
〈void〉シリーズについて──「空」の思想を参照して── 

〈void〉 Series : with reference to the Buddhism“ Sunya” 

菊池遼 

KIKUCHI Ryo 

/ ページ1 23



〈void〉シリーズについて──「空」の思想を参照して── 

菊池遼 

目次 

はじめに 

第1章 〈void〉シリーズのコンセプトと思想的背景 

　第1節 コンセプト 

　第2節 「空」の思想 

　　2-1 仏教における「空」 

　　2-2 ブライソンにおける「空」 

第2章 作品の特質 

　第1節 作品の記述 

　第2節 視覚効果の分析 

　第3節 モチーフの選択 

第3章 制作方法 

　第1節 デジタルコラージュによる図像 

　第2節 平滑な支持体 

　第3節 シルクスクリーンによる図像の定着 

第4章 作品の展開 

　第1節 コンセプトに純粋な作品──《void #1》 

　第2節 色彩、ハイグロス、ラメ──《void #20》 

　第3節 鑑賞における別の移動──《void #44》 

おわりに 

註 

参考文献 

図 

はじめに 

　本稿は、〈void〉シリーズの作品がどの様なコンセプトのもとで制作されているのか、あるいは、それがいかな

るかたちで実現されているのかの検証を通じて、その特質について論じるものである。〈void〉シリーズとは、筆

者によって2015年4月から取り組まれている絵画作品のシリーズであり、2019年12月現在までに73点が制作さ

れている。 
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　第1章では、このシリーズのコンセプトの説明を行った上で、その思想的な背景となっている「空」の概念につ

いて検討する。「空」の概念に関しては、仏教思想と、美術史家ノーマン・ブライソンの議論が参照される。第2

章では、前章で論じられたコンセプトが、具体的にどのようなかたちで実現されているのかについて、本シリー

ズの代表的な作品を一点取り上げて記述する。また、その記述で取り上げられた要素がどのようなものである

のかを、視覚効果とモチーフの選択という二点から考察する。第3章では、本シリーズの特質を、制作の方法に

さかのぼって検討する。第4章では、そうした特質が、本シリーズの展開の中でどのように獲得されていったの

かを、時系列に沿って具体的な作品を取り上げて確認する。 

第1章 〈void〉シリーズのコンセプトと思想的背景  

第1節コンセプト 

　このシリーズのコンセプトは、事物の現象的な在り方の表現である。 

　例えば、眼前に広がる世界に目を移す。そこには様々な何かが存在している。それは、コップであり、それが

乗っている机であり、あるいは遠方に見える山などである。それらは、自身をかたち作る明確な輪郭を備えて、

他から区別されたものとして私たちに現れてくる。しかし、筆者は、その輪郭が客観的なものであると考えてい

ない。その輪郭は、私たちがそこに、その通りに引くことで生じるものであり、その意味で、主観的なものである

と考えている。そうした見地に立てば、私たちに対して現れてくる何かは、そこに別の輪郭が引かれた場合、そ

の存在の資格を失い、別の何かが存在することになる。その様な、私たちに対して現れてくる何かの弱い在り

方が、実体に対しての現象という概念で考察されている。そうした発想における、事物の在り方の表現が試み

られているのが、この〈void〉シリーズである。 

　また、この発想においては、私たちに対して現れてくるそうした何かは、それをそれ足らしめる、それが何であ

るのかという確固とした本質を備えているのではなく、ただ周囲との差異として存在していることになる。主観の

側がそこに、それとこれとは違うという、ある何かとそれ以外のものとの差異を見つけることによって、初めてそこ

に輪郭が引かれるのである。 

　そして、こうした発想は、仏教におけるいわゆる「空」の概念と関連付けて考察することができる。「空」とは、あ

らゆる事物は実体性を欠いているという意味であり、筆者の事物の現象性についての発想とよく似ていると考

えられる。そのため、この発想が考察・表現される際に、「空」の概念と関連付けることが試みられている。例え

ば、シリーズ名の〈void〉とは、この「空」から採られ、命名されたものである。 

　次節では、本シリーズのコンセプトをより明確なものとするために、この「空」の概念について、その意味や具

体的な内容を詳しく説明する。 

第2節 「空」の思想 

　本節では、「空」の概念について、〈void〉シリーズのコンセプトをより明確なものとするために、詳しく説明を行

う。その際、仏教における「空」の概念に加えて、美術史家ノーマン・ブライソンの論じた「空」の概念も取り上げ

る。ブライソンが論じた「空」は、視野に現れる対象の在り方について具体的に述べたものであり、抽象的な議

論になりがちなこの内容に具体性を与え、理解をしやすいものにするために有効だと考えられるためである。 
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2-1 仏教における「空」 

　本項では、仏教における「空」の概念、とりわけ大乗仏教（註１）におけるそれについて説明する。仏教における

「空」は、一般的に、事物が実体性を欠いているという意味で用いられる。しかし、その定義だけでは、この概

念の備える具体的な内容を理解することは困難である。そのため、まずは「空」の原語、あるいは語源における

意味の確認を行い、それが仏教の文脈においてどのような内容を持つのかという順序で説明を行う。 

　仏教は約2,500年前にインドで興った宗教であり、「空」という概念も翻訳語である。「空」とはサンスクリット語

の「Śūnya（シューニヤ）」という形容詞の翻訳語であり、この言葉はもともと「膨れあがった」という意味であった。

そこから、膨れあがったものの中はうつろであるということで、それが「空（から）の」「虚ろな」「欠いている」「ない」

「寂しい」などを意味するようになった(註2)。具体的にこの語は「AはBを欠いている」や「AにBがない」というかた

ちで用いられ、この「欠けている」や「ない」にあたる語がシューニヤとなる。 

　仏教の文脈において、この語は、その歴史の初期の段階からすでに用いられていた(註3)。しかし、その意味

にはまだ揺らぎがあり、この段階では仏教における中心的な語として機能していない。この語が特別な地位を

獲得するのは、大乗仏教においてである。その際、「AはBを欠いている」という際のBにあたるもの、すなわち、

何が欠けているのかということが重要な問題として検討されることになる。 

　一般に、「AにBがない」という場合、Aに当たるものはBの存在に関係なく存在する。例えば「コップに水がな

い」という場合、水の存在に関係なく、コップはそれ自体で存在する。しかし、大乗仏教の文脈においては、そ

のような一般的なAとBの関係とは違う関係が作られるかたちで、この語が用いられている。 

　それは、「五蘊（ごうん、世界の五つの構成要素）は自性を欠いている」というかたちで用いられるような場合

である(註4)。ここでの問題は、Bにあたる「自性」である。自性とは「sva-bhāva（スヴァブハーヴァ）」の訳語であり、

変化がなく、一定で、自己同一性を保ち続ける本質のことを意味している(註5)。つまり、自性（B）が欠けていると

いうことは、五蘊（A）は実体性を欠いているということを意味するのである。大乗仏教において「空」、すなわち

シューニヤとは、このように、何が欠けているか（B）に自性を代入して用いられ、実体性を欠いているということ

を意味している。 

　大乗仏教ではさらに、なぜ事物は実体性を欠くのかという点についても具体的な内容を与える。それは、す

べての事物は、他のさまざまな事物と相互に依存し合うことで存在しているのであり、それゆえに本質（自性）を

欠いている、というものである。そこから大乗仏教では、縁起、すなわち事物は他の事物に縁って生じるという

ことと、「空」が同一視されるようになる。〈void〉シリーズにおいて着目されているのは、このような内容の「空」で

ある。 

　こうして、「空」の意味について、事物が実体性を欠いていると抽象的に表現されるだけの場合よりも、いくぶ

んかその内容に具体性が帯びてきた。しかし、それでもまだ、現代に生き、かつ仏教徒ではない人間とってそ

れは、具体的に思い描くのが難しいものであると言える。そこで、次節では、「空」を援用して美術を論じたノー

マン・ブライソンの議論を確認することで、「空」の意味のより具体的な内容について検討していく。 

2-2 ブライソンにおける「空」 
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　ノーマン・ブライソンは「拡張された場における〈眼差し〉」(註6)において、西谷啓治（1900-1990年）の理論を引

用して、視野における「空」について論じている。それは、「すべての事物は他のさまざまな事物と相互に依存

し合うことで存在しているのであり、それゆえに本質（自性）を欠いている」という、先ほど論じた大乗仏教にお

ける「空」の内容を、より具体的にしたものだと言える。 

　ブライソンは、西谷を引用しつつ、次のように述べる。 

　対象Xとして現れるものは、Xと周囲の場全体との差異にすぎない。これと同様に、「周囲の場」として現れ

るものは、それと対象Xとの差異にすぎない(註7)。 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

　ブライソンはこれを、ソシュールの言語分析と関連付けて説明する。ソシュールの理論において、ある言語に

おける個々の語は、その言語における他のすべての語からの差異によって存在するのだという。語は、一つの

語のみでポジティブ（積極的）に存在しているのではなく、他の語との差異によってネガティブ（消極的）に存在

しているのである。そこからソシュールの理論では、言語をネガティブな差異の体系なのだと表現する。ブライ

ソンいわく、西谷の理論における視空間に現れる個々の対象も、そのように、それと周囲の場との差異によっ

て、弁別的に、非実体的に存在しているのだという。 

　例えば、火が火であるために必要なことは、燃やすことである。しかし、火は火を燃やすことはできない。燃や

すためには、火ではない別のものを必要とする。つまり、火はそれ自体で火として存在しているのではない。水

も同様である。水が水であるために必要なことは濡らすことである。しかし、水は水を濡らすことができない。水

はそれ自体で水として存在しているのではない。火や水は、燃やしたり濡らしたりすることのできるそれ以外の

ものを前提とした上でしか、火や水として存在することはできないのである(註8)。 

　こうした相互依存的に事物が生じるその場のことを、ブライソンは「空の場」と表現する。〈void〉シリーズのコン

セプトの前提となっている事物の在り方についての発想は、ブライソンが述べる「空の場」における事物の在り

方、すなわち、相互依存的で、弁別的で、非実体的な事物の在り方と似ていると考えられるのである。 

　本節を通して、本シリーズのコンセプトと関連付けられていた「空」の概念の内容が具体的なものとなり、「事

物の現象的な在り方の表現」というコンセプトの意味が、より明確なものとなった。次節では、こうしたコンセプト

が、個々の作品において、どのようなかたちで実現されているのかについて論じていく。 

第2章 作品の特質 

　本章では、前章で論じられたコンセプトが具体的にどのようなかたちで実現されているのかについて検討す

る。まずは、〈void〉シリーズの代表的な作品を一点取り上げて記述し、続いて、その記述で確認された要素に

ついて、視覚効果、モチーフの選択という二点をとりあげて考察する。 

第1節 作品の記述 

　〈void〉シリーズの代表的な作品として、《void #68》（図1）を取り上げて記述する。 
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　作品のサイズは直径30cm、厚さは2.4cmである。側面は壁から少し浮いており、裏側の覗きこまなければ見

えない位置に、壁に打たれたビスへ作品をかけるための桟がついている。厚さの2.4cmとはその桟を入れたサ

イズであり、画面側の板と桟がそれぞれ1.2cmずつで、作品の厚さの2.4cmを形成している。 

　画面の表面は極めてハイグロスに処理されており、展示されている周囲の風景や鑑賞者自身を写し込む。

それは、この作品の写真を撮ることを試みれば理解されるのだが、周囲の映り込みを排してこの作品を撮影

（鑑賞）することは不可能なほどのツヤである（図2）。そのため、展示されている環境や鑑賞する位置に応じて、

常にその見え方が変化していく。画面に対して側面はマットな質感であり、縁が鋭いエッジとなっていることに

よって、画面と側面の質感の違いが際立つことになる。 

　画面を観察すると、蝶と花が描写されていることが分かる。花はかろうじてポピーの様に見えるが、蝶はその

種類を読み取ることができない。それらのモチーフは荒い網点によって描画されているため、それが何である

かの詳細を確認しようとして作品に近付くと、先ほどまで見えていたモチーフがドットの列に還元されて見えな

くなってしまう（図3）。 

　その荒い網点による像の消失（出現）という視覚効果は、ハイグロスな表面の効果によってより複雑なものとな

る。そこにピントの問題が導入されるからである。例えば、作品を離れた状態で鑑賞する際に、画面の表面に

ピントが合えば、描かれた像が見える。しかし、反対に、反射した周囲の風景の方へピントが合えば、描かれた

像は見えない。さらに、そのような離れた状態でのピントの問題に加えて、作品へ近付いた状態でのピントの

問題も考えられる。つまり、近付いた状態で反射した周囲の風景へピントが合うと、ピントの外れたドットがぼや

けて見えるため、逆に、描かれた像が姿を結ぶ。当然、近付いた状態で画面の表面へピントが合うと、ドットが

ドットのまま見えるため、描かれた像は見えない。 

　つまり、画面に周囲の風景が写りこむということは、単に像がオーバーラップするというだけではない。それに

よって、画面にピントが合っているのか、それとも反射した周囲の風景にピントが合っているのか、さらには、鑑

賞位置が近いのか、それとも遠いのかという、像の見え方における複数の変数が導入されることになるのであ

る。 

　また、そうした鑑賞者の移動に伴って、ドットの隙間からラメがキラキラと光る。その粒状の光の明滅は、鑑賞

者の目線の移動をうながす働きとして機能する。人の視覚は動く物に反応するため、画面上でラメが光ると、そ

こへ意識が向かわされてしまうためである。こうした目線の移動は、上述の荒い網点とハイグロスな表面の効果

をさらに複雑にする。ラメは鑑賞者の移動にともなって明滅するため、鑑賞者はその明滅を感じようとして、前

後や左右、あるいは上下への運動を促される。それにともなって、ハイグロスな表面に反射した周囲の風景の

方も変化して、その反射した像へと意識が向かわされる。こうして、上述のような、像の見え方における複数の

変数が導入される契機として、ラメが機能することになるのである。 

　さらに、こうした作品の特性は、展示の仕方が工夫されることによってより際立たされる。この作品は筆者の個

展「OUTLINES」(註9)に出品されていたため、その際の会場の状況について記述する。 

　展示会場は大きな窓が付いているため、日中は明るい空間である。しかし、その窓は塞がれて会場は暗くさ

れ、スポットライトを当てることで展示が行われた（図4）。本シリーズの作品は、空間全体に広がる均質な光のもと
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で鑑賞されるよりも、スポットライト光が絞られた状態で鑑賞する方が、ハイグロスな表面とラメの質感が強調さ

れるのである。 

　例えば、光沢の強いものの表面に何が反射して映るかといえば、光源であったり、光が当たっている部分で

ある。それは本シリーズの作品でも同様であり、この写真（図5）からも理解されるように、画面に映りこむのは明部

となる。スポットライトによる展示は、会場内に光のコントラストを作るため、均質な光の空間に比べて、画面に

反射する要素が増えるのである。また、ラメに関しては、それ自体が光源を反射してキラキラと光るため、周囲

の光量が少ない方が、そのラメ自体の光が際立つ。 

　こうして、荒い網点、ハイグロスな表面、ラメという要素が複雑にからみ合いながら、描かれた像に対してノイ

ズとして機能する視覚効果が生み出されている。そして、そのノイズによって、描かれた像が何であるのか（本

質）ということに辿り着けない＝同定できないという体験が作り出され、事物の現象性の表現というコンセプトが

実現されているのである。 

第2節 視覚効果の分析 

　前節の《void #68》の記述から理解されるように、〈void〉シリーズの作品は、描かれた像そのものによって表現

が行われているのではなく、描かれた像に辿り着けないという体験によって表現が行われている。つまり、通常

は忌避される、像に対してノイズとして機能する要素によって、表現が行われているのである。 

　例えば、網点とは、本来はその図像を構成しているドットは見えないことが好ましい。重要なのは描写された

図像の方であって、ドットはそのための方法でしかないからである。網点においてドットが知覚されてしまうの

は、描写された図像にとってノイズであり、目的である図像に対して不要な要素である。 

　あるいは、ハイグロスな表面についても同様のことが指摘できる。絵画とは描かれた図像によって表現が行わ

れるのであって、画面に写り込む周囲の風景は図像に対してノイズであり、本来は不要なものである。例えば、

絵画作品が額に入れられる際に、低反射仕様のガラスが用いられる場合があるが、それは、写り込みという図

像に対してのノイズを極力抑えようという意図のためである。 

　しかし、本シリーズでは、そのような図像に対してノイズとして機能する要素が積極的に取り入れられており、

むしろ、そのノイズによって表現が行われているのである。 

　具体的に、そのノイズとして用いられている要素とは、荒い網点、ハイグロスな表面、ラメなどである。その中

でも、荒い網点という要素は、2019年12月現在までに制作されている本シリーズの作品の73点全てに用いら

れており、本シリーズにおける も本質的な要素であると言える。それ以外のノイズとして機能する要素は、そ

の荒い網点の効果を際立たせるために用いられているものであると位置付けることができる。 

　また、荒い網点以外のノイズとして機能する要素は、本シリーズが展開していくに従って、徐々に作品に登場

してきたものであり、作品によって、例えば、その表面がハイグロスではなかったり、ラメが使用されていなかっ

たりする。そのため、本節では、本シリーズにおいて も本質的な要素である、荒い網点ついての考察を行う。 

　絵画作品は基本的に、鑑賞における適切な位置が作品ごとに存在する。それは、一般に、作品の正面であ

り、さらに画面全体が視野におさまる位置である(註10)。しかし、本シリーズの作品は、そうした鑑賞の位置にお
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ける、一般的な原則から逸脱したかたちでの鑑賞を要求する。荒い網点によって構成されるはっきりとしない

像は、それが何であるのかということを確認するために画面へ近づくことを鑑賞者へ要求するからである。 

　しかし、それにも関わらず、荒い網点で構成されたその像は、荒い網点の特性上、離れた位置から鑑賞して

いた際には見えていたその像が、作品に近付けば近付くほど、点の列に還元されて見えなくなってしまう。す

なわち、このシリーズの作品は、一般的な絵画作品とは違い、鑑賞における適切な位置が存在しない。通常の

絵画作品における静的な鑑賞方法とは違う、作品との距離を身体動作を伴いつつ変化させながら鑑賞するこ

とが必要となるのである。 

　本シリーズの作品は、物質としては固定しているにもかかわらず、そこにあらわれる像は鑑賞する位置によっ

てゆらぐため、動的である。それが、このシリーズの作品において も本質的な要素である、荒い網点の生み

出す視覚効果の特性である。 

　次節では、そうした荒い網点によって描写される図像について論じていく。 

第3節 モチーフの選択 

　〈void〉シリーズのコンセプトは、ある意味で、荒い網点による視覚効果のみで達成されている。見えていた何

かが近付くと消えさえすれば良いのであって、その消える対象は何でも良い。しかし、実際に作品として成立さ

せるためには、そこに具体的なモチーフが選択されなければならない。近付くと消える対象が必要だからであ

る。そこで、本シリーズでは、「水墨画で描かれてきたものを引用してモチーフとする」というルールのもとで制

作が行われている。そのルールの根拠は次の通りである。 

　水墨画とは、描画材に墨を用いて、そのモノクロームの濃淡によって描画が行われる絵画の様式である。ま

た、水墨画は、その描画材として用いられている墨のにじみの効果によって、描かれたモチーフが淡い全体に

消えていく様に見えることを特徴としている。本シリーズにおいて着目されているのは、水墨画における、そうし

た視覚的な特性である。 

　もちろん、水墨画のすべてが、そうした淡い描かれ方をしているわけではない。例えば、北宋の水墨画である

范寛（960-1030年）の《谿山行旅図》は、克明な描写によって画面が構成されている。しかし、本シリーズにお

いて参照されている水墨画とは、南宋の水墨画、とりわけ禅僧でもあった牧谿の《瀟湘八景図》であり、あるい

は雪舟（1420-1506年）による《破墨山水図》（1495年）である。それらの水墨画は、まさに先に述べたような墨

のにじみの効果によって、淡い全体に描かれたモチーフが消えていく様に描かれている。 

　そのような描かれたモチーフの存在性の希薄さは、荒い網点による視覚効果、すなわち、作品に近付くと消

えてしまう描かれた対象の弱い在り方と親和性があると考えられる。そのため、墨のにじみとドットの大小という

違いはあるものの、水墨画がモチーフの選択の根拠とされているのである。 

　また、水墨画が仏教と深い関係を持っている(註11)点も、モチーフの引用先とされている理由のひとつである。

日本における水墨画の受容は、本格的には鎌倉時代にはじまるが、それは禅宗の受容と密接に結びついた

ものであった。そのため、仏教の「空」と関連づけられた内容の表現をコンセプトとする本シリーズの作品にお

いて、水墨画がモチーフの選択の根拠として用いられるのは、仏教との関連という点でも適切である考えられ
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る。つまり、「水墨画で描かれてきたものを引用してモチーフとする」というこのルールは、水墨画の視覚的な特

性と、思想的な特性の、そのふたつの側面を根拠としているのである。 

　本章で考察された本シリーズの作品の特質は、筆者に特有の制作方法と深い関連がある。そのため、次章

では、本章で考察したシリーズの特徴について、制作方法に遡行して検討を行う。 

第3章 制作方法 

　〈void〉シリーズの作品の制作方法は、一般的な絵画作品の制作方法と比較すると、極めて異質であると言え

る。一般的な絵画作品は、キャンバスに筆を用いて絵具を乗せることで制作される。しかし、第2章で詳述した

視覚効果を作り出すためには、そのような方法で生じる絵具のムラやタッチなどはいっさい不要である。むし

ろ、そうした、制作者に固有の筆致などの主観的な要素はいっさい排除され、工業製品のような無機質な質感

が目指されることになる。 

　本章では、そのような本シリーズの作品の制作方法について、デジタルコラージュによる図像の作成、平滑

な支持体の制作、シルクスクリーンによる図像の定着という三段階の工程に分けて詳述し、本シリーズの作品

に固有の視覚効果がどのようにして生み出されているのかを論じていく。 

第1節 デジタルコラージュによる図像 

　作品の図像は、写真を素材として、画像編集ソフトを用いてデジタル上でコラージュを作り、さらにそれを網

点に変換することで作成される。 

　まず、作品の図像をどのようなものにするのかを、紙にエスキースする。エスキースの段階で主に検討される

のは、モチーフ、構図、空間性である。第2章でディスクリプションした《void #68》を例に取ると、この作品では、

ポピーと蝶のモチーフが円形の支持体の中に描かれるというアイデアがまず浮かび、エスキースを通して具体

的な構図や空間性が検討され、制作が進められていた。 

　しかし、エスキースの段階で、構図や空間性を検討しきることはできない。なぜならば、本シリーズの作品は、

先述のとおり、写真を素材として制作しているためである。つまり、コラージュで使用する写真に図像が依存す

るため、エスキースの通りに図像を作ることが不可能となるのである。そこで、少しでもエスキース通りの図像を

作成するための工夫として、著作権的に使用の制限がない写真のデータを、インターネット上で大量に収集

することが試みられている。使用できる素材は多い方が、エスキースにより近いものを作ることができるためであ

る。例えば、《void #68》では、ポピーの写真で70枚、蝶の写真で50枚ほどが収集された上で、図像が作成され

ている。また、作品によっては、そうした写真素材に触発されるかたちで、構図や空間性の新たなアイデアが

浮かぶ場合もある。エスキースで検討されたアイデアが、コラージュで用いられる写真素材の質によって、さら

にブラッシュアップされるのである。 

　そうして、収集した写真をもとに、画像編集ソフトを用いてコラージュを作成する。まず、収集した写真の中か

ら使用する部分を探し、そこを切り抜いて、場合によっては変形などの修正を加え、デジタル上でコラージュし

ていく。《void #68》では、素材として集められた大量のポピーと蝶の写真の中から、エスキースに適う部分を探

し出し、切り抜いて、変形などの調整を行いコラージュが作成されている。さらに、この技法では、複数枚の写
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真を使用して一枚の図像を作成するため、コラージュされた図像が統一的に見えるようにするための、明度や

コントラストなどの調整も行う必要がある。 

　また、このように図像作成に用いられた写真素材や、そこから切り出された像は、別の作品で再び用いられる

ことを想定して、データとして保管されている。それは、昔の日本の画家が、粉本という下絵集を用いて、画面

に同様の図像を繰り返し登場させていたという文脈を意識してのことである(註12)。先述の通り、本シリーズは、

水墨画で用いられてきたモチーフを用いることで制作している。つまり、このコラージュの技法を、粉本の文脈

に接続することで、制作方法も含めて、コンセプトの実現を試みているのである。例えば、《void #28》と《void 

#31》に用いられている竹の像は、両作品で同じものを意図的に使い回すことで制作されている（図6）（図7）。 

 このように、写真をデジタル上でコラージュすることで作成された像を、画像編集ソフト上で網点に変換して、

図像が完成する。描き手の個性が表れるタッチは、このような方法で取り除かれているのである。 

第2節 平滑な支持体 

　前章で〈void〉シリーズの特徴として論じられた、描かれた図像に対してのノイズという要素は、支持体制作時

の様々な工程によって実現されている。例えば、図像のデータを画面へ定着させるために用いられるシルクス

クリーンの技法（後述）は、支持体が平滑でなければ、刷り上がりにかすれなどのムラが生じてしまい、図像を

作成した通りに定着することができない。また、ハイグロスな表面の質感は、そこに少しでも凹凸があると、反射

した周囲の風景に歪みが生まれ、前章で論じたような視覚効果が薄くなってしまう。そのため、支持体の制作

では、いかに平滑な画面を作り出すかということが重要となる。そのための方法として、各工程ごとに、研磨の

作業が入ることになる。 

　まず、第1節の工程で作成した図像のサイズに合わせてMDFボードと垂木をカットする。それらをボンドで接

着し、自作のパネルとする。MDFボードを採用している理由は、平滑な地塗りを作るのが比較的容易だからで

ある。MDFボードは粉末状の木材を接着剤で板状に成形したものであるため、ベニヤ板と違って木目がなく、

その凹凸を埋める必要がない。そのため、平滑な画面を作るこのシリーズの作品にとって、適切な素材なので

ある。 

　作成したパネルには布を貼らず、ヤニ止めとしてシーラーを施して、直接ジェッソを塗り重ねていく。布を貼ら

ない理由は、画面と側面の縁を鋭くするためである。そうすることで、画面のハイグロスな質感を、側面のマット

な質感と対比させることができる。布を張り込むと、それがいかに薄いものであっても、画面と側面の縁にその

布の厚さに応じた丸みが生じてしまう。そうすると、画面と側面の質感の対比が弱くなってしまうのである。 

　ジェッソが塗り重なったら、サンダーを用いて研磨を行う。研磨後は再びジェッソを塗り重ね、さらに再び研磨

を行う。この工程を繰り返すことで、少しずつ画面を平滑する。この繰り返しの回数は確定しておらず、画面の

状態を確認しながら、次の工程に進める平滑さに至るまで、執拗にこの工程が繰り返される。ジェッソは、上層

にいくに従って希釈する水の量を少しずつ増やしていき、また、研磨は、サンドペーパーの粒度を#80、#100、

#120、#240、#360と少しずつ細かいものへと移行していく。このように、段階的に水の希釈量を増やし、サンド

ペーパーの粒度を細かくしていくことで、少しずつ平滑な画面を作り出していく。 
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　平滑な画面が仕上がったら、スプレーガンを用いて、グラデーションなどの下地を作成する。この段階でも、

画面が平滑な状態に保たれるように、使用する絵具の粘度などが十分にコントロールされた上で、作業が行わ

れる。例えば、粘度が高く、吹き付けに適していない絵具をスプレーガンで使用すると、吹き付け時に綺麗な

霧状にならないため、画面に定着する際に、スパッタリングで絵具を飛ばした時のような凹凸が生じてしまう。

その凹凸もまた、本シリーズに特有の視覚効果を作るためには、不適切なのである。 

　作品にラメが用いられる場合は、この段階で吹き付けが行われる。また、ラメが吹き付けられると画面に凹凸

が生じるため、さらにその凹凸を平滑にするための工程が加えられる。それは、アクリル絵具用のニスを塗り重

ねて、ラメを完全に覆い、それを研ぎ出して平滑にするというものである。その際に行われるのは、粒度が

#1000の耐水ペーパーによる水研ぎである。 

　このように、本シリーズに特有の視覚効果を成立させるために、支持体制作の段階で様々な技法を用いて、

平滑な画面を作り上げている。 

第3節 シルクスクリーンによる図像の定着 

　こうして制作された平滑な支持体に、第1節で作成した、デジタル上で写真をコラージュし網点化することで

作成した図像を定着させる。その際、主観的な描写が排除された機械的な方法によって制作が行われる。 

　例えば、〈void〉シリーズの作品の制作には、筆は一切使用されない。筆を用いて描かれた線や塗りからは、

描画時の作者の感情が読み取られてしまったり、筆がどのように移動してそのストロークが作られたのかなど

の、制作の工程が想像されてしまうからである。しかし、本シリーズの作品で重要なのは視覚効果であり、そうし

た感情や工程が、画面から読み取られることは不必要である。そのため、手作業の痕跡が排除されるかたちで

制作が行われる必要がある。そこで用いられるのが、シルクスクリーンの技法である。 

　もちろん、シルクスクリーンの技法は、手で描いた図像を用いて版にすることもできる。しかし、工程次第で

は、デジタル上で作成した図像をそのまま版にすることも可能である。本シリーズで用いられているのは、後者

の方法である。 

　シルクスクリーンの製版の方法のひとつに、フレームに貼られた紗に、紫外線で硬化する感光乳剤を塗布し

て乾燥させ、その上に透光部と遮光部のあるシートを密着させ、紫外線を照射してシートの透光部を硬化させ

るというものがある。本シリーズの制作では、作成した図像をプリンターで紙に出力し、それに油を吸わせて紙

に透光性を備えるようにして、上述の透光部と遮光部のあるシートとして用いることで製版が行われる。プリン

ターのインクは、油を吸わせても遮光性が保たれるため、紙が油を吸って透光性を備えると、そうしたシートと

同様の機能を持つのである。この方法を用いると、デジタル上で作成した図像を、描き手の主観性を排したか

たちでパネルに定着することができる。 

　しかし、あくまでもシルクスクリーンの技法は、主観的な要素を排した上で、デジタル上で作成した図像を支

持体に定着させるための方法のひとつとして用いられているだけである。目的は主観性の排除の側にあり、方

法は代替可能なものでしかない。 

　シルクスクリーンによる図像の定着ができたら、その上にアクリル絵具用のニスを塗り重ね、第2章で考察した

ようなハイグロスな画面、すなわち、作品の展示されている周囲の環境や、鑑賞者自身が画面に映り込むよう
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なハイグロスな画面に仕上げていく。その際に、シルクスクリーンの刷りで生じた凹凸や、ニスを塗布する際に

生じた刷毛の痕を消すために、第2節の支持体の作成時のように、繰り返しニスの塗布と研磨が行われる。こち

らも支持体作成時と同じように、繰り返される回数は決まっておらず、周囲の風景や鑑賞者の写り込みに曇り

がなくなるまで、執拗にこの工程が繰り返される。 

　そうして表面が磨き上がり、周囲の風景や鑑賞者が画面に効果的に映り込むようになれば、作品は完成とな

る。 

第4章 作品の展開 

　これまで述べられてきた〈void〉シリーズの特質は、初めからその全てが作品に備わっていた訳ではない。そ

れは、コンセプトを実現するためのより適切な方法が模索されていくなかで、少しずつシリーズに登場してきた

ものである。本章では、そうした作品の展開について、時系列に沿って三点の作品を取り上げて検討を行う。

それによって、シリーズの特質をかたち作る諸要素が、どのような意図のもとで、あるいはどのようなタイミングで

登場してきたのかを確認していく。 

第1節 コンセプトに純粋な作品──《void #1》 

　〈void〉シリーズの第1作目は《void #1》（図8）である。サイズは20×20cmであり、白と黒のモノクロームの色調で

図像が構成されている。画面のツヤは周囲の風景が映り込むほどではなく、後の作品の様な、ピントの問題の

からんだ複雑な見え方はまだ獲得されていない。ラメはこの第1作目からすで用いられているが、その使用方

法はまだ効果的とはいえない。 

　それは、この作品の地の色が白いために、ラメのキラキラと光る質感が損なわれているからである。ラメは、明

度の低い色の上に散布されると、キラキラとした粒状の光として知覚される。しかし、明度の高い色の上に散布

されると、その地の色よりもラメの方が黒くなってしまうため、光というよりも、黒い粒が撒かれているという仕方で

知覚されてしまうのである。そのような知覚のされ方をしたラメは、第2章で論じた図像に対してのノイズとして機

能は持たずに、単に画面へ汚い印象を与えるだけの要素となってしまう。そのため、本シリーズにおいてラメは

不必要であるという判断がされることになり、この作品が制作されてからしばらくはラメが用いられることはな

かった。再びラメが用いられるのは《void #20》（図9）を待たなくてはならない。 

　では、なぜ《void #1》をはじめとする初期の作品では、画面が白と黒のみで構成されていたのか。それは、水

墨画というモデルが遵守されていたためである。水墨画とは、その描画材である墨の特性上、画面が白と黒の

モノクロームの色調で構成される。そのため、本シリーズの初期の段階では、この水墨画の性質から逸脱しな

いように制作が行われていた。つまり、ある意味では、後の作品よりも初期の作品の方が、コンセプトにより純

粋なのである。 

　さらに、モノクロームの画面は、シルクスクリーンの技法とも相性が良い。それは、シルクスクリーンの技法で

複数の色を用いるためには、その色数の分だけ別の版が必要となるからである。モノクロームの画面では、作

る必要のある版は一版だけであり、制作する上で都合が良い。 
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　また、ドットの間隔も《void #68》のような後の作品とは異なっている。後の作品では、基準となる間隔が決定さ

れており、像の消失と出現という視覚効果が も適切に生じるように、作品のサイズに合わせてドットの間隔に

多少の変化が付けられるという仕方で制作が行われている。例えば、サイズの大きい作品はドットの間隔が広

く、サイズの小さい作品はドットの間隔が狭く設定されている。 

　しかし、このシリーズを始めた当初は、そうしたドットの間隔における情報の蓄積がなかったため、制作が進め

られる中で、基準となる間隔が決定されてくことになったのである。具体的には、《void #1》から《void #4》まで

は間隔が無根拠に決定され、《void #5》から《void #8》である程度適切な間隔についての見当が付き、《void 

#9》でその基準が決定されたという経緯を持つ。 

　このように、《void #1》の段階では、後の作品のような複雑な視覚効果は獲得されておらず、荒い網点による

像の消失と出現という要素のみで表現が行われようとしている。しかし、本節の途中でも触れたように、ある意

味では、シリーズのコンセプトが打ち立てられて一番 初に制作されたこの《void #1》が、 もそのコンセプトに

忠実であるとも言えるのである。次節では、こうした作品から始まった本シリーズの作品に、 新の作品にも通

じる要素が初めて登場した《void #20》を取り上げて論じていく。 

第2節 ラメ、ハイグロス、色彩──《void #20》 

　次に取り上げる作品は、《void #20》(図9)である。この作品は、前節で《void #1》が論じられた際に、ラメが再び

使用された作品としてわずかに触れた作品である。画面には、青色の地の上に、白色と赤色の二種類の蝶が

多く飛んでいる様子が描画されている。蝶が描画されている箇所以外は、均質なトーンによって画面が構成さ

れており、画面の縁に行くに従って周辺減光がかかったように暗くなっている。青色の地にはラメが散布されて

おり、それがドットの隙間からキラキラと光っている。画面は周囲の風景が映り込む程度にはツヤがあるが、シ

ルクスクリーンの刷りによる絵具の盛り上がりなどの凹凸が残っており、後の作品ほどは映り込む像は明確では

ない。 

　《void #20》は、ラメ、ハイグロス、色彩という、後の作品にも登場する諸要素がシリーズに導入される契機となっ

た作品であり、本シリーズの展開において重要な作品である。 

　まず、ラメとハイグロスの二つの要素について検討する。現在では、本シリーズの作品は、描かれた図像に対

してのノイズとなる要素を用いて表現を行うものであるという整理が行われ、ラメとハイグロスはそのノイズのひと

つとして位置付けられている。しかし、《void #20》を制作していた段階では、本シリーズの特質について、まだ

そこまでの整理がされていない。そのため、ラメとハイグロスという要素は、はじめは実験的に導入されたもので

あり、後の作品のような明確な意図が込められていた訳ではない。しかし、作品が完成してその視覚効果につ

いて検討を行った際に、ラメとハイグロスという要素には、第2章で論じられたような像に対してのノイズとして機

能することが理解されたため、以降の〈void〉シリーズの作品には、この要素が導入されていくことになる。 

　また、本作は、本シリーズにおいて、複数枚のシルクスクリーンの版が用いられ、画面に色彩が用いられた初

めての作品である。この作品以前に、画面に色彩が導入されていなかった理由は、前節で述べた水墨画とい

うモデルの遵守の他に、もうひとつある。それは、図像を作成する際に、写真をコラージュするという方法が基

本的に用いられていなかったたというものである。それまでの作品の図像作成の際に行われていたのは、写真
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の明度やコントラストを変更して、支持体の形に切り抜くという編集のみである。そのため、完成した図像は、全

体が統一的な空間性を備えており、そこへ部分的に色を入れることは、図像の整合性が取れなくなるため不

可能であったのである。 

　なぜそれまでコラージュの方法が用いられていなかったかというと、登場するモチーフの性質が、コラージュ

の技法に適さなかったためである。例えば、本作より以前の作品で用いられていたモチーフは、主に山水画に

登場する滝や林である。それらは、前述の通り、水墨画で描かれてきたものを引用するという基準から選択さ

れたものである。滝は水墨画において繰り返し用いられてきたモチーフであり、また、林に関しては、特に念頭

に置かれていたのは長谷川等伯（1539-1610年）の《松林図屏風》である。 

　しかし、その二つのモチーフは、周囲の風景と一体化したものであるため、コラージュによって自然な空間の

図像を作成することが困難である。例えば、滝というモチーフは、滝そのものと、それが流れ落ちている岩肌を

切り分けることができない。仮に、無理やり切り抜いたとしても、それは滝には見えない。あるいは、林に関して

も同様のことが言える。一見、木は切り抜くことができるように思えるが、木の根の部分は地面と一体化してお

り、そこに明確な境界線がないため、コラージュで自然な空間を作ることができない。 

　そこで、そのようなモチーフの特性による画面への色彩の導入の困難を解決するために用いられたのが、蝶

のモチーフである。蝶は、蝶とそれ以外を分ける輪郭が明確なため、コラージュが容易であり、また、様々な色

の蝶が存在しているため、本シリーズの画面に色彩を導入する際のモチーフとして、適切であると考えられた。 

　このようにして、《void #20》によって、本シリーズに、ラメ、ハイグロス、色彩という要素が導入されることになっ

た。次節で取り上げるのは、こうした本シリーズに、さらに異質な視覚効果を導入した《void #44》という作品であ

る。 

第3節 鑑賞における別の移動──《void #44》 

　 後に取り上げる作品は《void #44》(図10)である。この作品は、画面全体がシルバーの質感で構成されてお

り、それまでの作品とは異なった視覚効果が獲得されている。 

　これまでの〈void〉シリーズの作品では、図像を構成している荒い網点のドットは、地の色より暗いか、あるい

は明るいかという、地の色とのコントラストが作られることで見えていた。例えば、本章で取り上げられた作品の

《void #1》では、白色の地の上に黒色のドットが乗っており、また、《void #20》では、青色の地の上に黒色のドッ

トが乗っている。そのふたつの作品は、明るい地のうえに暗いドットが乗っているという構造が作られており、そ

のコントラストによってドットが見えている。あるいは、本稿では取り上げられてはいないが、暗い地のうえに明る

いドットが乗っており、そのコントラストによってドットが見える作品も制作されている。しかし、どちらにしても、地

の色とドットの色とのあいだには、どちらかが明るくどちらかが暗いという関係が作られている。 

　しかし、本作の地とドットの関係は、そのような固定的な関係ではない。地とドットには、その両方にシルバー

の質感が用いられており、周囲の環境に応じて、ドットと地の明暗関係が逆転する現象が作られている。そうし

た動的な仕方で、ドットが見えるのである。 

　具体的には、地に用いられているシルバーは反射率が高く、対して、ドットに用いられているシルバーは、比

較的反射率が低いという構造が画面上に作られている。そのため、例えば、黒い服を着て作品の前に立つと、
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地に用いられている反射率の高いシルバーには黒い服が強く映り込むため、地が暗く見えるのだが、ドットに

用いられているシルバーには、地のシルバーほど黒い服が写り込まないため、地に対してドットが明るく見える

ことになる（図11）。逆に、白い服を着て作品の前に立つと、地は白い服が強く映り込み明るく見えるが、ドットは

それに対して暗く見える。このように、ドットが見えるためのコントラストを作っている、ドットと地の明暗関係が、

周囲の環境に応じて逆転するという視覚効果が作品に獲得されているのである。 

　上記の例は、分かりやすく鑑賞者の服の映り込みだけを抽出して、ドットの明暗関係の逆転を説明したもの

である。しかし、作品が実際に展示される場合、その展示会場の状況に応じて、より複雑な見え方が獲得され

ることになる。例えば、会場に複数の人がいる状況で、それぞれが違う服を着ている場合が考えられる。さら

に、その人達は、各々が自由に動き回るのであるから、仮に鑑賞者が静止して本作を鑑賞していても、その見

え方は常に変化する。あるいは、ある位置から画面を見た際の、その反射先の壁の色が、画面の見え方に影

響を与える。さらには、会場に窓があった場合、鑑賞する時間に応じて入ってくる光の状況が変化するだけ

で、作品の見え方が刻一刻と変化していく。このような明暗関係の逆転を引き起こす諸要素は、そのそれぞれ

が画面全体に一気に影響を及ぼす訳ではなく、画面の部分部分で明暗関係の逆転が生じるという仕方で影

響が及ぼされるため、画面上には様々な要素が同時に影響を及ぼしあう、複雑な現象が生じることになる。 

　また、ドットの明暗関係が逆転するということは、それに応じて、描画された図像のネガとポジも逆転していくと

いうことである。つまり、描画された図像は、周囲の環境の影響を受けながら、その図像の部分部分でネガとポ

ジを逆転させるため、そこに何が描かれているかということに辿り着くことがより困難になるという視覚効果が生

じることになる。これは、描かれた図像に対しての、新しいノイズとして機能する要素である。 

　こうした特徴を持つ《void #44》は、これまでの本シリーズの作品における鑑賞の方法、すなわち、作品に近

付いたり離れたりすることで、荒い網点で描画された像が消えたり現れたりするという鑑賞の方法に加えて、更

に別の移動が必要となる。それは画面の反射先を変えることで描かれた図像をより理解しようと試みるための

別の移動、すなわち、これまでのような前後の移動に加えて、左右の移動が必要となるのである。 

　もちろん、これまでの本シリーズの作品でも、ラメとハイグロスの効果によって、前後の動きに加えて左右の動

きも必要とされていた。しかし、それはあくまでも、荒い網点の距離の問題を複雑にするために必要とされてい

た消極的な左右の移動であり、《void #44》で求められている左右の移動とは、より積極的で過激なものなので

ある。 

おわりに 

 本稿では、〈void〉シリーズのコンセプトを、仏教における「空」の概念を参照して検討した。また、その表現方

法として、描かれた図像に対してのノイズとなる要素が用いられているということが明確になった。 

　第4章第3節で取り上げた画面全体がシルバーの質感を備える作品は、2019年に初めて制作されたため、筆

者によってまだそのポテンシャルが把握されきれていない。そのため、この質感の作品を継続して制作してい

き、その特性をより把握していくことが、本シリーズのコンセプトをさらに十全に表現するために必要であると考

えている。 
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　その際に、特に大きいサイズでの視覚効果の検討が必要だと考えている。なぜならば、大きい画面では、シ

ルバーの質感による環境からの影響が、画面の様々な箇所で同時に生じるため、より複雑に見えると考えられ

るからである。その場合、コンセプトの実現のためのより適切なモチーフ、画面の比率、あるいはドットの間隔な

ど、検討するべき要素が数多くある。これらは、筆者の今後の課題である。 
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図 
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図2 《void #40》（部分）　パネルにアクリル絵具　120×120cm　2019 

検討中の《void #64》とは違う作品だが、この作品の画面も同様に、ハイグロスな質感を備えている。

図1 《void #68》　パネルにアクリル絵具　Φ30cm　2019
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図3 《void #68》（部分）

図4 菊池遼「OUTLINES」展示風景
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図5 菊池遼「OUTLINES」展示風景

図6 《void #28》　パネルにアクリル絵具　90×90cm　2017
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図7 《void #31》　パネルにアクリル絵具　Φ45cm　2018

図8 《void #1》　パネルにアクリル絵具　20×20cm　2015
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図9 《void #20》　パネルにアクリル絵具　Φ80cm　2017

図10 《void #44》　パネルにアクリル絵具、油性インク、油性塗料　Φ60cm　2019
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図11 《void #47》（部分）　パネルにアクリル絵具、油性インク、油性塗料　70×270.6cm　2019   （撮影：関内文庫） 

黒い服を着てシルバーの質感の作品の前に立った際の見え方。地のシルバーに黒い服が写り込んでいる箇所は、明暗関係が逆転し

て、ドットが明るく見える。


