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特別トーク企画「ヴィークルと現代の芸術」（とんぼせんせい×須藤絢乃×加藤

隆文）	

加藤隆文 
 
	 本稿は、記号学会分科会《「運ぶ」ものとしてのヴィークル概念》第３回研究

会1において開催された特別トークの様子を、録音に基づいて記録したものであ

る。登壇者はイラストレーターのとんぼせんせい氏と美術家／フォトグラファー

の須藤絢乃氏、司会は加藤隆文である。	

 
司会	

	 今回の研究会全体のテーマとして、「ヴィークル」というのを掲げておりま

す。「ヴィークル」って、もともとラテン語の vehōという言葉が語源で、vehōは
「運ぶ」っていう意味の動詞です。そこから、英語で「ヴィークル」と言うと、

要するに「運ぶもの」、乗り物とか、もうまさに媒介という意味にもなります。

記号学会というのは記号をめぐるいろいろな現象を研究するところなんですけ

ど、わざわざ記号と言わずに「ヴィークル」と言おうというのを今回提案してい

ます。なぜかというと、「ヴィークル」と言うことによって、「乗り物」ってい

うイメージが付与されるんですよね。これによって、たんに「記号」と言ってい

たら「指し示すもの」「指し示されるもの」というような静的なイメージがつき

がちだったものに対して、運動という要素が加わると。それでもっと記号をめぐ

る考えというのが楽しくなってくるだろうということですね。	

	 そういう時に、やっぱり、具体的な対象がないと考えづらいと思うわけです。

そこで今回、お二人の作家さん、とんぼせんせいと須藤絢乃さんを、そういう話

題にちょうど良いなと思ってお呼びしました。とんぼせんせいの方は、三本の線

で、笑顔のようなアイコンでもって、これを何でもかんでも色んなイメージに貼

り付けることができるんですね。例えばアンディ・ウォーホルのバナナとかでも

とんぼせんせいのイメージになったりするわけです。そんな風に、イメージを乗

っ取るということ。さらにいうと、とんぼせんせいは、いろんなグッズを作って

販売するなど、とんぼせんせいのイメージが強い力を持ち始めて、流通するとい

う展開もある。こういう流通というファクターも記号を考える上で重要だろう

と。乗り物としてのヴィークル、例えばトラックは、流通をさせるもの、荷物を

運んだりするものですよね。そういうことを考えるヒントとしてすごく良いなと

思って、今回とんぼせんせいにお話を依頼しました。	

	 須藤さんの方ですが、須藤さんは色んなことにご関心があって、それぞれすご

く面白いんですが、特にずっと一貫されているテーマとしては、物語を作るんで

                                            
1 この研究会は、「日本記号学会研究プロジェクト B	グループ研究プロジェクト助成」の援助を受
けて開催されたものである。 
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すよね。インタビューをして、それに基づいて物語を形成して、それをイメージ

化する。実際の画像にする。そのようなプロセスを経て作品を作られます。そし

てその時に普遍的になりすぎたくないというお話をされていたんですが、同時

に、やっぱり普遍的にするという作業・プロセスがあって、そこのバランスとい

うかせめぎ合いみたいなものがずっと須藤さんの活動の中にはあると思います。	

	 記号を作るっていうのは、まさに、実在としてあるものを普遍化する作業なん

ですよね。僕自身、チャールズ・パースという人の記号論を研究していまして、

パースの記号論というのは、要するに、実在の現象の習慣化・一般化を説明しよ

うとして記号という話を持ってくる。須藤さんのお話はそれと相性が良くって、

まさに記号が一般化して流通してゆく、広がってゆくことに関心を持って活動を

続けてらっしゃいます。特にインターネット、ネットカルチャーにすごい関心を

持っていらして、そこから、イメージがどういう風に使われてゆくか、記号がど

ういう風に伝播して、習慣化してゆくか、という話にも展開してゆくと思いま

す。この辺のことで関心が一致すると思って、今回、登壇を依頼いたしました。	

	 さらに、事前にお二人と喋っている中で、お二人の関心として共通するなと思

ったのは、インターネットとどう付き合うかということ。インターネットを介し

てイメージあるいは記号がどういう風に流通してゆくのか、作られてゆくのかと

いうところだったと思います。この辺り、掘り下げるポイントになるかとは思い

ます。ひとまずは、とんぼせんせい、須藤さんの間で、それぞれ相手に対して、

気になったこと、もっと聞きたいこと、質問などを言っていただけたらと思いま

す。それから会場全体にディスカッションを開いて行きたいと思います。 
 
とんぼせんせい（以下「とんぼ」）	

	 京都芸大には、写真を形式として作品を発表している有名な先輩がいらっしゃ

いますよね、もともとはアーネスト・サトウ先生がいはって、その流れで森村泰

昌さん、やなぎみわさんがいらっしゃる。まあ、確実に違いますよね。その流れ

にあっても、やっぱり時代が変わったな、イズムが微妙に違って、さっきちょっ

と控え室でお話ししていて、コマーシャルとの距離感、商業的なものとの距離感

みたいなところも、（須藤さんは）上の先輩の立ち位置と微妙に違って。積極的

な感じがあって。あと、何回もリブログされて、拡散されたいっていうのが独特

というか、面白いなというのがあって、なんでそうなりたいのか、どうなりたい

のかっていうのが最終的に気になる。神格化したいのか、まどか☆マギカ2的にい

うと、なんか、最後、まどかが概念になってしまうというような。ああ言う感じ

なのかっていうのもちょっと興味深い。どうなって行くんでしょう。どうなりた

いんでしょう。	

	 	

                                            
2 2011年に放送されたテレビアニメ作品『魔法少女まどか☆マギカ』のこと。 
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須藤絢乃（以下「須藤」）	

	 私、全くアートに興味がなくて、もともと、美大に入るまで。ファッションと

かは好きだったんですけど。ファッション雑誌を読んだりとかして、で、自分の

美意識っていうのはそういうところから出てきてるのが多くて。アートの世界っ

て、すごく閉ざされているんですよね。普通の高校生とかに「現代アートってど

んなものですか」って聞いたら、多分、「村上隆さんとかですかね」みたいな感

じ程度だと思うんですよ。まさに私もそんな感じであったので。でも、いざ美大

に入ると現代アートってすごく近くなってくるんですけど、美術館に行ったりと

かして。ギャラリー見たりとかして。すごく面白いのは面白いので。なんかうわ

ーって思ったりとかもするし、ガツンときたりとかもするし。でもそういうのっ

て本当に出てこないんですよね。一般の世界に。やっぱり美術ってわけわかんな

くて、いまだに。難しいものとされていて。でも、本当は面白いのにっていうの

を、多分、みんな思えると思うんですよね。そこでやっぱり広げやすいものって

いうのが、もっとコマーシャル的なメディア、雑誌だったりとか、インターネッ

ト。インターネットはもうネットさえつなげればただで見られるみたいな、そう

いうところがあって。私はまず誰に見てもらいたいかっていうと、まあ若い子に

見てもらいたいんですよね。乙女とかに。	

 
とんぼ	

	 割とあれですか、ローティーンですか。	

 
須藤	

	 ローティーンに、何か、こんな面白い世界があるよみたいな感じで見てもらい

たいなと思って。そういう形でどんどん拡散して行けば良いのにっていう風に。

でもローティーンだけじゃなくて、インターネットはもうかなりの幅の人たち

が、小さい子から、おじいさんおばあさんでも見る人は見ると思うんで、有名な

人も見るかもしれないし。それはすごく面白いなって思っていて。もう、ブワー

って、何かどっかで見たなって感じの人になりたいなって。それが有名ってこと

なのかはわからないんですけど、「これネットか何かで見たわ」っていう。変な

画像とか。パッと思いついたのが、「ボケて」っていうサイト3あるじゃないです

か。	

	

司会	

	 ちょっと面白そうだなと思ったのは、概念になるっていう。ああ、これ見たこ

とあるわっているのは概念になるっていうことと一致するんですかね。	

	 	

                                            
3 お笑い投稿サイト boketeのこと。http://bokete.jp（2016年 8月 8日アクセス）。 
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須藤 
	 概念ですか。概念、共通のイメージになってゆくんじゃないかなとかは思いま

すね。例えば私、すごいハローキティが大好き、今はそんなに好きじゃないんで

すけど、めっちゃ大好きで、キティちゃんみたいになりたいって思ってたんです

よ。で、キティちゃんってもう概念みたいな感じなのかなーと思って。キティち

ゃんは日本のサンリオから生まれたキャラクターなんですけど、もうすでに、例

えばタイで生まれた人とか、アメリカで生まれた人とか、フランスで生まれた人

とか、赤ちゃんがオギャーって生まれて、例えばぬいぐるみがもうキティちゃん

っていうことが起こっているんですよね。その子達っていうのは、もう気がつい

たらそこにキティちゃんがいたっていう、それが日本のものであるとかそういう

認識もなくて。いろんなコピー品も含め、すごく普遍的な存在というか、キティ

ちゃん。ああゆうのにはちょっと憧れます。そういう意味では、概念になりたい

のかも。	

 
とんぼ	

	 記号になるんじゃないですか、須藤さんが。	

 
須藤	

	 うん、記号になりたいのかもしれませんね。「ボケて」出しますね。その間に

ちょっと話しましょう。	

 
とんぼ	

	 須藤さんのコピー品とか出てきたらどうします？	 ニセ須藤さん。	

 
須藤	

	 ニセ須藤。（須藤作品と）すごく似ている作品があるんですよ。同じような作

品をやっている子は結構います。	

 
とんぼ	

	 須藤さんの作品の形式というか、ハウツーみたいなものは、割とオリジナルな

ものなんですか？	 そうでもない感じ？	

 
須藤 
	 そうでもないと思うんですけど。ディテールとか技術的なことは別にして、イ

メージ的には、実は iPhoneのアプリでもできてしまうんじゃないかなって思う。
自分もそれに負けないっていうか、負けたくないっていうか、それも組み込ん

で。私、iPhoneのアプリめちゃくちゃ使ったりするんですけど、まあ作品には使
わないですけど、カメラのアプリで、プリクラみたいに目を大きくして肌をツヤ

ツヤにしてっていう。	 	
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とんぼ	

	 ［須藤が示した「ボケて」画像を見て］あー、「ボケて」は、写真があって、

気の利いた言葉を入れる、っていう感じですか。	

 
須藤	

	 そうそう、そういうので思いついただけなんですけど。有名な、みんなどっか

で見たことあるような「ボケて」。	

 
とんぼ	

	 これはあれですか。優秀賞みたいなのがあるんですか。	

 
須藤	

	 優秀賞みたいなのがありますね。殿堂入りみたいな。殿堂入り画像は、いろん

なところで見かけるんですよ。Twitterとか、みんなが、「ボケて」の世界だけじ
ゃなくて、スクリーンショットをとって、どんどん、これ面白かったみたいな感

じで、まあまとめサイトもそうだし、どんどん、「ボケて」を飛び越えて拡散し

て行って、いろんなところで見る。	

	 日本でだと、アスキーアートとかもね、みんな見たことあるじゃないですか。

そういうのになりたいなと。別にテレビに出てくる有名な人とかじゃなくて、そ

ういうのを別に目指しているわけじゃないですけど。みんな、どこかに、心の隅

にあるぐらいになりたいなって思います。でも、よく最近は、ニューヨークで展

示とかするんですけど、若い子とかが来て、「あ、これインターネットで見たこ

とある」とかつぶやいてくれるのがすごく嬉しいです。 
 
司会	

	 今度は逆に、須藤さんからとんぼせんせいへの質問などは？	

	

須藤 
	 とんぼせんせいも Twitterされていますよね。投稿したらリアクションあります
よね。とんぼせんせいシリーズとか。どういうものが人気なんですか。あと

Instagram4もされている。やっぱり違いますよね、反応は。	

	 	

                                            
4 スマートフォン等で写真を気軽に撮影・加工・共有できるようになるアプリケーションの一種。
SNS としての機能も持っている。 
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とんぼ 
	 反応は違って、やっぱりやっている層が違って。Twitterってローティーンなん
ですよね。で、版権絵が強いですね。マイメロディ5とか、ああいうのだとすごい

反応良くて、みんな知っているし、面白いと。毎月、「月が変わって〇〇よ」っ

て、セーラームーンの絵をあげるんですけど、あれ、非常に言われるんですよ、

あれ面白いですねとか。やっぱり、型がしっかりしている。みんな知っていて、

笑える、みたいな。そんな高尚なものでは全然なくて、テレビっぽい感じかな。

分かりやすいもの、キャラものとかがウケがいいんですけど・・・。何かやっぱ

り物足りないというかな、そればっかりだと面白くないなっていうんで、たまに

アートのネタをぶっこんでみたりして、ついてこれるかなみたいな。それでフォ

ロワー減ったりとか（笑）。振れ幅があった方が面白いと思っているし、行き来

したいっていうのがあるので。あえて外したりとかはしています。	

 
須藤	

	 分かります。私も、アートって、ネットの世界でも広がりにくい感じがあるん

ですよ。いくら Tumblr6に乗せても、ハイアートっぽいのって広がらなくって、や

っぱりこう、いわゆるネットの世界の俗っぽい感じというか、テレビ的な、ネッ

トのテレビ的な感じの広がりやすさをみんなが求めているっていうのがやっぱり

あって、需要が。それに合わせて乗っかって行って、そこで引っかかってくれ

て、こういうのをやっていますよっていうきっかけにはなるんですけど。	

 
とんぼ	

	 ネット上での露出は入り口として、大きく、まあ 0円。YouTubeとか SNSとか
でただで僕らの画像を上げてそれをただ見ている、0円で消費しているっていう人
もいるんですけど、そこから入ってもらって、奥に、こういう作品もあるよ、こ

ういう展示もしてるよみたいな。	

	

須藤	

	 そういうやり方しか今はできないような感じがある。音楽もそうですよね。	

とんぼせんせいは Twitter上の人格をかなりコントロールされているような気がす
る。とんぼせんせいの絵をどんどん出していっているという意味では。「昼休み

だー」とか「財布落とした」とかつぶやかないじゃないですか。 
	

  

                                            
5 サンリオのキャラクター。 
6 ウェブログサービスの一種。好きな画像や文章を掲載したり、ネット上の記事や動画を引用した
りして、自分のウェブログを簡単に作ることができる。 
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とんぼ	

	 いやー言うかも（笑）。ただ、言葉に絵を載せてなるべく出すようにしてい

る。それはつまり、これをイラストレーションとして解釈して、言葉に絵を載せ

る。同じ絵でも言葉が変わると印象が変わるっていう風に気づいて。Twitter自
体、あんまり好きじゃなかった。ノリみたいなのが。これに関しては面白いなっ

て思って、割と積極的にできるようにしていますけど。でも、それほどコントロ

ールは、僕はちょっと。まあ顔出していますし、実際。	

 
司会	

	 とんぼせんせいの三本線には、人格っていうのはあるんですか。	

 
とんぼ	

	 人格がない、今のところまだそこまで行ってないですね。キャラクターでもな

いですし。どっちかというとグラフィック的というか。別に絵画にキャラクター

があって、その人を絵画にしている。絵画に描かれている人にキャラクターがあ

るのかどうか。ん、違うかな。とりあえずキャラはない。ゆるキャラでもないん

ですけど、だから設定とかもないです。須藤さんはありますよね、設定が。	

 
須藤	

	 はい、もうそれぞれに（設定が）あって。例えば、私のセルフポートレイトを

例にとってみると、あ、どうしますか、作品中の各キャラクターなのか、SNSに
おいての自分のキャラクターなのか。	

 
とんぼ	

	 え、SNSの須藤さんのキャラクターもあるんですか。別設定で。	
 
須藤	

	 はい、別設定であるんです。何か、SNSではすごく派手な子なんです、私、あ
のー、ピンクとかをかぶってて、ちょっと Instagram出しますね。Twitterでも出る
かな。	

	

とんぼ	

	 Instagramと Twitterの人格は一緒なんですか？	
	

須藤 
	 ほぼ一緒ですね。あんまりいらんことつぶやかないんですけど、告知しかしな

いんですけど、［Twitter上の写真を示しながら］こういう写真しかあんまり載せ
なくって、たまに黒髪の私の写真を載せるんですけど。	 	
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とんぼ	

	 文章とかも変えたりしますか。ノリを。	

 
須藤	

	 ノリ。そうですね、ちょっと馴れ馴れしい感じにする。	

 
とんぼ	

	 この人は？	 Twitter人格？	
 
須藤	

	 これは Twitterの須藤さんですね。［画像を見せて］こういう子達と絡みたい、
みたいなのがあって。こういう、まあちょっと違いますね。実際の私とは。	

 
とんぼ	

	 作品の中でも一人一人人格が違って。	

 
須藤	

	 一人一人人格が違って、例えば、学ランを着て金髪の男の子（の作品）が居

て、その子は、これはヤンキーじゃないんですけど、私がもし高校生の男の子だ

ったら、ワルだけど、ヤンキーのワルじゃなくて、一匹オオカミ的なワルになり

たいなーと。学ランと金髪っていうのはすごい相性が悪いような。校則としては

絶対にご法度なんですけど、そういうのをやりたいなーみたいなのがあって。ま

あボクシングとかしていて、実は手に傷がいっぱいついているんですよ。他の高

校の子からはちょっと人気があるっていう感じで。同じ学校の男子にはあいつ何

なんだよって思われてたりしている感じとか。	

	 あと、ヤンキー文化は好きなんですけど、ワルじゃないですか、ヤンキーは。

ワルじゃなくて、ただ単純にスタイルを楽しむヤンキー、ゴスロリみたいな感じ

でヤンキーを楽しみたいっていうのがあって。で、まあこれもセーラー服に金髪

みたいな、まあセーラームーン、後々思うとセーラームーンの影響だなと思うん

ですけど、セーラームーンもすごいヤンキーじゃないですか、あれ。中学生なの

に金髪で。染めてるんかわかんないですけど。夜な夜な変身して何か。かなりヤ

ンキー的な感じがします。	

 
とんぼ	

	 えっ、あー、わかります。チーム組んでるし。	 	
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須藤	

	 そう。レディースみたいな。まあヤンキー的な要素あるんですけど、いわゆる

ヤンキーじゃなくって、文化系ヤンキーみたいな感じになりたいなって思って。

この（金髪の男の子の）イメージの、オフショットがすごい Tumblrで拡散されて
いて。それはすごい面白いなって思って。	

 
とんぼ	

	 SNSの反応と展覧会の反応の違いはどうですか。SNSだと数字で出るじゃない
ですか。	

 
須藤	

	 人気なのは結構一緒のような気がします。でも、見る人が全然違います。アー

トを見に来る人と、ネットで見る人っていうのは全然違う。ネットでずっと見て

いたけど実物は初めて見ましたっていう人がいたりするんですけど、ほとんど

は、アートはアートの世界の人たちが見に来て、コレクターだったりアート好き

の人だったりするんですけど。結構まあ、反応は似ているといえば似ている気も

するんですけど。	

 
とんぼ	

	 どっちも同じぐらいですか。褒められた時の重みとか。業界関係者に褒められ

た方が嬉しいみたいな。	

 
須藤	

	 いやそれは、昔は思っていましたけど、でも私はどっちかっていうと、SNSで
広まった方が嬉しい。みんな好きなんかなーって思って。	

 
司会	

	 須藤さんは概念になりたいって話が出ていましたが、とんぼせんせいも概念っ

ぽい、概念になっている気がするんですよ。とはいえ、あの三本線の顔にはキャ

ラクターがない、人格がない、っておっしゃっていましたよね。でも須藤さんは

逆に、それぞれの作品だったりそれぞれの Twitterアカウントだったりで人格、と
いうか背景をすごく作りこまれますよね。そこはとても対照的だなと思いながら

聞いておりました。	

	 そろそろ時間的に、会場に開いた方が良いかなと思います。とりあえず僕自身

の関心として、お二人がそれぞれ概念として評価されるような時にどういう評価

のされ方をするのが嬉しいかという点でそれぞれ傾向性があるように見えまし

た。その話も後で聞きたいなと思いつつ、ともあれ、会場に開こうと思います。	 	
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質問者１	

	 私の家には二歳の娘がいるんですけれども、彼女はシールが大好きで、家中に

貼っているんですよね。机とか、床とか壁とか、自分のおもちゃとか、ぐちゃぐ

ちゃに貼っているんですよ。それも、いろんなキャラクターがいるんですが、彼

女は、シールひとつひとつに訳のわからない物語を設定していて、説明してくれ

るんですよね。この子とこの子は友達で、とか。で、いつも思うのは、それっ

て、家庭内にイメージが侵入して、ハッキングされて、増殖して行って、さらに

は流通の中に入り込む。インターネットというメディアのようなものができた時

に、とんぼせんせい・須藤さんのようにインパクトのある表現のあり方を提示さ

れている一方で、シールのような物質の世界もあるんですよね。聞きたいこと

は、シールもそうなんですが、何か制作の中でそれに類似しているもの、参考に

しているものがあれば教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。	

 
とんぼ	

	 私はすごく型を意識して作品を作っているので、例えば Tシャツ、バンド Tシ
ャツとか、ライブ行ったら買いたくなるような。トートバッグとかシールもある

んですけど。型を意識して、その型にはめ込んでやっていますね。高校生がカバ

ンにつけているぬいぐるみみたいなのも作っていますし、ポストカードみたいに

王道のようなものもあるので。割とそういう一般的に流通しているものに敢えて

落とし込んでやっています。	

 
須藤	

	 シールの話にすごく心惹かれたんですけど、日本はすごいシールが多くて、海

外に行くと、日本人やったらシール持っとるやろみたいな感じで、シールをすご

い求められるんですよね。あの小さいシールっていうの、海外にはあんまりなく

って。あの文化は日本独特だなって思って、私はすごく好きで。あと、デコレー

ション。シールもそうなんですけど、ラインストーンでデコるとか、携帯デコる

とか鏡デコるとか。そういうのも欧米圏では、あったとしても、伝統的文化って

いうかヤンキー文化に近いんですけど、そういうところではあっても、あとパリ

ス・ヒルトン的なところもあるんですけど、でも、そんなにみんながみんなデコ

ったものが好きっていうわけじゃなくて、でも、日本の子って、自分のものにシ

ール付けたりデコレーションしたりやりがちですよね。男の子でも。カスタム文

化。そういう点では私もすごく好きで。盛る文化みたいな。	

	 あと、私にとって一番シール的なところでインスパイアの源になっている今一

番アツいものが大衆演劇。大衆演劇もある意味ヤンキー的文化、サブカルでもな

いし、メインストリームでもないし。私、趣味で写真を撮っているんですけど、

大衆演劇の。すごいキッチュというか、ピンク色の日本髪だったりとか、花魁も

すごくて、ピンク色の簪とかラインストーンとか。和風なのか洋風なのか訳わか

らない。日本髪なのか洋風なのか。顔は明らかに日本っぽいメイクだったりと
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か、ウサギ耳が付いていたり。すごくカオスで大好きなんですけど。すごいイン

スパイアの源で。私、パリに行く前から見ていたんですけど、これこそ盛りの文

化だなと思って。で、見に来る人たちも一般の普通のおばちゃんたちとか、ちょ

っとギャルっぽい人もたまにいるんですけど。こういう感じっていうの、すごく

日本いいなって思っています。	

 
質問者２	

	 お二方の作品とかを見ていて、全然違うものなんだけど共通点があるなみたい

に思ったことがあって、それは何て言うのか、作品というかその記号として見ら

れる作品そのものではなくって、その流通過程こそがむしろ楽しみになっている

のだろうなと。で、そこも味わっているのだろうなという風に思ったんですけれ

ども。その時にですね、私が最初に聞きながら思ったのは、作家性とか、作品の

中の「私」みたいな、まあオリジナリティっていうことをどういう風に考え出し

たのかなということなんですけど。とんぼせんせいの方は割とコントロールされ

ている印象を受けたんですけど、須藤さんの方は「ニセ須藤」みたいなことをお

っしゃっていて。お二方は、ネットの中で流通しているものとして、自分自身

は、何を、どういうものを拡散しているという風にお考えになっていらしたのか

なと。作品を拡散しているっていう考え方は、今のお話を聞いていると、それは

あくまで作品意識から入っているのであって、むしろ古いのかなと感じたという

こともあって。	

 
とんぼ	

	 私の方は美術作家ではなくてイラストレーター、商業作家という立ち位置でい

ます。やっぱり商業なのでお客さんがいて、お客さんが好きな動物、猫などを描

いて、それでお金を作っていかなくちゃいけない、というのを重要視しているの

で、作家性というのはそこまで重要じゃなくて、それよりも、とんぼせんせいと

いうのをまず知ってもらう。で、商品を気に入ってもらう、買っていただく、仕

事をいただく、というところの方が重要で。また、何を拡散しているかという

と、こういう遊びがある、三本線って、いろんなところに、例えばストリート・

アートで置き換えると、壁に描いて、これがとんぼせんせいなんだと。それを見

て「面白いな、ワハハ」と。僕以外の人がやっても全然良いかなという風に思っ

ていまして。こういう遊び、ちょっと見方を変えるというか。そういうものが広

まっていったら面白いな、というイズムになると思います。	

 
司会	

	 須藤さんの方へ移る前に、ひとつだけ突っ込んでおきたいなと思ったんですけ

ど。このトークの最初の方で、コマーシャルとの距離感という話をされていまし

た。今のとんぼせんせいのお話は、ご自身の作り出されたイメージが商業ベース

に乗るということがないとそもそもやっていけないという方向で喋っておられた
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んですけど、同時に距離感っていうのを持ってやっておられるということですよ

ね。さっきのご質問は、むしろその距離感の方を聞きたいという質問だったので

はないかなと思います。さっきぽろっと出たんですけど、ゆるキャラではないと

いうことをおっしゃっていました。もうちょっとその辺を掘り下げて聞いてみた

いと思っています。コマーシャルとの距離感、あるいは、自分はこういう風に評

価されたい、こういう評価のされ方をしたら嫌だ、とか。	

 
とんぼ	

	 消費に関しては、そこまで抵抗はないですね。こういう風に使われたら困る、

とかはそこまで私は意識してないですかね。それこそ、とんぼせんせいのコピー

品が出てきたら面白いと思っている感じなんで。ポジティブなイメージが広がっ

ていったら面白いかな。お金も多少いただけたら嬉しいかな。そういう距離感で

やっています。	

 
須藤	

	 私も、なんでネットで広げていってるんだろうって今考えていたんですけど、

私の目的は、例えば、昔のティーンエイジャーの悩める私みたいな子がいて、そ

ういう子たちが私の作品を見て、こんな世界もあって、こんな風になりたいなと

か思ってもらいたいというのが一つあるのと、今、リアルな今の私が何を求めて

いるのかって考えた時に、世界中に、地球全体に面白い子達がいて、興味をそそ

る子達がいて、その子と出会っていきたいなっていうのがあるなって思いまし

た。私はこういうことをやってますというのを出して、それがどんどん拡散して

ゆく。いまイデアルな私というのは拡散させようとは思わないですけど、私の作

ったキャラクターをどんどん世界に投げて行って、この子と友達になりたいなっ

て思ってもらいたい。今も、友達になりたい人が沢山いるんです、インターネッ

ト上で。それをつなげるハッシュタグというツールもあって。それで本当に友達

になったりとか出会えたりとかっていうことも起こっていて。	

 
質問者３	

	 僕もあんまりネット文化に詳しくはないんですけど、須藤さんの場合は、展覧

会をするときは、印刷の、インクジェットを使って、というのとはちょっと違う

ように設定しているんですよね。それと（ネット上の画像とは）どういう風に使

い分けているのかなと。	

	 それと、とんぼせんせいも展覧会をやられて、子供とのワークショップを開催

されたという話も聞いたので、実際、ものを通して観客の人と関わった時に、ど

ういう反応があったのか、聞いてみたいです。 
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須藤	

	 私は、インターネット上でどんどん作品を流していって、そのイメージを、ヴ

ィジュアル見た時の驚きみたいなのを好きになってもらいたいというのがあっ

て、で、須藤絢乃って誰なんだろうとか調べてもらって、たまたまどっかで展覧

会を見る機会があったとして、見に来てもらった時に、「うわー、全然違う、こ

んなんだったんだ」みたいな。	

	 今、音楽とかもそうなんですけど、音楽はどんどんただで聞けちゃうし、CDも
売れないしっていう時代だけども、なんかイベントとかあったらすごい人が集ま

ったりとか、握手会とか。やっぱり生で見られるみたいなのはのはすごく面白い

んじゃないかなと思って。そういうのも今は大切にしていかないといけないなあ

というのと、あと、アートの世界って基本撮影禁止なんですよね、展覧会場で。

私はどんどん撮っていいですよとは言う。広がっていきたいんで。そういう意味

でも、アーティストって、アートって、拡散されにくいところがあるので、それ

で閉ざされて、私のキラキラの作品が、私が許可しなきゃ写真は撮っちゃいけま

せんってなっているので、閉ざされたものなんですけども、でも私は、違うとこ

ろでも、ネットで二次元で、どんどん流していく、投げて行って、それがきっか

けに、閉ざされたものをどんどん掘り起こしていってほしいっていう。 
 
質問者３	

	 ちなみに、作品の販売はされるんですよね。	

 
須藤	

	 はい、販売はしていて。私、一応ギャラリーに所属しているんですけども、一

応写真が大きいサイズのものが八枚までプリントして良いということになってい

るんですけど。八枚まではプリントして良いっていうギャラリーの決まりがあっ

て。でも、インクジェットでプリントすればほとんど同じクオリティは出せるん

ですけど、でも、それだったらインターネットと一緒でどんどんコピーできてい

っちゃうから、広がりやすいけど面白みがない、肌身で感じるものが少ないなっ

て思ったので、一個ずつ手でラインストーンをつけて行くみたいな。八枚同じイ

メージがあるけれども、グリッターは全部場所が違っていたりとか、ラインスト

ーンの場所が違っていたりとか。そういうサプライズもあったりして。それで物

質としてそれしかないというものを保ちつつ、どんどん広がらせて、その二つの

驚きみたいなのを楽しんでもらいたいなっていうのがあって。	

 
とんぼ 
	 基本的に私も須藤さんと同じような考えでやっています。インターネットはイ

ンターネットで分けて考えていて、数字は所詮数字なんですよ。Twitterのフォロ
ワー数とか、Facebookの「いいね」って買えるんですよ。そうやって数字を、ま
あみんながみんなやっているかはわからないんですけど、政治とかになってくる
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と、プロモーションでそれを買って、「支持率あるよ」みたいな風にコントロー

ルできて。（自分は）まあ、どっぷり浸かっているけど、ちょっとまあ、それは

そうだよね、みたいなところでやっていて。やっぱり現場、ライブですよね。音

源は音源のよさもあるんですけど、ライブ来て、僕は積極的に顔出しはしてなく

って、今は。で、とんぼせんせいってどんな人かな、男かな、女かな、おばちゃ

んかな、みたいな。そういうフックもあった方が面白いですし、僕は展覧会は割

と今までインスタレーションが多かったりとか、体験型とか、実際顔はめて写真

を撮る、で、行かないとできないっていうことを割とやったりとか。写真撮影も

僕は全然 OKで。一緒に写真撮ったり、撮ってあげたりとかして。	
	 あと、何でも描く会っていうイベントをやっていて。クライアントは来てくれ

たお客さんで。で、お題を出してもらえるわけなんですよね。似顔絵であったり

とか、例えば、ハローキティが好きだから、ハローキティをとんぼせんせいにし

てくださいとか。で、私がその場で描いて、お金をいただく、というのをやって

いたりするので。実際に来てもらうまでが展覧会と言いますか。体験して、私と

しゃべって、っていうのを大事にして、で、そのための前段階としてインターネ

ットがあるという感じでやっております。	

 
質問者４	

	 作品を拝見していて、パロディーとか、編集とか、そういう感覚が強いなっ

て。とんぼせんせいの作品は、既存のもうイメージが固定したものにとんぼせん

せいの三本線を加えてゆくのがパロディーの茶目っ気みたいな楽しさがあるなと

思ったし、須藤さんの方は、色んな人が持っている、セーラームーンとか、シー

パンクとかの何らかの文化を背景にしていることがうっすら伝わってくるような

感じだったりとか、あとはセーラームーンとラッセン7のイメージをいっぱい集め

て編集することで見せてゆくみたいな表現方法があったりとかして、それがすご

い面白いなと思ったのですが。一方で、昔ながらの作家さんとかでも、自分だけ

にしかできない唯一の表現があるって信じて、それを作品にして発表したいって

いう思いで作るスタンスの人もいると思って。それぞれで、どっちが良い・悪い

ということではないんですけど、そういう方向性の人とか作品について、思うこ

とがあれば教えていただければなと思います。	

	

とんぼ	

	 これ、ちょっと難しいというか、そもそも私、オリジナルという考え方に対し

てはあんまり肯定的じゃなくて、本当にぶっ飛んだ天才とかだったらあれなんで

すけど、割と芸大来ている人はね、まともな人が多かったりとかして。何か、昔

からの、学ぶと真似るが同じ語源っていう話がよくあるんですけど、私、その考

                                            
7 アメリカ合衆国の画家クリスチャン・ラッセン（Christian Riese Lassen）のこと。 
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えがすごく好きで。何かから学んで、そして結果的にオリジナルのようになって

ゆくっていうのがあって。昔ながらのオリジナル、自分にしかできない表現をさ

れている方も、きっとそういう、どこかと繋がっているという風に思っています

し、オマージュみたいな形で作品に落とし込んだりしている人もいますので。流

れの中にいるという風には思っているので、昔ながらのオリジナル、自分にしか

できない手法で作っていると思われる作品の作家さんも。私はそういう風に捉え

ているので、僕とあんまり変わんないんじゃないかなと。僕もサンリオ好きだ

し、それのオマージュというか、リスペクトを込めてやっていく。あんまり違い

はない。線は引いてないですね。	

 
須藤	

	 やっぱり作る側として、これはオリジナルだと思っていても、普段いろんなも

のを見ていたりして、他の作品とかを見たりするし、だから、絶対に私は真似は

しないと思っていても、真似とかパロディーとかは無しでオリジナルを追求しよ

うと思っても、どっかで刷り込まれていて、きっと何か出てきているんじゃない

かなって思います。無意識のところで。美術、アートって、意識的に今までの美

術史っていうものをあえて混ぜたりすることを求められがちというか、見る側に

とってそれが謎解きみたいに面白かったりするし、なので、そもそもどういうも

のがオリジナルって言えるんだろうかっていうところがありますね。もし思い浮

かべている作家さんとかがいれば、教えてもらいたいなって思います。こういう

人はどうですか、とか。	

 
質問者４	

	 私も基本的には純粋にオリジナルの作品は無いだろうと思っているので、こう

いう質問を投げかけてみるとどういう話が来るのかなと思って。ありがとうござ

いました。	

 
とんぼ	

	 具体って、人マネをするなっていうイズムでやっていたと思うんですけど、そ

れも実際ヨーロッパに出てみると似たような表現があったりとかする。まあ、

「すごくオリジナル」というのは売り出し方としては良いのかも。あと、私はイ

ラストレーターなので、型みたいなものがやっぱりあって。動物、風景、人物と

か。押さえなあかんところがある。そこって、ちょっとアートとイラストレーシ

ョン、業種によって、写真ももしかしたらね、建物とか風景とか、撮ってくださ

いと言われたら撮る型みたいなのがあると思うんで。それとのパターンの違いが

あるかなと思います。	

  

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



 

 16 

司会	

	 最後の方、作家性とかオリジナリティとか、昔から議論が続く大事な話も出て

きました。その裏返しとして、お二人とも流通過程に注目している作家さんだと

思います。ある意味、マスターピースとされているような作品も、流通過程を作

った作品である。それでいて、オリジナリティという路線の物語に組み込まれ

た。逆に、オリジナリティという物語とは独立に、ともかく流通過程を作ること

に集中する作家活動はこれから面白いのかもしれない。そしてこういう話は、乗

り物としてのヴィークルを作る活動だろうと思います。最後に何かひと言ずつお

願いします。	

 
とんぼ	

	 ありがとうございます。貴重な経験で、皆さん興味深く聞いていただけたのが

本当に良かったです。須藤さん、後輩だったけど、全然接点がなかったですから

ね。でも、お互いにコマーシャルベースの活動もあって、アーティスト活動もあ

って、っていう割と近い業種のところで引き合わせてもらって。全然手法は違う

んだけど、共通する部分も結構、根底の部分にはあったので、非常に勉強になっ

て良かったです。ありがとございます。	

 
須藤	

	 皆さん沢山質問をしていただいて、すごく嬉しかったです。いつもトークをし

に行くとほとんど「シーン」なので、すごく楽しかったです。色々こっちも考え

ることが沢山あって、気付くことも沢山あったので、良い機会を作っていただい

て、ありがとうございます。	

	

（了）	
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