
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９回 女子美パリ賞報告書 

井上 麻由美 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【経歴】 

 

 

 

 

 

井上麻由美 （造形作家） 

 

1988 年 福岡県生まれ 

2012 年 女子美術大学ファッション造形学科卒業 

     平成２３年度女子美術大学美術館賞 受賞 

2012-2018 年 テレビ制作会社報道局勤務 ディレクターを務める 

2017 年 平成３０年度 第１９回「女子美パリ賞」受賞  

2018 年 パリのアーティストレジデンス Cité Internationale des Arts 滞在 

現在、フランス・パリを拠点に作家活動を行う 

 

【主な展示•研究】 

2010 年 セルビア共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナにて難民支援の 

                  “スタディー•ツアー”に参加 NPO 法人 ACC•希望 

2011 年 街路ミュージアム銀座「こっとんリボン」ジョシビヤーンコットンプロジェクト参加 

    「共鳴するピアノサウンド」Piano band 演奏会映像制作 神奈川県立音楽堂 

     「糸むす展 セルビアのおばあさんと私たちの心の森」下北アートスペースギャラリー 

2012 年「七月七日展 vol.2 幸せはあしもとに」 プロモ・アルテ ギャラリー  

2013 年「眞田塾展 衣服の文」AXIS GALLERY  

     「The Emerging Photography Artist 2013－新進気鋭のアート写真家展－」 

                                         インスタイル・フォトグラフィー・センター 

    「七月七日展 vol.3 しあわせについて」 プロモ・アルテ ギャラリー 

2014 年「祝い集うデザイン展」 生活工房ギャラリー 

    「七月七日展 vol.4 本質とはなにか」 プロモ・アルテ ギャラリー 

2015 年「羊をかぶるマーケット」 生活工房ギャラリー 

     「七月七日展 vol.5 本の衣服展」  東京展 GALLERY ZAVA 

2016 年「七月七日展 vol.5 本の衣服展」  京都展 GALLERYGALLERY 

     「眞田岳彦 Xibu 展／眞田塾デザインプロダクト」 オリエンタルデザインギャラリー 

     「七月七日展 vol.6 飛び出すテキスタイル展」  東京 CYCU 渋谷 

     「七月七日展 vol.6 飛び出すテキスタイル展」  台湾 透明公園 

2018 年「眞田塾展 快楽」AXIS GALLERY 

     「Passé ‒ Lumière ‒ Futur 過去/光/未来」Cité internationale des arts · パリ 

 



【国際芸術都市滞在の動機・目的】 

 

４歳の頃の私の夢は“絵描きさんになる”ことでした。幼稚園の校長先生や両親にピンクのコスモスの絵をほめられ

たことがきっかけです。今の私の夢も変わらずアーティストになることです。（今の私は名乗っているだけで、まだ、

アーティストではないと思っています。） 

今年、私は３０歳になりました。これから、小さい頃の自分と同じように、ここに夢を書くことをお許しください。

私は、ベネチアビエンナーレに作品を出せるようなアーティストになって、子育てもしながら、お婆ちゃんになっ

てもマイペースに作品を造っていられるような女性でありたいと思っています。そんな理想の自分に一歩でも近づ

くため、パリ賞に応募しました。 

 

私は女子美を卒業してから２０１８年の３月まで約６年間、日本テレビの報道局で働いていました。アシスタント

ディレクターを経て、最終的には企画のディレクターを勤めました。ニュースや世の中の流行について考え、自分

で企画・取材をしてＶＴＲを制作する仕事は、とてもやり甲斐がありました。テレビの仕事をしていた頃はとても

充実した日々でしたが、アーティストというよりもテレビ制作のディレクターである自分の比重が大きかったので、

パリ滞在をきっかけにアーティスト活動を本格的に始めたいと考えました。 

 

今回、パリ賞を受賞することが出来て、私は報道の仕事をしていた自分だからできる作品を作りたいと思うように

なりました。パリに来て直ぐはもちろん、何をどう進めていけば良いのか全くわかりませんでした。なぜなら報道

の仕事というのは、アートと対局にあるからです。 

例えば、報道では「公平性・中立性」が必要で、伝えるのは“事実”であり、自分の意見を発信することはありませ

ん。一方で、美術作品を作るということは、とても主観的な作業です。いつも、何をするにも自分の嗜好があり、

自分の伝えたいメッセージやコンセプトがあります。描くものが事実である必要もないのです。 

さらに、テレビの場合は視聴者への「分かりやすさ」も大切でした。せっかく意味のある情報を伝えようとしても、

難しければ観てもらえませんし、多くの人が興味を持ってくれるような題材の選び方をしなければなりません。大

衆にウケるために、分かりやすい言葉遣いや演出を考えていましたが、美術作品に関しては必ずしも分かりやすく

ある必要はないと思うのです。感覚に訴えることが出来れば、頭での理解・分かりやすさは無くてもいいと思って

います。逆に、普段アートに触れない人にも分かる作品は理想的かもしれませんが、皆に分かりやすい作品ばかり

になってしまうと、人は考えなくなりますし見る側の目も衰えていくのではないかと思います。この真逆の考え方

を両方捨てないで、うまく融合させることがパリでの課題の１つだと思っていました。 

そのためには、報道番組の仕事をしていた時に仕舞い込んでいた感覚的な部分を少しずつ解いて、開放していく作

業が必要でした。この後の活動報告の部分で、感覚がどう変化していったのか私自身も振り返りなからこの報告書

を書き進めたいと思います。 

 

 

  

 

 

 



【制作・研究活動】 

■４月 パリ到着 -外国人- 

４月の到着時、私は日本で直前まで仕事を続けていたことや、展覧会参加の予定があったこと、渡仏の準備で忙し

く、かなり体調を崩していました。また初めてのフランスで右も左もわからず、知り合いもいませんでした。熱と

声が出ない日々が続きました。言葉も分からず、友達を作る気力もなかった私は、５月頭までの約一ヶ月の間、誰

とも交流することなくひとりで過ごしました。知り合いに誰とも会わないということが、人生初めての経験でした。 

遠出することも出来ず、時々、アトリエの側のセーヌ川でひとりご飯を食べていました。天気がいい日の夕暮れ時

は、川縁に座る場所がないほど多くの人々で賑わっています。本当にたくさんの人が居るのに、ここに知っている

人が誰も居ない。そこで感じたのが、私が“外国人”であるということです。 

私にとって、このパリ滞在は初めての海外生活だったので、誰も私を知らない、誰も私の話す言葉が分からない、

誰も私に興味がないという、居ないのと同じような存在になる経験は初めてでした。もともと、ひとりで海外旅行

をするのは好きでしたが、住むことは旅行の時のような興奮状態とは違います。新しい文化や景色に出会うと同時

に、一人である自分を意識することも始まりました。パリ滞在中に何度か読み返した本で三木清さんの『人生論ノ

ート』の中に孤独について書かれた章があります。〔孤独というものは独居のことではない。独居は孤独の一つの条

件に過ぎず、しかもその外的な条件である。むしろひとは孤独を逃れるために独居しさえするのである。・・・孤独

は山になく、街にある。一人の人間にあるのでなく、大勢の人間の「間」にあるのである。孤独は「間」にあるも

のとして空間の如きものである。「真空の恐怖」—それは物質のものでなくて人間のものである。〕私はこの文章に、

とても強い共感を覚えました。しかし、それは、もの凄い“孤独”であると同時に“自由”でもありました。	

日本で働いていた時に、「誰も私のことを知らない所に行きたい」と思ったことが何度もありました。実現してみる

と、その状況は思っていたよりも辛かったですが、心地よいと感じる瞬間もあり、とても貴重な経験になったと思

います。孤独のとらえ方は年代や環境によって人それぞれ違うと思いますが、いつも愛する人に囲まれて生きてき

た私の２０代の最後に訪れた孤独な時間は、今振り返ると二度と無い贅沢な時間のようにも感じます。 

 

■５月 セルビアを訪ねて -「出会った」ということ- 

私は女子美の学生時代に「糸が結ぶセルビアと日本」というサークル活動に力をいれていました。旧ユーゴスラビ

ア地域に住む女性たちの間では、編み物や刺繍といった手仕事が伝統的に盛んです。このサークルでは、セルビア

に住む、コソボ難民のおばあさんたちの作品を日本で紹介・販売することや、おばあさんたちと女子美の学生で一

緒に制作した作品を発表していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※おばあさんと作品         ※おばあさんの作品販売の様子 



私は２０１０年の当時大学２年生だった時に、セルビアのおばあさんたちに会いに行きました。それから 8年たっ

た昨年の５月に、このパリ滞在をきっかけにして再びセルビアを訪れることが出来ました。８年ぶりに会ったおば

あさんたちは、以前よりも痩せて、年をとった印象がありました。紛争が終わってから約２０年の月日が流れても、

おばあさんたちは難民のままでした。そして、この８年の間に亡くなったおばあさんもいました。 

私は、自分に問いかけていました。「なぜ“セルビアのおばあさん”に会いに行くのか」と。紛争や難民といった解決

の難しい問題は世界中にたくさんあり、日本にも困っている人は沢山います。ではなぜ“セルビアのおばあさん”な

のか？今もはっきりとした答えは無いのですが「出会った」ということが大きな理由になっている気がします。私

たちの限られた時間の中では、世界中の人々に会うことはできません。ただ、その人生の中で、少しでも関係性が

生まれたのであれば、そこで出会った人と信頼関係を築くことや、楽しみを共有することが、自分自身にとっても

かけがえのない時間になるのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※セルビアのブルニャチカ・バニャにて再会        ※いつも陽気なラトカさん 

   

私が施設を訪問したときに、コソボの唄を歌い聴かせてくれるおばあさんがいました。そして、その側で聴き入っ

ているおばあさんの目からは涙が溢れていました。故郷の唄を歌い聴くことで、母国に帰ったように感じたのかも

しれません。どんなに時間が経ってもおばあさんたちの故郷への想いは変わっていないと感じました。 

難民のおばあさんたちが幼い頃からやってきた刺繍や編み物、織物はとても美しいです。今回の訪問を通して、と

ても大切な言葉に出会いました。「伝統を守っていくのではなく、私たちは伝統に守られている」という言葉です。

目に見えるものを失ったとしても、自分の中にあるものは決して奪われないこと。それが、おばあさんたちにとっ

ては、伝統的な手仕事である刺繍や編み物であること。伝統は何も無いところでも“私”を支えるものであることを

学びました。同時に、日本人である私の中にある“伝統”とは何かを考えるきっかけになったと感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ※コソボの唄を歌うおばあさんたち 



■ ６月 友人との関わり方 

英語もフランス後もあまり上手く話すことが出来ない私には、分からないことを何度もゆっくり説明してくれるよ

うな優しい友達が出来ました。一番仲良くなった友達は、Cité internationale des arts（以降 Cité）の主催する

フランス語クラスで出会いました。基本的にコミュニケーションは全て英語ですが、私のようにフランス語を学ぼ

うとしているアーティストもいて、一緒に勉強することは気の合う友達を作る近道になりました。また、ダンサー

の友人が主催していたワークショップに参加し、パフォーマンスの作品に参加したことで、全く異なるジャンルの

友達を作ることも出来ました。ただ、Cité には私のように１年滞在するアーティストは少なく、基本的に２～３ヶ

月、長くて半年です。世界中に友達ができましたが、同時に多くの友人を見送ることが滞在中に悲しく感じたこと

の一つでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※台湾人ダンサーChen Yi-Enさん主催のW.S に参加した時     ※友人とランチ 

 

フランス語の習得に関しては、夏ごろまで会話中心の Cité 内のフランス語クラスに通い、その後、文法を勉強した

いと思いフランス語のプライベートスクールに通いました。Cité は海外からのアーティストが多いため、フランス

人とフランス語で会話するためには、Cité の外で友達を作る必要がありました。私はmeet up という交流サイト

を利用して、日本語を勉強したいフランス人と出会い会話する機会を作っていました。そこで出会ったフランス人

の友人達は、知らなかったフランスのことを教えてくれたり、後々、私のアートプロジェクトに協力してくれるな

ど本当によい出会いになったと思っています。 

 

■ 絹織物の町 フランス・リヨンを訪ねて 

フランス第２の都市リヨンは、中世より絹と織物の伝統が息づく町として知られる、ヨーロッパでも有数の商業都

市です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ※リヨンの町      



町の至る所に、建物内の通路“トラブール”という抜け道が残っています。これは、かつて織物工業が盛んだった頃、

商品を雨で濡らさないように、また織物のデザインが盗まれないよう人目を避ける目的があったといいます。その

入り口は一見普通の家の玄関のようです。しかし、一旦中に入ると、静かな細い抜け道が続き、まるで迷路のよう

に曲がりくねった道がどこに繋がっているのか分かりません。 

かつて数々の美しい織物が通った道を自分が歩くというのは不思議な気分で、歩いている間に自分も過去に近づい

ているような感覚になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※トラブール入り口               ※狭くて迷路のような道が続くトラブール  

 

私はフランスの歴史的記念物として登録されている、織りの工房“Atelier familial de tissage à btas”を訪ねまし

た。この工房は１８７８年～１９９６年まで、実際に織物が生産されていました。現在、生産は行なっていません

が、歴史を伝えていく重要な場所として一般公開されています。 

工房にはたくさんのジャガード織り機が置いてあり、実際に手で織っている様子をみることもできます。多くの作

品を生み出してきたであろう織り機たちには、重厚感があり、職人たちが持っていた誇りをそのまま受け継いでい

るような印象でした。そして、織られた布の美しさもさることながら、織り機に通してある約９０００本の縦糸が

上下する様子は、それだけで芸術的な美しさでした。 

 

工房の管理者であるジャン・ポールさんによると、かつてリヨンに約１万軒あった工房の中で、今も実際に手織り

の織物を生産しているのは、わずか２軒。その２軒の工房がどこに織物を卸しているのか尋ねると、フランスの「ベ

ルサイユ宮殿」だと言います。正直に言うと、私はベルサイユ宮殿の豪華さがとても苦手でした。しかし、ベルサ

イユ宮殿での修復は、単に見た目だけではなく、当時と同じ技法を用いた手織りの布を使用していることを知り、

宮殿の見方が変わりました。美しさを維持するだけでなく、その奥にある文化・伝統そのものが途絶えないように

する役目があったことに感激しました。時代が進むと共にますます伝統を保持するのが難しくなるなか、観光地を

通して伝統を守り、人々に伝えていくという姿勢に、フランスの“継承”に対する熱意を感じました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ジャン・ポールさんによる織り機操作の様子             ※職人が１ヶ月かけて通すという縦糸     

 

■ １１月 名前を織る 

フランスに滞在を始めてから興味を持った織の技法を用いて、１１月に舞台の衣装を制作しました。この舞台を一

緒に制作したメンバーは、Cité 在住の人ではなく、パリに長く住む日本人のアーティストの方々でした。この舞台

では、パリで作品発表の機会を得られただけではなく、パリに住む日本人アーティストに出会うことができたこと

は、本当に私の財産だと思います。 

 

この衣装は“名前”について考えた作品です。私たちは曖昧であることが当たり前の世界の中で“区別”をするために

名前をつけてしまいました。この作品の素材は紙で、私が覚えてきた名前を書いた紙を織って制作しました。重ね

着した衣装を脱ぎ捨てていくことは、名前からの解放のようで、現実には手に入りそうもない“自分の名前さえも無

い自由”を願って作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ パリ・Cité internationale des arts で行った舞台「Passé ‒ Lumière ‒ Futur」の衣装 

 

制作にあたって道具や材料を揃えるのにとても苦労しました。まずは織り機が見つからないことです。学生の頃は

ファッション造形学科の設備を使用していましたが、パリでは、どこに行けば織り機を使わせてもらえるのか分か

りませんでした。Cité の人に聞いても、手芸店で聞いても、テキスタイルの学校に通う友達にきいても誰も知りま

せんでした。悩んだ末、インターネットで購入することにしたのですが、当然日本語では無いため織り機を選ぶと



ころから苦労しました。最終的にアメリカのメーカーが作っている、家庭用の織り機を購入することにしました。

しかし、早く届くように追加料金も支払っていたのに、指定の日を過ぎてもなかなか届きません。私は初めてフラ

ンスで海外からの買い物をしたので、アメリカから送るのに関税がかかってしまうことを知らなかったのです。受

付の人に配達日や料金を一緒に確認をしてもらい、アメリカに送り返されるギリギリで受け取ることができました。

先ず、フランスで制作に必要な荷物を受け取ることの大変さを痛感させられました。 

また、材料の問題もありました。私は織に使う綿の縦糸を探すことにも苦労しました。織り機同様に思いつく限り

の人に聞いてみたのですが、結局見つけることができず、綿ではなくナイロンの細い糸で制作しました。私は異国

の地で材料を探すことの難しさを知ることになりました。日本であれば、大学の先生や友達にどこに売っているの

か聞くことができます。しかし、その頃の私は、まだ日本のようにコミュニティーがないので、売っている場所を

絶対知っている人を知らなかったのです。まず、制作を始めることに苦労するという経験をして、異国での滞在は

勉強させられることばかりだなと思いました。 

 

■ １月 アウシュヴィッツを訪ねて-髪の織物- 

日本に居るのは、同じ肌の色、同じ文化、同じ言葉を話す“日本人ばかりだと思います。私は日本に居たときに、人

種の違いや、宗教の違いを意識することはありませんでした。パリに来る前は東京・浅草に住んでいました。観光

客は多いですが、日本に住んでいる外国人はほとんど居ないように感じていました。日本では電車に乗っていると

外国人観光客は目立ちますが、パリでは地下鉄に乗れば人種が様々で、誰かが目立つということはありません。日

本は地方によって習慣の違いはありますが、同じ日本人あるということが前提にあるので、習慣や文化の違いを悪

く思うことはありません。（日本にも人種問題はありますが、私の周りでは意識させられたことはありませんでした。）

日本では感じることの無かった、人種や宗教での争いについてもっと理解を深めなければいけないと思いました。 

 

中学や高校の歴史の授業の中でナチス・ドイツの行なったユダヤ民族の大量虐殺。日本ではあまり知られていませ

んが、アウシュヴィッツでは女性の髪をドイツに送り、織物を作っていたといいます。後に詳しく書きますが、私

は新しいプロジェクトのために、この髪の布にまつわる歴史を知っておく必要がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アウシュヴィッツⅠの門「働けば自由になる」     ※倉庫のような収容所 

 

私は友人と１月にポーランドのアウシュヴィッツ強制収容所を訪れました。美術館として一般公開されている施設

は、一見倉庫のようで、ここで大虐殺や人体実験が行われていたとは信じられないというのが最初の印象でした。 

実際にユダヤ人を収容していた建物には、大量の食器や靴、服などの日用品が展示されています。強制的に連れて

来られた人々はアウシュヴィッツ到着後に何が待ち受けているのかを知らずに、生活用品を持参していました。特



に印象的だったのは靴で、誰もが必ず履いている靴は、そのサイズやデザインで子供用や女性、男性など違いが分

かります。本当に、履いていた本人を象徴しているような気がして、強いショックと共に目が離せない自分が居ま

した。私は、アウシュヴィッツの施設内で遺品の写真を何枚か撮っていたので、この報告書のために見返すと、ほ

とんどの写真がブレていて使えません。普段、写真のほどんどがブレてしまうことは無いですし、撮った時に、確

認していたつもりでした。被写体に向き合った時の自分の動揺を写真から感じました。持ち主を失ってしまった物

たちは、今もひっそり、持ち主の代わりにその存在の痕跡と歴史的な事実を伝えようとしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 靴の山                      ※こどもの靴 

 

そして、一番の目的である髪の展示を見ました。ここでの撮影は禁止されていたので写真を載せることはできませ

んが、２トン近い女性の髪の毛が展示されていました。色や長さも様々で、三つ編みされ紐で縛られていたり、フ

ェルト状になった髪が山のように積まれていました。案内書『追悼の場・アウシュヴィッツ』によると、ナチス・

ドイツはアウシュヴィッツに送られて来た男性・女性の髪を切り、１９４２年から産業用の原料として集め始めた

のです。ガス室で殺されたユダヤ人女性の髪も利用されました。髪は袋に詰め込んでドイツ企業に売られ、織物生

地やフェルト製造用の材料になりました。展示室内には当時の写真もあり、ドイツに送られる前の大きな袋に詰め

られた髪が、高く積み上げられていました。 

実際に人の髪で作られた織物も見ることが出来ました。それは、一見、茶色い麻布のように見えるのですが、良く

みると細い繊維が縦糸の間から出ていて、髪で織られているのが分かります。言われなければ、人の髪で織られて

いるとは思わないでしょう。この生産された布の使い道はわかりませんが、人は非常事態になると、非人道的なこ

とを考え、実行出来てしまうのだと感じさせられました。亡くなった人の髪を切る作業、袋に詰める作業をさせら

れたユダヤ人の気持ちを考えるといたたまれないです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※アウシュヴィッツ IIビルケナウのユダヤ人輸送列車  ※収容所又はガス室行きの人の仕分けをした場所  



私が訪れた時の気温はー７℃で、最も寒い時にはー２５℃にもなるといいます。見学時はかなり厳しい寒さでした

が、当時ここで強制労働させられた人々の生活の厳しさを知るにはいい時期だったと思います。 

また、私が施設を訪れてよかったと思える理由の一つに、犠牲者に対する敬意を感じられたことです。展示の内容

も、悲惨な事実ではあっても美術館の作品の様に見やすさや、美しさを感じるものであったし、何よりこの歴史的

事実を伝えなければいけないという意思を強く感じました。英語のガイドツアーに参加したのですが、今まで多く

の訪問者に説明していると思うのですが、聞いている一人一人にこの歴史を懸命に伝えようとしている様子に感心

させられました。そして、ガス室を見学していた時には、犠牲者への敬意のため声を出さないように求められまし

た。そこでは、ガイドさん自身も声を発することはなく、手で見るべき場所を指し示すだけでした。そういった場

所での振る舞い方から、伝えようとしている人々の敬意と真剣さが伝わって来ました。 

一緒にアウシュヴィッツを訪れた友人が最近触れた言葉を教えてくれました。「何が起きているのかを知り、自分の

視点を持つことが大事だ」。本当にその通りだと思いました。歴史的事実を知っているだけでは、そこに自分の意見

や心はなく、ただの知識で、そこから自分が学ぶことは無いと思います。全ての歴史的な場所を訪れることは難し

いですが、観光の中では美しい景色ばかりを求めるのではなく、目を背けたくなるような歴史的な事実にも向き合

い、実際に見て自分の意見を探すことが大切だと思いました。そして、それぞれの人が体感し、その事実に対し現

実味を感じなければ、同じ悲劇は繰り返すと思います。 

 

■ ２月 新しいプロジェクト -いのちの糸- 

私は小さい頃から自分の髪にコンプレックスを持っていました。私の髪は直毛に見えるのですが、部分的にくせ毛

です。小学生のころから、そのくせのある髪を抜いては集めるという行為を繰り返してきました。その癖について

はなかなか人に話すことも出来なかったのですが、２０１３年に作品にしてみることにしました。制作・作品を通

して、自分自身の髪への愛着を知りました。その癖のある髪は何物にも変えられない、私が祖先から受け継いだ膨

大な時間と命の蓄積を象徴するものなのです。そして、髪に集中している時に、私は全ての物事を忘れ安堵してい

ることに気付きました。 

前述の通り、私は６年間ニュース番組の仕事をしていました。その仕事の一つで２月４日の「世界がんデー」に合

わせて、がんの患者の“髪”についての企画を作りました。がんの患者を専門にした医療美容師を取り上げた企画で

す。医療美容師は、抗がん剤による脱毛への知識があり、頭皮や髪ケアについて教えてくれるほか、通常の髪のカ

ットだけでなくがんの治療に適した頭皮のマッサージや医療用ウィッグのカットも行います。がんの中でも抗がん

剤の副作用による脱毛に着目したのは、小さい頃からの髪へのコンプレックスや執着、特別に思う気持ちが自分と

重なったからだと思っています。 

 

私はパリに来て、以前していた報道の仕事とアートの仕事をどう結びつけるかを課題としてきました。そこで、今

進めている新しいプロジェクト【命の糸プロジェクト（仮）】を立ち上げました。これは、がん患者の髪を提供して

もらい、私が織の作品を作るというものです。私は、髪は“人が紡ぐ糸”だと思っています。日々を共に過ごし、楽

しかった時、辛かった時の想いも刻みながら成長する糸。髪には人それぞれの記憶が紡がれています。誰にとって

も、髪は愛しい自分の一部であると思うのです。私はテレビ企画のための取材をするなかで、抗がん剤の副作用と

して起こる脱毛はガン患者に心理的にも大きなストレスを与えていることを痛感しました。治療のためとはいえ、

共に過ごしてきた髪を失う喪失感は私が想像できないほど苦しいものだと思います。しかし、治療を始める前に切

った髪や、治療中に抜けてしまった髪は、がん患者の生きる決意の証だと思うのです。日常的に美容室でカットさ



れる髪と、がん患者が一時的に失う髪とでは、その重み、決意が全く異なります。私は、私はがんに立ち向かう彼

女たちの強さ、痛み、他のがん患者への優しさを髪を通してアート作品という形に残したいと思うようになりまし

た。作品で使用する髪は、誰のものでもいいという訳ではありません。私は、その髪に宿る患者の想いも表現した

いのです。髪を辛さの象徴ではなく、いのちの象徴として使用したい。それは、がん患者が今ここに居ることの証、

つまり、作品というかたちで “存在の証明” を残すことです。 私は今まで患者さんと共に生きてきた髪に、新た

な命を吹き込み、生きる意志、紡いできた記憶を作品として形に残したいと思っています。そして、私は、一度は

失われた髪が、観る人を感動させる作品へと再生する瞬間を実現させたいと願っています。 

 

このプロジェクトは意味のある行為・作品だと思う一方で、簡単に進む作品では無いこともわかっています。なか

なか理解を得るのが難しく、協力してくれる方を長い間見つけることができませんでした。難しさの理由には、内

容のセンシティブさ、複雑さだけではなく、私の語学力の問題や、周りからの非難の声や患者を傷つけてしまう可

能性への恐怖心も影響していたと思います。 ヨーロッパでは上記のような、ユダヤ人の髪を素材に布を作ったと

いう歴史があります。私がその事実を知っている上で、そのアウシュビッツでの出来事とは根本的にコンセプトが

異なるということも、説明する必要がありました。 

パリのがん支援団体に協力を呼びかけるなどしましたが、協力してくれるがん患者が見つからず、制作が進まない

日々が過ぎていた時、２月にひとり髪を提供してくれるというフランス人男性・ギさん（６７歳）に出会いました。

彼は、４年前に大腸癌を発見し、摘出手術をした後、抗がん剤治療を始めました。そして、副作用によって抜けた

その髪を、保管していたといいます。彼は、この髪について“癌と戦った証拠”だと言います。クシでといた時に抜

けた髪を袋に入れて採っておいたそうです。「捨てることは出来たけど、体の一部で捨てるべきではないと思った。

人が亡くなったら葬式をする。同じように、髪が落ちても、髪は自分の一部だから尊敬すべきだ。」と話してくれま

した。また、私からの提案を聞いて、なぜ自分が髪を保管していたのかを考えるきっかけになったと言ってくれま

した。私はギさんの思いの詰まった髪を使用して、制作を初めています。 

そして、４月にフランスの有名な癌センターInstitut Curie（キュリー研究所）の抗がん剤専門医にこのプロジェク

トについて話をすること出来ました。まだどう進められるか相談している段階ですが、少しずつ理解して、協力し

てくれる人を探していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※髪を提供してくれたギさん(６７歳)   ※抗がん剤治療で抜けた髪 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ※ギさんの髪を織った作品 

 

このプロジェクトを進めるにあたり、日本人とフランス人の考え方の差を感じる場面が多々ありました。がん患者

では無い人にこのプロジェクトを話したとき、日本人の方が強い抵抗があると感じました。反対意見があるのは覚

悟していましたが、私が強く感じたのは「アート」に対する認識の違いです。フランス人の生活の中には、日本人

よりもアートが根付いていると思います。私の考える作品も「アート」の一つだと考えてくれる土壌があるのです。 

一方、日本人と話しているときに理解されない、ひとつのキーワードとして“癌患者との関わり＝ボランティア”と

いう概念があることに気づきました。この作品が支援活動のように癌患者を助けているもの、支えになっていなけ

れば、活動する意味が分からないようです。私はこれをボランティアの活動として、がん患者のためにやっている

のではなく、がん患者に協力してもらい、自分の表現としてやりたいと思っているのです。患者を助けたい！と思

いボランティアをするのであれば、フランスの支援団体や病院にお金を寄付する方法もあるでしょう。また、病院

で心のケアのためにアート教室をやる方が、よっぽど患者のためになるかもしれません。しかし、そうではなく、

このプロジェクトでは、患者さんの思いや記憶を素材にアート作品を作り、お互いの“存在の証明”をしたいと思っ

ているのです。この活動が慈善事業ではないことへの理解を得ること、分かりやすい説明を出来るようにすること

が今の課題の一つです。そして、協力してくれる患者さんの合意が得られれば、この作品をアートとして売りたい

と思っています。“売れる”ということは、そこに価値が生まれたということです。買ってもらうことは、私でも患者

でもない他者がこの作品の中に美しさや意味を見出したことの証であり、価値を高めることに繋がるのです。また、

お金を得られることによって私自身もこの作品の制作を続けていくことができるのです。それこそが、アーティス

トであるということだと信じています。 

また、フランス人の日本人と違うと感じるところは、個人主義であるということです。フランス人は誰かが悪いと

言っていても、他人の意見に左右されずに、自分の意見を持つことが出来る国民だと思います。私にとってフラン

スは言葉の通じないという意味で説明に苦しむ部分はありますが、国民性として、コンセプトを理解してくれる人

は日本よりも多いのではないかと考えています。今は、フランスでの発表を続けた後に、日本でも発表・協力者探

し進める方向で考えています。作品について日本人の知人に厳しい意見を受けたこともありましたが、反対意見を

ちゃんと言ってくれる人は本当に貴重で、私はそれをきっかけにより深く物事を考えることが出来たと感じていま

す。率直な意見を言ってくれた人々には、本当に感謝しています。 



 

ここに書くべきことかどうか悩みましたが、もう一つ私の悩んだ部分の話をします。それは、私の抗がん剤に対す

る意見が定まらないことです。日本でもフランスでもがんの３大療法は手術、放射線療法、薬物療法（抗がん剤治

療）です。手術や放射線治療は局所的ながんの治療には有効ですが、全身に散らばったがん細胞に対して、全てを

手術で取り除くことや、放射線を照射することはできません。抗がん剤は血液に投与し、全身をめぐり体内のがん

細胞の分裂を抑制し、破壊します。その際に、正常な細胞も破壊してしまうことから、高い頻度で副作用の発生が

あります。また、治療のために抗がん剤の使用が避けられず、かつ代替する治療がないのが現状なのです。抗がん

剤治療をめぐっては様々な議論がされていて「抗がん剤そのものが癌患者を弱らせ、命を縮めてしまう」という意

見もあります。癌治療について調べていく中で、もし私ががんになったら、又は家族ががんになったら抗がん剤治

療をするだろうか？と考えました。私の中で、その答えはまだ出ていません。答えが出ないことで、考え、悩まな

ければいけないことがありました。それは、この作品を作ることで、抗がん剤治療を推奨するという立場になって

しまうのではないか、また、自分は抗がん剤を使うと言い切れていない状態でこの作品に向かうことは、患者さん

に対して失礼なのではないか、という点でした。現時点で私が出した答えは、その議論を踏まえた上で“残す”とい

うことです。どういう事かと言うと、近年、がんの研究や新しい治療法の開発も進められています。私は将来、が

ん治療の副作用で苦しまずにすむ時代が来ると思っています。その日がいつになるのか私には分かりませんが、人

類はこのがんという課題を克服すると思うのです。がんで苦しむことが無い時代が来た時に、かつて髪を失うよう

な辛い治療があったことや、患者や社会がその治療の道のりをどう考え、苦しみをどう乗り越えようとしていたの

かを作品として形に残しておくことは意味があるはず。私のこの答えは、今後、がん患者や医師との出会いのなか

で変わっていくだろうし、当然、考え方を成長させていかなければなりません。 

最終的に、色々なことを考え、反対意見に向き合いながらも、自分に“やってもいい”と思わせる納得出来る理由を

なんとか導き出している私は、やはりこの作品を“やってみたい”と思っているのです。今は、このプロジェクトを

しばらくフランスで続けたいなと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【結び】 

■生き方 ‒遊びとお金について- 

私はフランスに来て考えさせられたことのひとつに、遊びの価値観があります。極端な言い方かもしれませんが、

日本ではお金が無いと楽しめない、フランスではお金が無くても楽しめるということです。パリは無料でアートに

触れることが出来る機会も多いです。毎晩色々なギャラリーでオープニングパーティーが開かれていて、誰でも行

くことができるし、毎月第一日曜日は無料になる美術館や文化施設がたくさんあります。 

そして、一番印象的なのが、パリで生活していると公園やセーヌ川、道端のベンチで恋人たち、家族、若者のグル

ープやおひとり様でも本を読んだり、寝転んでいたり、楽しくおしゃべりしています。ふと、私は東京に住んでい

た時に公園で友達とおしゃべりしたことがあっただろうか？と思いました。振り返ると、私は友達と公園で待ち合

わせしたことはありませんし、花見でも無い限り、年上の先輩と外でお話をしたり、ご飯を食べるようなことはあ

りません。友達に公園に行こうよ！と誘われたこともありません。日本に居た頃の私の遊びは、旅行、美術館、映

画、友達とご飯に行くことでした。私は、日本での遊びにはお金がかかりすぎるのだと気付きました。理由を考え

た時に、日本にはお金を使わせる娯楽が多いのだと思います。例えば、カラオケ、漫画喫茶、ゲームセンター、パ

チンコなどを私はフランスで見たことがありません。フランス人も日本と同じようにショッピングや美味しいお酒

やご飯を嗜むことも同じ楽しみとしてあると思いますが、それと同じくらい、公園でのんびり過ごす楽しみかたも

忘れていないのだと思いました。私は、外でただのんびりする楽しみかたを完全に忘れていた自分に気がつきまし

た。 

そういった散歩するとか、屋外でゆっくりするという遊び方を忘れている限りは、たくさん働いて、お金を稼がな

ければいけません。私たちはお金が無いと楽しめないと、いつからか勘違いしてしまったのだと思います。子供の

頃は１円も持って無くても、公園とか森とかで楽しく遊んでいました。あれは、子供だったから楽しかったのでは

なく、大人になった自分が、勝手に子供の楽しみ方だと思い込んだだけだと思います。いま、フランスでお金を使

わない楽しみ方が出来ていますが、日本に帰った時に、水筒だけ持って公園に友達と行けるかどうか、試してみた

いと思います。 

 

■ パリで知った“自由の苦しさ” 

東京で働いているときも、有難いことに展示の機会を与えていただき、なんとか作品制作を続けていました。 

私の今までの人生では、常に“やらなければならない事”がありました。義務教育、高校や浪人時代の受験勉強、大

学では課題があり、働き出してからも仕事と役割を与えられていました。私はこのパリ滞在で初めて、何をしても

自由になったのです。そして、全てを自分で決めなければいけなくなったのです。 

ずっと憧れていた理想の環境を手に入れたにもかかわらず、私が陥ったのが、何をしたらいいか分からないという

状況でした。私は与えられた自由の大きさを前に、自分のやりたかったことさえも見失ってしまいました。 

情けないことに何も出来ない日々が続き、正直に言うと、とても苦しい時間でもありました。報告書を見ても分か

るように、私が１年のパリ滞在中に作品を発表したのは１回だけです。 

１年の滞在中から今も、自分がやりたいことは何か、何のために作品を作るのか、本当に作ることが好きなのか自

問自答は続いています。私はパリでの滞在がなければ、この自由の苦しさを知ることは一生無かったと思います。

私は今、自分の弱さと向き合うことが出来ていると思います。 

 

 



■ これから-報道とアート- 

今始めたばかりの、がん患者との髪の毛のプロジェクトが報道とアートを融合した作品になるのかどうかは分かり

ませんが、少なくとも報道番組の仕事をしなければ、この作品のアイデアは生まれなかったと思います。テレビの

仕事をする前は“わたし”について深く向き合うという制作スタイルでした。例えば、自分の祖先や家族など自分視

点の作品が多かったです。しかし、テレビの仕事をしたことで、今まで興味のなかったことにも触れなければなら

なかったし、他者の視点を持つことが出来るようになったと思うのです。私は、自分との共通点から、社会を見る

ことが出来るようになったと思っています。 

今の作品に繋がるまでは、私の人生の思いもよらない部分が影響しあっていると気づきました。小さい頃から自分

の髪の毛にコンプレックスがあったこと、大学で織などテキスタイルについて学んでいたこと、全く希望していな

かったのに報道局で働くことになったこと、自分の癖のある髪で作品制作し共感してくれる人に出会えたこと、番

組のがん企画で脱毛に悩む患者さん達に出会ったこと、パリに来て自由に発想する余裕が出来たこと。 

今回のパリに滞在した影響が、今後どのように作品の中に現れてくるのか、自分でも楽しみにしています。 

 

最後に、パリ滞在を通して異国の文化、新しい友人、知らなかった自分に出会うことが出来ました。ここでの経験

は私の人生を大きく変え、より豊かなものにしてくれたと思っています。このような貴重な機会を与えて下さった

皆様に、深く感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


