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台座への
偏愛
このたび紹介するアーティストColliu
は彫刻の台座に関心があるとのことで
台座をテーマにした展覧会を行うこと
になった。
彫刻の始祖を考えてみると日本の場
合、縄文時代の土偶に行きつくだろ
う。土偶には台座がない。土偶が呪
術の目的で製作され使用されたなら
ば、土偶の持つ呪術性はこの現実世
界になんらかの影響を及ぼすことが
欲せられていたはずであり、土偶と人
間との関係は直接的だったのではな
いか。それ故に台座は必要なかった。
台座は土偶とこの現実世界を分け隔
ててしまうものだからだ。
こうしたことを夢想していると、日本
の例のみならず古代メソポタミアから
エジプト、ギリシャから現代にいたる
までの彫刻と台座の関係を全て調べ
直す必要が出てくる。古墳時代、馬
の埴輪には台座がないが人型の埴輪
には台座があるのはなぜか、キクラ
デスの小型彫刻には台座がないがギ
リシャの神像には台座がある、などな
ど多くの疑問が湧いてきてしまうので
ある。
話を Colliu や我々が生きている現代
に戻そう。私はこれまで現代作家によ
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る多くの彫刻をプロデュースしてきた。
アニッシュ・カプーア、リチャード・ディー
コン、安田侃、ダニエル・ビュレンヌ
など私のプロデュースした彫刻にはど
れも台座がない。
ロダンは彫刻を建築から解放したが
まだ台座があった。マルセル・デュシャ
ンは彫刻から
「彫刻する」
という行為を
取り払うと同時に台座を取り払った。
ブランクーシ、タトリンも時として台座
を無くしたが未だ現実世界から超然と
した存在だった。そうした状況に変化
が出たのは20世紀後半である。具体、
実験工房、アルテ・ポーヴェラ、もの
派、ヨゼフ・ボイスらは彫刻を現実世
界と同じ空間に置きながら非物質世
界（理念）
を体現する、という方向に
進んできたのだった。上記の作家たち
の彫刻はこうした歴史的な事態の延
長線上にある。
しかし今また台座に関心が戻ってき
た。Colliu は台座を制作しそれを展
示室に展開する。それらの台座は色
彩も形状も彼女のこれまでの作品の特
徴である単純化された形でフラットで
鮮明な色彩に覆われている。
ここで 重 要 なことは 台 座 の 上 は
Colliuの夢想の世界であることだ。そ

れは床の間のような絶対空間であり、
現実世界から超然としている。もしも床
の間ならそこになにか彫刻を置くこと
が可能なはずだが、ここでの台座はあ
まりにも個性的でありまた存在感があ
る。その上に物質的な彫刻を置くこと
は難しいかもしれない。それよりもイマ
ジネーションという非物質的な彫刻もし
くは物質感を極力無くした彫刻が似つ
かわしいように思われる。
そこでまた彫刻の始祖の土偶に戻る
のだ。土偶のもつ呪術の力は結局は
イマジネーションの世界のなかにある
のであるとしたらColliuの台座はその
イマジネーションを支えるものとしてあ
るのではないだろうか。20 世紀の彫
刻は台座を無くし非物質世界（理念）
を求める歴史だったがまだ形があっ
た。Colliu は台座を復活させた代わり
に彫刻を非物質化することを試みて
いる。果たして彫刻が物質として完全
に消滅することはないかもしれない
が、ホログラムのようになってしまうか
もしれない。それ故に、台座を愛さ
ずにはいられなくなるのである。
清水敏男

Plinths are the theme of this exhibition because

when the Gutai, Jikken-kobo, Arte Povera, and

the showcased artist Colliu has a keen interest

Mono-ha artists, as well as Joseph Beuys and

in sculpture plinths.

others, demonstrated moves toward sculpture

If we think back to the earliest known modes

that embodied non-physical world or idea while

of sculpture in Japan, we hit upon the dogu

seamlessly occupying real-world space. Sculp-

dating from the Jomon period. Dogu did not have

tures created by them were part of a historical

plinths. If dogu were indeed made and used for

continuum.

magical purposes, any magical quality they were

Today we are seeing a resurging interest in

endowed with must have been expected to

plinths. Colliu creates plinths and deploys them

affect the real world in some way. In other

in her exhibition space. The plinths come in

words, the relationship bet ween dogu and

simplified shapes and are covered in flat vivid

humans was a direct one, negating the need for

colors in keeping with her other works to date

a plinth, which by nature serves to distinguish

in terms of color and form.

what is on the plinth from the real world.

What is significant here is that the plinths are
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This train of thought, if allowed to carry on,

a platform for Colliu’s fantasy world. Much like
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will inevitably lead to the need to re-examine

the Japanese tokonoma, the top of the plinth is

Toshio Shimizu

sculpture-plinth relationships around the world

an absolute space detached from the real world.

and throughout history, from ancient Mesopo-

Unlike the tokonoma, which can accommodate

tamia, Egypt, and Greece to the present, and

sculptures and other objects, the plinths here

will give rise to endless questions such as, “Why

seem far too independent and assertive for the

did Kofun-period Japan produce horse-shaped

placing of any physical sculpture. They seem

haniwa without plinths, while human-shaped

more suitable for non-physical sculpture —

ones nearly always came with plinths? ” and

“imagination,” if you like—or physical sculpture

“ Why did Cycladic figurines have no plinth,

with as little suggestion of its physical qualities

while Greek statues of gods and goddesses

as possible.

did?” and so on and so forth.

Coming back once again to the dogu, our

Returning to the subject of Colliu and our

e a r l i e s t s cu l p t u r e , i f i t s “m a g i c a l p owe r ”

own time, as an art producer I recall that the

belonged, after all, to the world of imagination,

sculptures created by the contemporary artists

it makes fairly good sense to me that Colliu’s

I have worked with—Anish Kapoor, Richard

plinth exists as something supporting the imagi-

Deacon, Kan Yasuda, and Daniel Buren to name

nation. Although the evolution of 20th-century

just a few—invariably did not have plinths.

sculpture was about doing away with the plinth

Auguste Rodin released sculpture from archi-

and pursuing the non-physical world or “idea,”

tecture, but not quite from the plinth. Marcel

resultant artworks still retained their physical

Duchamp removed the act of sculpting from

shapes. Colliu has revived the plinth, but is

sculpture, and at the same time did away with

trying to dematerialize sculpture at the same

the plinth. Constantin Brâncuși and Vladimir

time. Whether sculpture will ever completely

Tatlin occasionally did without the plinth, but

lose its physical form is anyone’s guess—perhaps

their works were still clearly detached from the

it will live on as holograms and similar—making

real world. A notable change in the situation

plinths all the more fascinating.

occurred in the second half of the 20th century,

Toshio Shimizu
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」
、
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。近著に『藤田嗣治
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（東京美術、2018）
がある。
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His recent achievements in ar t direction include: the Tostem booth at the Japan
Industry Pavilion, Expo 2010 Shanghai;ar tworks at Tokyo Midtown; artworks at Toyosu
Front; artworks at Nagoya Lucent Tower; artworks at Iwate refecture Citizens’ Cultural Exchange Center – Aiina; artworks at Muza Kawasaki Symphony Hall; artworks at
OTEMACHI FINANCIAL CITY: artworks at TOKYO MIDTOWN HIBIYA: artworks at
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アーティスト兼モデル。目が特徴的な人型のモチーフを中心にドローイング / 絵画 / 立体
作品など、様々な手法で独自の世界を発表している。
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Artist and model Colliu presents her highly original universe employing a wide range of mediums including drawing, painting,
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