした。ありがとうございました。（50代、旧下関市、男性）
・不思議なものを見せてもらいました。こんなことを考えつく人がいるんですね（50代、豊浦町、女性）
・家具のむこうに昔のドラマ（昔の家庭の）を感じる。（70代、旧下関市、男性）
・自由に使用可能な空間があり、主催・観賞の場があること、うらやましい限りです（60代、下松市、男性）



crowd-funding project P39

会期：平成30年10月13日（土）～10月21日（日）10：00～20：00

会場：川棚の杜・コルトーホール（下関市川棚温泉交流センター）山口県下関市豊浦町川棚5180

来場者数：641人

アンケート回収数：32人（5%）

アンケート回答者　男女別
男性 12 38%
女性 19 59%
未記入 1 3%
合計 32

1．当てはまるものをお選びください。

 [ 年齢 ]
20歳未満 0 0%
20代 2 6%
30代 7 22%
40代 6 19%
50代 5 16%
60代 5 16%
70代以上 6 19%
80代以上 1 3%
未記入 0 0%
合計 32

[ ご住所 ]
下関市内 17 53%
山口県内 7 22%
山口県以外 7 22%
未記入 1 3%
合計 32

旧市内 5 29%
豊浦町内 9 53%
豊北町 0 0%
豊田町 0 0%
菊川町 0 0%
未記入 3 18%

17

山口県内：山口4、下松1、山陽小野田2
山口県外：福岡県6（内 福岡市3、北九州市2）広島県広島市1

堀尾寛太「目的の設計」Kanta Horio "Design of the objective"

アンケート集計
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● 利用サイト
Ready for　【掲載ページURL】 https://readyfor.jp/projects/horiokanta

● 募集期間・達成率・サイト手数料

2018.9.21（金）～10.18（木）　達成率114%　サイト手数料34,084円（支援総額の12%+消費税）

▼ プロジェクト実績概要

● ご支援者（敬称略）

汎株式会社　堀 宏行

井内 大輔

大石 将紀

大澤 聡・佳予子・悠生・陽莉

王舞大野＠安芸矢口企画

小田 道太郎

かよこ

木下 清治

鴻池 和彦

佐々木 一紀

城 一裕

高村 剛

● ご寄付（敬称略）　有限会社 アスク

坪田 広識

得居 裕江

戸田

冨田

naoko iwamoto

中川 克志

中野 晶太

永峯 和輝

縄田 健三

新田 隆充（エスペラント図書館）

ねね

野中 正幸

平山 結香

藤井 優子

藤岡 定

藤永 妙香

hondanna

松尾 純太郎

水内 知子

三好 国広

村田 さつき

八島 麻美子

矢野 貴昭（vielen dank!）

やまもと ちか

Lamuse dress

渡邉 朋也　　　　他 6名



2.　この催しを何によって（どこで）お知りになりましたか  (複数回答者あり）

友人・知人から 16 37%
ポスター 3 7%
チラシ 8 19%
ダイレクトメール 5 12%
Reフレッシュ 0 0%
サンデーしものせき 0 0%
自治会回覧 1 2%
市報 0 0%
新聞 2 5% 朝日新聞
カモンFM 1 2%
HP・ブログ 0 0%
Facebook 4 9%
Twitter 1 2%
関係者 2 5% heirakuG
その他 0 0%
未記入 0 0%
合計 43

3.本日の催しはいかがでしたか。

とても良かった 22 69%
良かった 7 22%
ふつう 1 3%
あまり良くなかった 0 0%
良くなかった 1 3%
未記入 1 3%
合計 32
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