
「知覚の境界を超える表現の可能性」

Yoshi Nakamura
東京

2022年1⽉15⽇(⼟)



紹介
Yoshi Nakamura

2021年9⽉8⽇~ 11⽉8⽇ アーティスト・イン・レジデンス (Franconia Sculpture Park) ミネソタ州
2020年~ 2021年アーチスト・イン・レシデンス（Wave pool gallery） オハイオ州
2018 ~ 2020年メリーランド・インステチュート・カレッジ・オブ・アート（マイカ）修⼠課程
2005 ~ 2015年 東京藝術⼤学学部、修⼠、博⼠後期課程

「⼈々の間に存在する聴覚と視覚に関わる境界とコミュニケーションの接点や限界を探求したコンテ
ンポラリーアートを表現しています。特に空間において、素材・⾳・⾔語がどのように視覚・聴覚空
間に相互作⽤して知覚の境界を超えることに寄与するか」

初めまして、Yoshiです。私は東京藝術⼤学の⽇本画科に2015年まで在籍し、齋藤典彦教授の研究室に所属してい
ました。そして、4年前の2018年からアメリカに渡り「⼈々の間に存在する聴覚と視覚に関わる境界を探求した
コンテンポラリーアートを表現しています。特に空間において、素材・⾳・⾔語がどのように視覚・聴覚空間に
相互作⽤して知覚の境界を超えることに寄与するか」をテーマにして活動してきました。
今⽇は、藝⼤時代とアメリカでの経験、また⼈⼯内⽿の⼿術を受けた後の聞こえの変化と作⾵への影響を中⼼に
お話しします。またこれまでにどのように⾃分のアイデンティティと向き合い、また多様な⼈々へとつながる⽅
法を模索してきたのかを説明します。



⼝話
⼝話（こうわ）とは、「聴覚障害者（ろう者）」が、「健聴者（⼝頭会話者）」の⼝の動きを読
み取り、ろう者が表現したい⾔葉を「発話（⼝の形と⾳声）」で表す、特殊な技術の事。いわゆ
る「読唇術」の⼀種である。
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%A3%E8%A9%B1

聴覚障害者（ろう者、難聴者）と聴者
ろう者というのは聴覚障害者のことです。これに対して、聴覚に障害がないと
されている⼈のことを聴者と⾔います。聴⼒、あるいはろう⽂化的な視点によ
り、聴覚障害者をろう者と難聴者と分ける考え⽅もあります。

私は先天性の⾼度難聴者であるろう者として⽣まれたので、⽣後すぐ補聴器の装⽤と発⾳の訓練が必要でした。
しかし私は⽣まれつきの完全失聴ではなく進⾏性であったため、徐々に聴⼒が落ち失聴しました。完全に聴⼒
を失っても話すことはできたので、2013年の12⽉まで⼈⼯内⽿の⼿術を受けることはありませんでした。
⼿話は１０代後半の頃から学んでいますが、家族は皆聴者ですので普段から⼝話でコミュニケーションを取っ
ていました。

https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%A3%E8%A9%B1


⼦供の時はどちらかというと化⽯採集をしたり、⽣き物を飼育したりすることが好きでした。もし⽿が聞こえてい
たら、動物園の飼育員やペットショップのオーナーになっていたかもしれません。

私がアートの道に進むようになった理由は美術が得意だったということです。⾼校の時には⾃然に美術に関係のあ
る進路先を考えていました。美術を選んだのは、また⼦供の時から常に抱いていた疑問に対する答えを探すためで
した。「なぜ⾃分は障害者なのか？なぜ⾃分と他の⼈たちとの間に境界線があるのか不思議に思っていました。私
は２歳まで聴覚に障害のある学校に在籍していましたが、その後は普通学校に通っていました。普通学校へ通学す
るようになってからは、聴者の中でクラスに⼀⼈だけ聴覚に障害があるという状況であったため常に孤独を感じ、
周りから特別扱いをされることに違和感を感じていました。



Joseph Grigly
https://www.gandy-gallery.com/exhibitions/bratislava/2016-joseph-grigely/

私は当初アートとは個⼈表現の発露にしか過ぎないと考えていたため「境界線を表現する」という発
想はありませんでしたが、藝⼤の先端芸術表現科の学⽣から「筆談を使って表現してみたらどう
か？」とアドバイスをもらったことがきっかけで、表現とは何か深く考えるようになりました。たま
たま⽇本の⼩さなギャラリーでJoseph Griglの作品を⾒たことも、新たな⽅向性を意識するようになっ
たのかもしれません。

https://www.gandy-gallery.com/exhibitions/bratislava/2016-joseph-grigely/


⽩⽇夢 1181.8×227.3cm 2009年
東京藝術⼤学 卒業制作

この作品は東京藝術⼤学の卒業制作で私にとって最初の代表作ですが、タイトルは「⽩⽇夢」です。⾮物質界
と物質界の分⽔嶺を不透明な膜で表現したのですが、当時の私は幼少時から感じ続けてきた境界線を暗喩して
いたのだろうと推測しています。交差点を舞う蝶はこの世界の苦しみの中で精⼀杯⽣きる⼈間の象徴でしたが、
おそらく⾳や⾔語のメタファーだったのではないかと思います。
また私が東京藝術⼤学の⽇本画科で学ぶことにこだわったのは、国家に冠しており、⻑い年⽉を経て受け継が
れた教えや技術を⾝につけることで確かな⾃分の⽴ち位置を⾒いだせるのではないかと考えたからです。その
結果、⽇本⽂化の美意識や空間の美しさを学ぶことができ、この学びは現在のアートにも影響を与えています。



藝⼤では⽇本画の制作をすることに夢中になっていましたが、次第に⾃分だからこそ可能とする社会貢献が
ないかどうかという思いが込み上がってきました。
そこで博⼠課程在籍中の2013年から2014年にかけて休学し、アートの中⼼地であるマンハッタンに滞在しま
した。留学先にマンハッタンを選んだのは、「世界の縮図」と呼ばれるほど⼤勢の移⺠が世界中から集まっ
てくる場所だったからです。そこで異国から⾒た視点で⽇本の根幹を理解しつつも、⾃らのアイデンティ
ティとは何か、社会に対して何ができるのだろうか少しでも⼿がかりを掴もうとしていました。



マンハッタンでは、ろう⽂化やアメリカ⼿話に触れる機会があり、そこでは様々な国籍、⼈種、性的マイ
ノリティ、障害などのバックグラウンドを持った作家が無条件に受け⼊れられているように感じられまし
た。当時、ロチェスターろう⼤学を卒業したマレーシア⼈のファッションデザイナーとコンテンポラリー
アーティストが、ありのままアメリカで受け⼊れられていたことに感銘を受けました。またアメリカは
1990年に世界に先駆けて障害者差別撤廃法を設⽴したからこそ、障害を持つ⼈たちにとって理想の国だと
思っていました。



私は⼈⼯内⽿の⼿術を受けたのは2013年の12⽉、渡⽶直前でした。なぜこの時になって⼈⼯内⽿の⼿
術を受けようと決めたのかというと、語学⼒が不⾜していたためアメリカの美術館に研修⽣として受
けいれてもらえなかったことが⼀番⼤きな要因でした。⼿術の前は、⽇常⽣活において⾳を聞くこと
の重要性をさほど感じていませんでしたが、英語を習得するためにはどうしても必要なのではないか
と考えてました。またアメリカ⼿話の講習会で出会った⼈⼯内⽿の装⽤者から「⼿術の後はろう者と
も聴者ともコミュニケーションが取れるようになった。また無⾳世界の中で聞こえてくる滝のような
幻聴も⽌まるかもしれない。補聴器を外せばいつでも聞こえない世界に戻れる。」と⾔ってくださっ
たことも⼿術への決意を後押ししてくれました。



2013 
New York

共感

共感覚（きょうかんかく、シナスタジア、
英: synesthesia, 羅: synæsthesia）は、
ある１つの刺激に対して、通常の感覚だ
けでなく 異なる種類の感覚も⾃動的に⽣
じる知覚現象をいう。 例えば、共感覚を
持つ⼈には⽂字に⾊を感じたり、⾳に⾊
を感じたり、味や匂いに、⾊や形を感じ
たりする。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%84%9F%E8%A6%9A

⼈⼯内⽿を通して初めて⾳を聞いた時は、⼈⽣観が変わるほどの衝撃を受けました。またしばらくの間、⾳が
⾊彩に感じられたのですが、⾔語聴覚⼠によるとそれは「共感覚」と⾔われるものが起きていたのだそうです。
また私が全ろうの時に「⾳のない世界」を本当に知っていたかというと、知らなかったと⾔えます。⾔い換え
れば、⾳を知ることによって客観的に無⾳世界を知ることができたのだと思います。この体験は、私たちが他
の動物や昆⾍が感知している世界を永遠に知覚できないのと似ています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%84%9F%E8%A6%9A


⾼みに昇る彼らたち
227.3×181.8cm、2011年
東京藝術⼤学修了制作

カウザルギー −錬⾦術のプロセスとしての回復−
198.0×388.0cm、2014年
博⼠提出作品

この⼆つの作品は⼈⼯内⽿を装⽤する前と後に制作した⽇本画ですが、⾊彩、光、陰の表現にはっきりとし
た違いが⾒られています。⼿術後には、画⾯の⾚みが増し焦点がオールオーバー状に広がったようです。こ
れは⾳の⼊⼒による脳の可塑性が起き、視空間に加え新たな聴空間を獲得したためだと推測されています。
⾳の⼊⼒により空間感覚が上下や前後に広がりますが、その⼀⽅で視点は浅くなっていくような気がしてい
ます。



2015 – 2017年
東京

http://yosi-nakamura.com/8545-2/

藝⼤博⼠課程を修了した2015年から2017年までは、⽇本画の領域で新しい可能性を模索していましたが、最終
的にはジャンルを変えることにしました。この時私は⼈⼯内⽿の装⽤により聴空間感覚の獲得と時間の観念が
強まったため、それまでとは異なる⽴体や空間表現への道を切り開いたと考えています。
その時に制作したアニメーションはろう者として、また聴者として⼆重に分断されたアイデンティティを表現
しています。私はここでろう者のアイコンとして⼝を使っていたのではなく、アイロニックな歌を歌うことに
より「聞こえなくてもできる。」「聞こえないからできない」という⽭盾した⾔葉の裏に秘められた呪術の存
在を因果的に暗⽰していました。

http://yosi-nakamura.com/8545-2/


情報保障

視覚障がい者や聴覚障が
い者など、障がい等に
よって情報が得られない
⼈に対して、代替⼿段を
⽤いて情報を伝える（情
報を保障する）ことを⾔
います。
https://www.u-
x3.com/?p=1341

こうして新しい表現を模索する傍ら、あわせて英語の勉学にも励み、2018年にはメリーランド・インステ
チュート・カレッジ・オブ・アート（マイカ）の修⼠課程に在籍する機会を得ることができました。
渡⽶してから知ったことですが、アメリカだからといって必ずしも全ての研究機関においてろう者への情
報保障が提供されていたわけではありません。また研究機関からのサポートを必要としない学⽣も多くい
ました。
私には幸い⼤学院でノートテイクのサポートがあり、ノートテイカーがリアルタイムで⽂字起こしをして
くれました。私は⼤学院⼊試の⾯接の時にノートテイカーをつけてもらえるかどうか相談したので、そう
いった確認も必要だと思います。

https://www.u-x3.com/?p=1341


ノートテイク

ノートテイクというのは、筆記通訳のことで、重度難聴者の「⽿の代わり」をすることです。
すなわち話し⼿のことばやその場の⾳情報を忠実に聞き取り、遅れずに筆記していく、同時
通訳のようなものです。
https://www.sgu.ac.jp/bfc/kouhou/guide_nt/sub01.htm

https://www.sgu.ac.jp/bfc/kouhou/guide_nt/sub01.htm


1st year at MICA 
2019

この作品は修⼠1年の終わりに制作したものです。向かって左は⾳のある世界で会話しながら唇を紙に押し付け
ており、右側は⾳のない世界で同様の⾏為をしています。これは⾔葉と⾏為の関係性を表現しようとしていま
す。



2st year at MICA 2019

１、観客は観客同⼠、あるいは作家とどのようにコミュ
ニケーションすることができるのだろうか？

２、観客がコミュニケーションをする上で障壁と境界の
認識をすることができるのだろうか？

３、どうすればコンセプトに沿った効果的な空間を表現
することができるだろうか？

この時期から⾳響を活⽤した作品も作り始めていますが、制作する上で常に⼼がけてきたことがあります。

また制作する時は補聴器の⾳を切ることで、本来の⾃分に近い状態で表現することを試みています。これ
らの作品は、いわば⾳のない世界と⾳の聞こえる世界をつなぐ橋渡しの中から⽣み出されたと⾔えます。



http://yosi-nakamura.com/8319-2/

2st year at MICA 
2019

これから動画を少しお⾒せします。

この作品は、地下室へ向かう階段空間で表現したインスタレーションであり、観客の潜在意識の奥深くにあ
る原始的な感情や記憶を呼び起こすことを⽬的としています。この階段は⼦宮へ向かう産道を模しており、
⽣と死のサイクルを暗⽰しています。また⿇の紐は、動脈と静脈の⾎液経路を象徴しており、⽇本画で学ん
だ染⾊技術で染めあげています。全体的な紐の形状は、⾳が跳ね返るフィルタリング現象を表しており、天
井には2つのスピーカーがぶら下がっています。スピーカーからホワイトノイズを⽣成させており、これは⼦
宮の中で私達が聞いていた⾳だそうです。さらに、観客は⽯や⾦網を叩いて⼤きな⾳を作りだすことができ、
私たちの遠い祖先も⽯を叩いて⾳楽を作り出していたのだろうと思います。

http://yosi-nakamura.com/8319-2/


Solo exhibition at The welcome project space in 
Cincinnati 2021

残念ながらコロナウィルスの感染拡⼤により⼤学が閉鎖されてしまったので、⼤学院修了制作展は開催
されませんでした。
⼤学院修了後、Optional Practice Trainingというプログラムに申請したのですが、これは⽶国の職場との契
約があれば１年間継続して滞在することができるシステムです。
私はシンシナティ⼤学のマーク・ハリス教授の協⼒を得たこともあり、オハイオ州のシンシナティにあ
るWave Pool galleryと雇⽤関係を結び、個展を3回⾏いました。その時、修了展ではできなかった展⽰に
チャレンジすることもできました。



https://www.julioartgallery.com/yoshinakamura

Solo exhibition at Loyola University, Julio Fine Arts gallery in 
Baltimore 2021

この写真は、ボルチモアのロヨラ⼤学のジュリオファインアートギャラリーで企画個展をした時のもので
す。このパフォーマンスはキュレーターの希望で⾏われましたが、コロナ禍に伴い観客の⼊場が制限され

たためオンラインで公開されています。

https://www.julioartgallery.com/yoshinakamura


http://yosi-nakamura.com/?page_id=8396

木timberland木, the project at Valley Park in 
Cincinnati  2020

こちらは、シンシナティの現代美術館とWave Pool gallery、マーク教授とのコラボレーションです。私は聴者
と同じように聞こえているわけではありませんが、観客や演奏する⼈の反応などその場の雰囲気を楽しんで
います。ここで私が⾔いたいのは、ろう者と聴者がお互いに異なる知覚を持っていても分かり合おうとする
気持ちさえあれば、必ず何らかしら共感できる接点が⾒つかるのだということです。これはろう者に限らず、
他の障害のある⼈と健常者の間においても同じだと思います。

http://yosi-nakamura.com/?page_id=8396


フランコニア彫刻公園でのアーティス
ト・イン・レジデンス

次にレジデンスのお話をします。今年の8⽉にOptional Practice Trainingが終わり完全帰国をするところ
でしたが、帰国前に勧められたミネソタ州のレシデンスに応募したところ採⽤されました。そのため
9⽉に再渡⽶し、先⽇の11⽉末に帰国してきました。



http://yosi-nakamura.com/17690-2/

このドローイングは⾳響効果のある12個の茶室をイメージしたものであり、聴者である親友との深い対話
を通して⽣み出されたものです。

http://yosi-nakamura.com/17690-2/


キュレーターからは、できれば茶室を４つ作ってほしいとの依頼がありましたが、実際には予算、スケ
ジュール、天候などの関係もあり、１つだけ完成させています。



http://yosi-nakamura.com/oto-no-chashitu/

Artist In Residence in Franconia 
Sculpture Park 2021

ホームページにその⼀つ⽬の茶室と制作過程を公開しています。

ミネソタの⼤学の学⽣⼆⼈を助⼿として雇っていたのですが、それでも時には深夜まで⼀⼈で働いてい
ました。幸いろうの建築家である親友からのアドバイスもあり、無事に完成させることができました。
茶室が完成した後は、⼆回パフォーマンスが⾏われました。新⼈アーティストの⽅がダンサーとして協
⼒してくれたため、とても素晴らしいパフォーマンスになりました。

http://yosi-nakamura.com/oto-no-chashitu/


これで私の作品説明を終えたいと思いますが、最後に「知覚の境界を超える表現の可能性」について私
が共感したことを述べさせていただきます。
今⽇まで「知覚の境界を超える表現の可能性」を追求するため、ひたすら突き進んできました。例える
なら⽬の前に⼭があり、どんなに険しくても頂上に登ろうとする登⼭家と似ていると思います。
しかし、その⼀⽅で⼭に登らず遠くから眺めるのが好きな⼈もいます。あるいは途中まで登ってから、
のんびり景⾊を眺める⼈もいます。それと同じように、障害者も健常者もそれぞれの⽅法で登⼭を楽し
めれば良いはずです。



パワーポイントの図は、親交のある⼼理学者から紹介されたもので、京都⼤学障害学⽣⽀援ルームの資料か
らの引⽤です。このモデルから、個別の対応だけでは不可能なことを⽰唆しています。このモデルを受けて、
当事者⾃⾝が積極的に社会へ働きかけたり、聴者への教育も進めていくことができるという考え⽅に私も強
く共感しています。
また他にも障害を「⽂化的な違い」と捉えることもできるというご助⾔もいただいています。実際にアメリ
カで⾒てきたろうの⼈たちは、彼らの⽂化を誇りに思っていました。



私は本⾳を⾔えば「障害」すらも俯瞰すればグラデーションのように広がっていますので、ろう者と
健聴者、障害者と健常者のように⼆元的に分けたくはありません。けれど、社会的な課題となってい
る限り、あえて⽴ち位置を明快にすると考え、現在は⾃分を「ろう者」という⽴ち位置に置いていま
す。



The Geffen Contemporary at MOCA (ロサ
ンゼルス現代美術館)

したがって私にとってアートによりそれぞれが抱えているアイデンティティや社会問題を問いかけて
いくあり⽅も、⼤きな意義を持ちます。それは、アートにより境界を超えていくことを可能とするは
ずです。すなわち、障害者と健常者、マイノリティとマジョリティのように境界で分断されている両
者が想像⼒を働かせながらお互いの⽴場を尊重し合うことができます。
補⾜ですが、ミネソタ州でのレジデンスから東京に帰る経由地でロサンゼルスに寄ったのですが、美
術館の横にあったコンテンポラリーアーティストのバーバラ・クルーガーの壁画が、この可能性につ
いて考える参考になるかもしれません。



このステートメントには障害を持っている⼈のことには触れていませんが、多様な⼈たちとの社会的参与
を促しています。もちろんこの壁画からドラマチックな⾊彩や絵画的構成を意識していることが伺えるよ
うに、審美的な要素も必要とされています。



壁画の近くのギャラリーに訪問した時も、スタッフから「私たちは障害を持つ⼈たちのアクセシビリテーを
⾼めたいと思っています。どうすればろう者がギャラリーにアクセスできるだろうか？」と観客である私に
質問してくださいました。⽇本でも同様に美術館や画廊、教育の場での多様性への理解とアクセスが進むこ
とを願っています。



ご静聴ありがとうございました！

それでは、これにてプレゼンを終えます。ご静聴ありがとうございました。


