
1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”



1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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https://www.tokyoartsandspace.jp/
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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https://www.tokyoartsandspace.jp/

会場施工： スーパー･ファクトリー株式会社
照明： 山本圭太
撮影： 髙橋健治
翻訳： クリストファー･スティヴンズ
広報物デザイン： 杉原洲志
印刷： 株式会社サンニチ印刷
発行： 公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

Installation: SUPER･FACTORY Inc. 
Lighting director: YAMAMOTO Keita
Photograph: TAKAHASHI Kenji
Translation: Christopher STEPHENS
Publication design: SUGIHARA Shuji
Printing: Sannichi Printing Co., Ltd.
Published by: Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

ト
ー
キ
ョ
ー
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ス
ペ
ー
ス

 レ
ジ
デ
ン
ス

 2022 成
果
発
表
展

TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
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マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”



1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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https://www.tokyoartsandspace.jp/
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS

水路 柔 空へから い

上
村 

洋
一

黒
田 

大
ス
ケ

前
谷 

開

ル
ー
ベ
ン
・
デ
ル
ス

https://www.tokyoartsandspace.jp/
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”



1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”



1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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TO
KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?

Residency: TO
KAS Residency / 2021.5 – 7

Local Creator Residency Program
黒
田

 大
ス
ケ

K
U

R
O

D
A

 D
aisuke 

Residency: H
IAP [H

elsinki International Artist Program
m

e ] / 2021.9 – 11
Tokyo-H

elsinki Exchange Residency Program
上
村

 洋
一

K
A

M
IM

U
R

A
 Yoichi

Residency: O
nline Residency / 2021.10 – 12

Berlin-Tokyo Exchange Residency Program
ル
ー
ベ
ン
・
デ
ル
ス

R
ubén D

’H
ER

S

Residency: TO
KAS Residency / 2021.10 – 12

Research Residency Program
前
谷

 開
M

A
ETA

N
I K

ai

今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 

KURODA Daisuke 

MAETANI Kai 

Rubén D’HERS
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KAS C

reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”



1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013
年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei

P.2 P.3P.1表 1
220713_ ハンドアウト再入稿

P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 表 4

7.9
8.14

sat.
sun.  

2022

コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.

KAMIMURA Yoichi 
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reator-in-R
esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”1982年京都府生まれ。大阪府を拠点に活動。2013

年広島市立大学大学院博士後期課程修了。さまざま
なリサーチを通じて、社会の中で忘れられ無視された
幽霊のような存在を見出し、姿を与えるように作品を
制作してきた。近年は日本の彫刻に関するリサーチを
もとに、近代以降の彫刻家や作品をモチーフにした
ビデオやインスタレーションを制作している。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Osaka. Earned 
his PhD from Hiroshima City University of Arts in 2013. 
Through extensive research, he has identified “ghostly” 
entities forgotten or neglected by society and given them 
tangible form in his works. In recent years, based on his 
investigations of Japanese sculpture, Kuroda has been 
creating videos and installations focused on sculptors and 
their works from the modern era onward.

国内クリエーター制作交流プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.5 – 7

1988年愛媛県生まれ。神奈川県を拠点に活
動。2013年京都造形芸術大学(現･京都芸
術大学)大学院芸術研究科表現専攻修了。
自身の行為を変換し、確認するための方法と
して主に写真を使った作品制作を行う。

Born in Ehime in 1988. Lives and works in 
Kanagawa. Graduated with an MFA from 
Kyoto University of Art and Design (now 
Kyoto University of Art) in 2013. He works 
primarily with photography as a means of 
transforming and verifying his own actions.

リサーチ･レジデンス･プログラム
滞在場所： TOKASレジデンシー
期間： 2021.10 – 12

1980年カラカス（ベネズエラ）生まれ。ベルリンを
拠点に活動。2016年ベルリン芸術大学大学院
（Sound Studies）修了。アコースティック・ギターや
ピアノなどの弦楽器や、ケーブル、モーター、工具、
石、鳥の羽、冷蔵庫の部品などを素材として、音を
取り入れた作品や音楽を制作する。これらの作品
は主にフラットなコード中心の作曲として機能し、
音楽とサウンド・アートの中間領域にある音の風景
を作り出している。

Born in Caracas (Venezuela) in 1980. Lives and works 
in Berlin. Graduated with an MA in Sound Studies 
from Universität der Künste Berlin in 2016. Stringed 
musical instrument such as acoustic guitars and 
zithers, cables, stones, suspended motors, pliers, 
swaying cords, feathers, and refrigerator parts are 
some of the materials D’hers uses to produce sound 
installations, sound objects, and music. The works 
usually function as flat chord-based compositions 
resulting in sonic atmospheres that occupy a space 
between music and sound art. 

 二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
滞在場所： オンライン･レジデンス
期間： 2021.10 – 12

1982年千葉県生まれ。千葉県を拠点に活動。2010年東京藝術
大学大学院美術研究科修了。視覚や聴覚から風景を知覚する方法
を探り、フィールドレコーディングによる環境音と、ドローイング、
テキスト、光など視覚的な要素と組み合わせ、サウンド・インスタ
レーションや絵画作品、映像作品、パフォーマンスなどを制作し国
内外で発表している。

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Chiba. Graduated with an 
MFA from Tokyo University of the Arts in 2010. He explores modes of 
perceiving landscape through visual and auditory sensation, combining 
field recordings of environmental sounds with visual elements such as 
drawings, text, and light to create sound installations, paintings, video 
works, and performances, which have been presented at venues both 
in Japan and abroad.

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
滞在場所： HIAP
［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］
期間： 2021.9 – 11

Scape
シングルチャンネルビデオ
Single-channel video
2022
10’46”

Scape
ゼラチン･シルバー･プリント
Gelatin silver print
2022
305 × 260 mm  each

Scape
インクジェットプリント
Ink-jet print
2022
605 × 503 mm  each

休息する空っぽの冷蔵庫のレコーディング
Recording of an empty refrigerator at rest.
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1460 × 1100 mm

耳鳴りを緩和させるもの
Tinnitus Reliever
サウンド･インスタレーション：
キャンバスにアクリル、PVCハープ、マイクスタンド、
DCモーター、ケーブル、コンピュータ
Sound installation: Acrylic on canvas, PVC harp, 
microphone stand, DC motor, cable, computer
2021
サイズ可変  |  Dimension variable

ドローン B Maj7
Drone B Maj7
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1300 × 990 mm

骨董空気
Secondhand Air
キャンバスにアクリル  |  Acrylic on canvas
2021
1000 × 600 mm

定常波サービス
Standing Wave Services
サウンド･オブジェクト：
半分に切断したギター、冷蔵庫の扉、
DCモーター、ゴムコード、
トランスデューサー、アンプ、
ケーブル、コンピュータ
Sound object: Half of an acoustic guitar, 
refrigerator top lid, DC motors, rubber cords, 
transducer, amplifier, cable, computer 
2021
1100 × 1100 × 500 mm

絶滅したコンデンサコイル
Extinct Condenser Coil
サウンド･インスタレーション：
押出法ポリスチレンフォーム断熱材、
スチール弦、チューニング機器、
木材、アクリル、フック、ケーブル、
変換器、アンプ
Sound installation: Extruded polystyrene,
steel strings, tunning mechanics, wood, 
acrylic, hooks, cable, transducer, amplifier
2022
サイズ可変  |  Dimension variable

Floating Life
サウンド･インスタレーション： 音、スピーカー、ドローイング、印刷物、タオル、ブランケット、植物、照明ランプ
Sound installation: Sound, speakers, drawing, prints, towel, blanket, plants, lights
2022
サイズ可変  |  Dimension variable
音響協力  |  Sound cooperation: Olli AARNI
制作協力： 庄子渉、川村格夫  |  Cooperation: SHOJI Wataru, KAWAMURA Tadao
※スタンドライト近くの印刷物はご自由にお持ち帰りいただけます。  |  Please take the prints by the lights for free.

transcribe (298s)
ライトボックス、アクリル絵具  |  Light box, acrylic paint
2022
700 × 700 × 150 mm
制作協力： 上田真平  |  Cooperation: UEDA Shinpei
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コロナ禍の生活が日常に浸透してきた2021年、トーキョーアーツアンドスペース
（TOKAS）もレジデンス・プログラムの一部を再開し、小規模ながらもアーティスト
の滞在を受け入れました。例年であれば多くのアーティストで賑わうレジデンスも
ひっそりとしていましたが、そのような状況でも黒田大スケや前谷開は、その静寂
と向き合い東京の街のリサーチを進めました。彼らが滞在した墨田区のTOKAS
レジデンシーの脇には人工河川の竪川が流れ、その頭上は首都高の高架で覆わ
れています。戦後の都市計画によって無機質に整備された東京と、その街を飲み
込んだ社会の変化と、オリンピックという祝祭を巡る狂騒の中で過ごした数ヶ月
は、彼らが探求する「あり得たかもしれない物語」や「空虚」にどのような影響をもた
らしたでしょうか。
また、昨年ベルリンからオンライン・レジデンスで参加したルーベン・デルスは、本展
に合わせTOKASレジデンシーに滞在しながら、家電製品や日用品を用いたインスタ
レーションで、日常生活に馴染みすぎて認識されにくくなっている音を意識的に拾い
上げることを試みます。彼の作品からは、私たちの暮らしがいかに人工的な音で
満たされ、そこに平穏を得ているかを再確認させてくれるでしょう。
一方、上村洋一は、渡航先のヘルシンキで体感した北欧独特の景色―自然と調和
した人々のささやかな暮らし―と、彼が近年リサーチに取り組むオホーツク海の流氷
を重ね合わせ、新しい風景をサウンド・インスタレーションで表します。
本展は、レジデンスの部屋を再現した黒田の展示から始まり、前谷、デルスが捉え
た東京を経て、最上階で上村が体感したヘルシンキの空へ近づいていけるような
イメージで構成しています。

In 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic having become a grimly mundane reality, 
Tokyo Arts and Space（TOKAS） reopened some of its residency programs and accepted 
artists, although on a smaller scale than usual. Usually bustling with artists, the TOKAS 
Residency had fallen silent, and participants Kuroda Daisuke and Maetani Kai immersed 
themselves in this silence while conducting research on the urban landscape of Tokyo. The 
residency in Sumida-ku is located next to the Tatekawa River, a human-made canal, and is in 
the shadow of the elevated Metropolitan Expressway. One wonders how these months 
spent in Tokyo, in a stark environment reflecting the inorganic quality of postwar urban 
planning, amid social changes engulfing the city and the frenzy surrounding the upcoming 
Olympics, affected both artists’ explorations of “emptiness” and “imagined narratives that 
could have been.” 
Rubén D’Hers, who participated in an online residency from Berlin last year, has now actually 
stayed at the TOKAS Residency in conjunction with this exhibition and produced an 
installation that employs household appliances and everyday objects to focus consciously on 
noises so familiar in our daily lives that they go unrecognized. His work will remind us that our 
lives are filled with artificial sounds and illuminating the way these sounds placate us. 
Meanwhile, Kamimura Yoichi presents a sound installation that conveys a new kind of 
landscape by juxtaposing the distinctive Nordic scenery he experienced in Helsinki, where 
people live modestly in harmony with nature, with drift ice in the Sea of Okhotsk, which he 
has been researching in recent years.
The exhibition begins with Kuroda’s recreation of a room in the TOKAS Residency, 
progresses through the visions of Tokyo captured by Maetani and D’Hers, and finally, on the 
top floor, presents sonic images that transport visitors to the skies above Helsinki as 
experienced by Kamimura.

コロナ禍の東京での楽しい滞在は、白々しい
オリンピックの前か後か、もう忘れてしまった
程に遠い昔に感じる。彫刻家達と戦争の関係
に興味があって、滞在中は皇居周りの銅像を
手がけた彫刻家達や、戦後すぐの自由の女神
サイズのマッカーサー像建造計画を調べた。
そして誰もいないスタジオでアーティストの
気配を集めてイマジナリー・アーティストを作り
出そうとしたのだった。今回展示している作品
らは、その2021年の東京滞在で制作したもの
に新作を加えた構成となっている。あれから
１年、戦争という最低最悪の変化と、その戦争
に呼応する様々な動向に、人間は何度でも同
じような過ちを犯すのだなあと長いため息の
只中にある。私が調べた事は遠い昔の出来事
ではなかった。今とこれからに続いていること
を忘れてはならない。

I actually enjoyed a pleasant stay in Tokyo during 
the pandemic, but it now seems so long ago that I 
have forgotten whether it was before or after the 
fiasco of the Olympics. I was interested in 
relationships between sculptors and war, and 
during my residency I researched sculptors who 
produced the bronze statuary around the 
Imperial Palace, and the plans immediately after 
World War II to erect a statue of General Douglas 
MacArthur the size of the Statue of Liberty. 
Then, in the deserted studio, I endeavored to 
summon artists’ presences to create a composite 
“imaginary artist.” In this exhibition I present 
works created during my residency in Tokyo in 
2021, plus new works. A year has passed since 
then, and with the worst-case scenario of war 
unfolding and the world responding in various 
ways to that war, my current feelings could best 
be expressed with a deep sigh as I wonder how 
many times we human beings will repeat the 
same mistakes. The events that were the focus of 
my research are not just part of the distant 
past––we must not forget that similar events 
continue today, and on into the future.

その場所に、自分がどのように存在し
ているのか、と言うことに関心があり
ます。今回の展覧会に出展する作品
は、ある場所の風景と自分との関係に
ついて考えながら制作しました。東京
に滞在して改めて考えたのは、表面的
には見えない、風景の持つ地層的な
重なりと、身体を通してそれを確かめ
ることでした。
カメラを扱っていると、撮影する側と、
撮影される側の非対称な関係に気づ
き、たじろいでしまうことがあります。
見ることと見られることの非対称性
は、様々な局面で発生していて、それ
を回避するための一つの方法として、
よく自撮りをして作品を制作していま
す。では、自分が風景を見ている時、
風景もこちらを見ているとしたら。

I am interested in how I exist in specific 
places, and I created the works in this 
exhibition while exploring relationships 
between myself and the landscape. The 
TOKAS Research Residency Program 
made me think about layers of 
landscape that are not visible on the 
surface, and how I can verify them 
through my body.
When working with a camera, I 
sometimes notice the asymmetrical 
relationship between photographer and 
subject, to an extent that at times makes 
me wince. Asymmetries between seer 
and seen take on various aspects, and I 
often take selfies during my working 
process as a way of counteracting this. 
So, could it be when I am looking at a 
landscape, the landscape is also looking 
back at me?
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今回の作品シリーズは、家庭環境の中での
音が媒介する関係性を発端にしています。
自分の居場所や親密性に対する感覚には、
普段意識されないような控えめで連続的な
音を伴っていることに、最近になって気付き
ました。不思議なことに、その音が止むとそ
の存在に気付きます。音が止むと不快なほど
の真空状態になり、音が戻ってくると癒され
るような感覚が部屋に広がります。その控え
めで持続的な音それ自体が、ひとつの空間
になるのです。
今回展示する作品には2つの手法―ひとつは
家庭内のざわめきを音楽の素材として扱い、
もうひとつは無音のイメージにより脳内だけ
に響くような音を暗示する方法―を実践して
います。

This series of works originates from the 
relationship with my domestic environment as 
mediated by sounds. I have noticed that the 
sense of place and intimacy has always been 
accompanied by a discreet and continuous 
sound which usually goes unnoticed. Curiously 
it becomes present as it ceases. When it is 
absent it creates an almost unpleasant vacuum, 
when it returns it irradiates a soothing quality in 
the room. That discreet and sustained sound 
becomes also a place of its own.
The works shown here use two strategies, one 
that understands the domestic murmur as 
found musical material and another one that 
suggests through a silent image a type of sound 
that only resonates in one’s head.

フィンランドの空は高緯度のせいかとても低く、そして広く
見える。淡いピンク色とオレンジ色が混ざり合わさって空に
グラデーションをつくり、その光はとてもやわらかい。その
空の下には大小さまざまな島が群島を形成していて、飛び
疲れたカモメがその上で羽を休めている。それぞれの島に
は、カフェや教会やサウナ小屋が可愛らしく立っている。
内海のせいか、海はとても静かで風がない日は鏡のようだ。
そんな風景を見ていると、なぜだか、遠く離れた知床・
オホーツク海の流氷の風景を思い出す。きっと眼前の群島
が、オホーツク海にぷかぷか浮かんでいる流氷の群れのよう
に見えたからだろう。当たり前だが、流氷の上にはカフェも
小屋もない。ただフィンランドの海に浮かぶ岩の島々の上に
は人々のささいな生活が感じられ、それは流氷が地球温暖
化の影響を受ける前の時代に隆々としていたころの知床の
人々の生活を思い出させたのだった。昔、彼らは流氷の上
を歩いて移動したり、焚き火をして宴会をしたり、遊んでい
たりしたそうだ。
フィンランドの風景とオホーツクの風景が頭のなかでぼんや
りと重なり合って、新しい風景が見えてきていた。それはと
ても個人的な連想ゲームのようだ。

The sky in Finland appears very low and wide due to the high 
latitude. Shades of pale pink and orange mingle and produce 
gradations overhead, and the light has a soft and gentle 
quality. Under this sky, islands of various sizes form an 
archipelago on which seagulls rest their wings when tired of 
flying. On these islands stand charming cafés, churches, and 
saunas. Perhaps because it is an inland sea, the water is very 
calm, and on days without wind it is like a mirror.
For some reason, this scenery reminded me of drift ice in the 
distant Sea of Okhotsk off Shiretoko in northern Japan. 
Perhaps it was because the archipelago before me looked 
similar to slabs of drift ice floating in the Sea of Okhotsk, 
though of course there are no cafés or saunas on the drift ice. 
However, I could sense faint traces of people’s lives on rocky 
islands in the Finnish sea, which reminded me of the lives of 
people in Shiretoko in the days before the ice was affected by 
global warming. In the past, people used to walk over the drift 
ice, build bonfires, feast, and romp. The scenery of Finland 
and the scenery of the Sea of Okhotsk were vaguely 
superimposed in my mind, and a mental image of a new 
landscape began to emerge. This process was like a very 
personal game of free-association.
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esidence 2022 Exhibition

TOKASでは、2006年よりレジデンス・プログラム
「クリエーター・イン・レジデンス」を開始し、東京や
海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動する
クリエーターたちへ滞在制作の機会を提供してい
ます。

Since 2006, TOKAS has been implementing the 
“Creator in Residence” residency program, which 
offers opportunities for creators active in various 
disciplines to stay and create works in Tokyo or at 
various overseas destinations. 

会期｜2022年7月9日（土）– 8月14日（日）
会場｜トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催｜
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 ／ 機関｜
ベルリン市（ドイツ）、
HIAP ［ヘルシンキ･インターナショナル･
アーティスト･プログラム］、
フィンランド文化財団
（フィンランド、ヘルシンキ）

Date | 2022/7/9 (Sat) – 8/14 (Sun)

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer | 
Tokyo Arts and Space, 
Museum of Contemporary Art Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions | 
The City of Berlin (Germany), 
HIAP [Helsinki International Artist Programme],
Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

マッカーサー銅像ミーティング
Meeting on MacArthur Statue (online)
ビデオ、モニター、机、椅子ほか
Video, monitor, desk, chair etc.
2021
11’26”

戦後間もない頃、浜離宮に自由の女神サイズの
マッカーサー像の建造計画があった。実際にあった
この計画が仮に実現していたらという想定で、マッ
カーサー像の制作を依頼された誰か（彫刻家）への
アドバイスの為の（銅像制作の先達として、大熊、
後藤、藤田、高村による）架空のオンラインミーティ
ングを演じた。リサーチに基づいているが台本は書
かず即興的イタコ的に演じている。

Immediately after World War II, there were plans to 
erect a statue of General Douglas MacArthur the size 
of the Statue of Liberty in the Hama-rikyu Gardens. 
Based on a hypothetical scenario in which this project 
actually went forward, I envisioned an imaginary online 
meeting where the artist commissioned to produce the 
statue receives advice from more experienced 
sculptors of bronze statuary (Ujihiro Okuma, Sadayuki 
Goto, Bunzo Fujita, and Koun Takamura.) The 
contents were based on research, but rather than 
having a written script, it was performed spontaneously 
in the manner of a medium channeling the dead.

滞在中にリサーチした内容に基づき関係する彫刻家の独白を演じ
たビデオ。リサーチに基づいているが台本は書かず即興的イタコ
的に演じている。

The work is a video performance of a sculptor delivering a 
monologue. While based on research carried out during the 
residency, rather than having a written script, it was performed 
spontaneously in the manner of a medium channeling the dead.

たかしの為のプラクティス
Practices for Takashi
ビデオ  |  Video
2022
11’10”

アーキペラゴ

アーキペラゴ

彫刻家達の為のプラクティス     Practices for Sculptors
ビデオ  |  Video
2021

大熊氏廣のためのプラクティス
Practices for Ujihiro Okuma
ビデオ  |  Video
12’05”

高村光雲のためのプラクティス1
Practices for Koun Takamura 1
ビデオ  |  Video
9’50”

藤田文蔵のためのプラクティス
Practices for Bunzo Fujita
ビデオ  |  Video
12’31”

後藤貞行のためのプラクティス
Practices for Sadayuki Goto
ビデオ  |  Video
14’10”


