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略歴
個展
Jeanine Hofland Contemporary art, Amsterdam, NL “If you make that kind of joke, then we call 
it a lie”
AIR Antwerp, Antwerp, BE, "AIR Tailor Made"
Temporary, Verona, IT, “F901”
CEAC-Chinese European Art center, Xiamen, CN, “Oh my lovely city”
Art Rotterdam, Jeanine Hofland Contemporary art 
Jeanine Hofland Contemporary art, Amsterdam, NL, “In praise of shadow”
Syofukan, Rotterdam, NL, “Waiting for a cup of tea”
Duplex, Sarajevo, BA, “Almost nothing” 
Gallery Red Hot, Den Haag, NL, “Just”
Gallery Node, Tokyo, JP, “Unlighting”

グループ展
HALL14,  Leipzig, DE, “Capitalist Melancholica”
Billytown, Den Haag, NL, “Back to the Future” 
Hordaland Kunstsenter, Filmscreening, Bergen, NO
Goleb, Amsterdam, NL, In Praise of Laziness,Collaboration project with Mounira Al Solh
Eye Filmmuseum, NL , IDFA Amsterdam Art weekend film screening
Chongqing AIR, CN, June Contemporary Art Festival
Liste/Art Fair Basel, Basel, CHE 
ARTISTERIUM 2013, Tbilisi GE, “A Little Further From There”
Frankendael Foundation, Amsterdam, NL, “About the House And The Things”
Arki Galeria, Taipei, TW “Urban Synesthesia ”, (exh. cat)
Atelierhaus Salzamt, Linz, AT, “Expand, Explore, Expose” (exh. cat)
Permeabilities, CEIA-Centro de Experimentação e Informação de Arte, Belo Horizonte, BR
Jeanine Hofland Contemporary art, Amsterdam, NL, “Not in a million years”
Frank taal, Rotterdam, NL, “Perennial Conceits”
ARCO Marid:Focus the Netherlands, Madrid, SP, Jeanine Hofland Contemporary art 
Galerie De Expeditie, Amsterdam, NL, “shadow performers”
Nogueras Blanchard, Barcelona, SP, “Somewhere Else” (exh. cat)
Factoría de Arte y Desarrollo, Madrid, SP, “TODOS TENEMOS BUES GUSTO”
(Everyone has good taste) 
meetfactory, CZ, “cinetactics”
heden Heir, Den Haag, NL, “Ola Vasiljeva en Rumiko Hagiwara”
OUI, Grenoble, FR, “tape it”
billytown, rijswijk, NL, “billytown just name dropping”
Castle and Elephant, Coventy, UK  
Sils c/o A-Locatie, Rotterdam, NL, “Soot and Spit” 
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, NL, “RijksakademieOPEN2009”
(exh. cat.ISBN:978-90-78681-08-3)
La Casa Encendida Art Center, Madrid, SP, “A la vuelta la esquina” 
(just around the corner), (exh. cat.ISBN 978-84-96917-51-4)
Walden Affairs, Den Haag, NL
Galerie De Expeditie, Amsterdam, NL, “Belicht”
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, NL, “RijksakademieOPEN2008” (exh. cat.)

学歴/レジデンシープログラム

アーツ前橋 地域アートプロジェクト(Artist-in- residence), 前橋, JP
Kunsthuis SYB, NL, “In praise of Laziness” collanorative project with Mounira Al Solh
AIR Antwerpen, Antwerp, BE
Chinese European Art Center, Xiamen, CN
東京ワンダーサイト, 東京, JP
Institute for Provocation, Beijing, CN
Meet factory, Praha, CZ 
DCR guest studio, Den Haag, NL 
Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, NL 
Post St. Joost, Breda, NL 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, NL 
東京造形大学, 東京, JP 

奨学金/助成金

Mondriaan Funds Basic budget      
Mondriaan Funds project budget
Rijksakademie stipend, Dutch Ministry of Education, Culture and Science
Tokyo Zokei University, Tokyo, JP, fellowship

レビュー

TUBELIGHT Web, “Wat anders ongezien blijft”, Julia Mullie (11st April)
Het Parool, “Uit verwarring ontstaat moois”, Daniel Bertina (p.16, 27th February) 
TUBELIGHT #87, “Ontregelde waarneming”, Nynke Besemer
NRC Handelsblad, “Ideeenkunst domineert op art Rotterdam” Sandra Smallenburg, 
(9 February)
Kunstbeeld, “Recensies: Rumiko Hagiwara”, Esther Darley, (nr. 2 2012,p. 85)
Dani Magazine(21 May) Global Magazine(20 May) Avaz newpaper(18 May) BA
NRC Handelsblad, Dirk Limburg(26 November)
Trouw, “Nieuwe oogst kiest voor engagement”, Sandra Spijkerman, (30 January)
NRC Handelsblad, “Steeds eerder exposities en biënnales. 
Deelnemers Open Ateliers wacht gouden toekomst in de kunst”, Sandra Smallenburg, (27 November)

その他の活動

KABK/Royal Academy of Art, The Hague, NL, guest teaching 
AKV/St. Joost, Den Bosch, NL, workshop facilitator
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偶然的な遭遇と、ありふれた物

萩原の作品制作は、日常生活の範囲内で、偶然的に遭遇した物事を素材にしています。
また、萩原は、日常のありふれた物事や不合理を、あえて強調することによって、その固定されたイメージをゆが
めようと試みます。これらの行為は、 ”日常への介入”として、多様なフォーマット、写真、ビデオ、サイトスペシフィ
ックインスタレーションなどに記録されることによって、作品化されていきます。

Coincidental encounters and Mundane objects

Hagiwara’s practices revolve around coincidental encounters within daily life situations. 
She often points out mundane objects and distorts ordinary perspectives on their images. 
They are registered into the diverse formats, photos, prints, videos, site-specific installa-
tions that contain an aspect of documenting the situation that Hagiwara engaged with her 
practices. 

p.5    - Photo （写真）
p.13  - Print （プリント）
p.15  - Installation （インスタレーション）
p.18  - Video （ビデオ） 
p.21  - Drawing （ドローイング）
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“ Exercise ball ”
（エクササイズボール）

2009
105 x 70 cm, 布へのプリント

- Photo （写真）
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“ Marble and Brick ”
（大理石とレンガ）

2009
96  x 135 cm
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“ Marble and Brick ”
（大理石とレンガ）

2009
96  x 135 cm

“ Black hole ”
(ブラックホール）

2010
83 x 115 cm

普段から自分で髪をカットする習慣がある。
ある日、床に落ちた自分の黒髪が、床にあいた穴のように見えた
ので、写真に記録した。
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“ Name garden ”
(名前の庭）

2012
 113 x 76 cm

ある日、冬のプラハで植物園を訪れたところ、真冬だったので、ほとんどの植物は土の下に眠っている状態だった。
植物がまったく見当たらないかわりに、植物の名前を示すプレートだけが立ち茂っていた。その情景を写真作品と
して記録し、”名前の庭”とタイトルをつけた。
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“ Name garden ”
(名前の庭）

2012
 113 x 76 cm

“ Foggy Antwerp”
(霧のアントワープ）

2013
53 x 23 cm, framed

霧が非常に立ち込めていた日がアントワープ滞在中にあった。　その日に、アントワープの美しい風景が観れる場所
で、その風景の写真を撮影した。
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“Reflection of pedestal / Inside of pedestal / Shadow of pedestal”
(台座の反射 / 台座の中 /台座の影）

2012, 3 photos
46 x70cm/ 29x28cm / 46 x70cm
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“ Horizontal line “
(地平線を見る）

2016
dimensions variable

フォトコラージュ

山に囲まれた地形の前橋では、山のその先の地平線を見ることはできない。し
かし、日本人ならば誰もが一度は歌ったことのある《うみ》を作詞、作曲した作
家は、どちらも前橋出身であることを耳にした。
海を見ることなく育った人たちが、「うみは広いな、大きいな。行ってみたいな、
よその国」と、その景色の雄大さと、その先へ向かう夢を語った歌を創造したと
いう話に、心を動かされた。それゆえに、 前橋に地平線を創造してみたいとい
う欲望にかられ、《地平線を見る》と題された赤城山の写真のコラージュ作品
を制作した。山の稜線の曲がり角でバラバラにカットされた写真は、その稜線
がまっすぐになるようにつなげられている。
現れてきた地平線のイメージは、時に海のようにも見える。山のオリジナルイメージ
* この作品は、アーツ前橋が運営する地域アートプロジェクトの滞在制作において制作された。
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“ 074 2466863627 3/3 “
2014

29.7  x 21 cm, framed
KLM E-ticket (オランダ航空Eチケット、ナンバー074 2466863627) 

アムステルダム – 東京 、ページ3 

- Print （プリント）

アムステルダム〜東京間のKLM航空のEチケットを印刷した時、三枚目のページにこのイ
メージが現れたので、それを額に収めて展示した。
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“ Copy of white paper “
(白い紙のコピー）

2016
21x29.7cm

 フォトコピー, framed

A4の無地の白い紙をコピー機で複写し、その複写されたものをさらに複写してゆくという行為を、連続で１００回行った。
コピー機は、オリジナルのイメージを100パーセント完璧に複写することはできない。必ずゴミやトナーなどの汚れが写り込む。
何度も複写を繰り返すことによって、写り込んだ汚れがだんだんと増殖して行き、最終的に白い紙のコピーは、黒色に変化した。

複写の過程は、使用されたコピー機の製造番号のリストとして記録され、”Copy of white paper（白い紙のコピー）”と題されながら
も矛盾的に黒い紙の姿の作品の隣に、 表示されている。

*この作品は、ライプツィヒの HALLE14での展覧会、“Capitalist Melancholia” ために制作された。
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“ Outer Power ”
（アウターパワー）

2013

ポイントライト、台座、電気ケトル

電気ケトルの電源ランプが、赤く点灯
し、”on”であるように見える。　だが、実
は、距離を置いて設置されたポイントライ
トからの赤い光線が、電源ランプを点灯
しているかのように　見せているだけで、  

電源は入っていない。  
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“ Dozen “

2015
12 boxes, title plate

大きな箱の中に、１１個の箱がマトリョーシカ人形のように隠されている。
作品タイトルの「 Dozen 」の英語の意味は、１２個(ダース）だが、「 Dozen 」をオランダ語として読むと、たくさんの箱（ダーゼン）という意味
になる。

* このインスタレーションは、オランダ語圏でのみ展示可能となる。
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“ Pen ” 
（ペン）

2009
ペン、キャップ、影、懐中電灯

ペンの本体の影が、背後で、ペンのキャップとつながっている。
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“ Pen ” 
（ペン）

2009
ペン、キャップ、影、懐中電灯

 “ Ten square meter of shadow ”
（10平方メートルの影）

2011
大理石のタイトルプレート、ランプ、１０m２サイズの影

タイトル（プレート）自体が、空の空間に、作品（10m2の影）を存在させている。
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“ Earthquake Magnitude 7.0 ”
（マグニチュード７の地震）

2008
2min. 33sec. 

URL: http://www.rumikohagiwara.com/japanese/?p=282

ビデオからの静止画

インスタレーションビュー/　廊下に貼られた半透明スクリーンの上に奥から投影

静物画のようなイメージの中に、ゆっくりと人の手が現れる。その手は、机と天井ランプ
を揺らしだし、その場面にあたかも地震の揺れが起こっているかのような状況を作り出
す。
人工的に引き起こされた揺れが収まった時、フェードアウトしてビデオ作品は終了する。

- Video （ビデオ）
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“ Exit in my studio ”
（私のスタジオの出口）

2009
1min. 30sec. 

このビデオは、雑多に散らかったスタジオのイメージからはじまる。そのイメージは、幾つかある内の一つのテーブ
ルにズームインしてゆき、ゆっくりとその動作を続けながら、テーブルの上に置かれていたサングラスに写り込んで
いる”窓”の中に消えてゆく。

ビデオからの静止画

インスタレーションビュー

URL: http://www.rumikohagiwara.com/english/archives/284
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“ Full moon ”
（満月）

2014
1min. 4 sec.

工場の連立する港の風景の中に、カチという音とともに、突然満月が現れ
る。それは本物の満月ではなく、窓のガラスに反射して写り込んだ天井の
ランプの姿だった。

ビデオからの静止画

インスタレーションビュー
URL: http://vimeo.com/89627893
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 “ Red pen, Yellow pen, Blue pen ”
（赤ペン、黄色ペン、青ペン）

2010
15x21cm/ 15x21cm/ 15x21cm

 pencil on paper

カラーペンのドローイング。 当然の事ながら、赤色、黄色、青色は、ドローインングというフォーマットの中
で、白黒に変換されている。

- Drawing （ドローイング）
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“Fuji and Mac”
（富士とマック）

2012
20 x 20cm / 20 x 20cm 

pencil on paper 
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“Fuji and Mac”
（富士とマック）

2012
20 x 20cm / 20 x 20cm 

pencil on paper 

 “ Gun under white sheets / Knife under white sheets ”
（白いシーツの下の銃 / 白いシーツの下のナイフ )

2011
30 x 30 cm/ 30 x 30 cm

 pencil on paper
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シリーズ

萩原の、ありふれた物への介入行為の中には、似たようなアイテムやトリックが使われる傾向がみられます。
彼女の作品群を、それらの傾向を元に、シリーズとして分類して観ることによって、彼女の作品制作の方向性が見
えてくるかもしれません。

Series/Groups

Hagiwara’s investigation into mundanity raises a trend to use certain objects and to repeat 
them in diverse medias. By categorizing her art works into several Series/Groups, the prog-
ress of her investigations is visualized. 

p.25  - Space Between （その間）
p.27  - Alphabet（アルファベット）
p.29  - One and Others （一つとその他）
p.32  - A4 paper （A4紙）
p.34  - ART （アート）
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“ Space between black and white ”
（白と黒の間）

2008
パラパラブック 

15 x 9 x 7.5(高)cm

- Space Between （その間）

URL: http://www.rumikohagiwara.com/english/archives/250

黒から白または、白から黒へとアニメーションが見れる、パ
ラパラブック。
白のページからめくると、All rightとロゴの入った卓球の
球が、暗黒の宇宙の彼方に消えてゆく。また、逆に黒からめ
くると、宇宙から卓球の球が、頭の上に落ちてくるというス
トーリーになる。   
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“ Space between yellow and blue ” 
（黄色と青の間）

2009
ビデオインスタレーション

2min. 46sec. 

このビデオ作品は、黄色が画面全体を覆った状態で始まる。少しずつズームアウトしながら、
うつされたものがあきらかになってゆき、観客がその黄色は緑の草原に一輪咲くタンポポの
花の拡大イメージであったと気付いた時には、カメラはゆっくりとアングルを上方に向ける。そ
してその動きのまま、青い空の彼方に消えてゆき、青色が全体を覆った状態で幕を閉じる。

ビデオからの静止画

URL: http://www.rumikohagiwara.com/english/archives/78

インスタレーションビュー
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 “ L ”
（エル）

2010
photo

110 x145cm

- Alphabet （アルファベット）
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“ H ” 
（エイチ）
2009/2010  

サイトスペシフィックインスタレーション

トラム停留所のサイン(H)、閉じられた窓と穴(約 Φ 1cm)、
タイトルプレート、金属製のパイプ（３０cm）

壁の上の小さな穴から外を覗くと、”H”というサインが中に見える。それは、実は、壁の後ろの窓越しにあるトラム停留
所のサインで、閉じた窓と小さな穴によって距離感が微妙に狂わされ、 見覚えのあるトラムのサイン”H”が、全く違うオ
ブジェクトとして観客の目に飛び込んでくる。 トラムのサイン”H”が、普段見覚えのあるサインであることが、さらに鑑賞
者の感覚を微妙に揺らす。 構造は簡単で、小さい穴 (約 Φ 1cm) は実は３０cmほどの長さで、その穴がトラムのサイン
の”H”の方向を向いている。
フィルターを通してみることによって、見覚えのある物が、別の物として見えてくる。

穴の中

インスタレーションビュー
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穴の中

- One and Other （一つとその他）

 “One stone / Two stones”
（一つの石/二つの石）

2013
インスタレーション

サイズの異なる石二つ、タイトルプレート

前方から鑑賞すると、石が一つだけ置かれているように見える。石の隣に置かれたタイ
トルプレートも、”One stone”という、見たままの状態を示している。
しかし、後方に回ってみると、もう一つの小さい石が背後に隠れていることを発見する。
同時に、タイトルプレートの裏側に、”One stone”ではなく、”Two stones”という、もう
一つのタイトルが、表示されていることに気づかされる。

鑑賞者の立ち位置によって、ものの見方は全く違うものになる、という事象を、簡潔に指
し示したインスタレーション作品。

インスタレーションビュー・ 後方からインスタレーションビュー・前方から
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 “One cup / Other cups”
（一つのカップ/その他のカップ）

2014
サイトスペシフィックインスタレーション
314個のカップ、ドア、タイトルプレート

カップが一つ、ドアの上に置かれ
ているように見える。だが、裏側に
回ってみると、実はたくさんのカッ
プが重なり合って、塔のようになっ
ている。
その視点の変化によって、タイトル
も”One cup”から ”Other cups”
に変化する。

前方から 後方から

“ Three Arrows “
（三本の矢）

2014
シルクスクリーンプリント

62 x 88cm
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後方から
半透明紙のおもて面に、 一本の矢が、うら面に二本の矢が印刷されている。

Photograph by Ted Oonk,  commissioned by AIR Antwerpen

“ Three Arrows “
（三本の矢）

2014
シルクスクリーンプリント

62 x 88cm
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“ Photo of A4 paper ”
（A4紙の写真）

2014, photo
150 x 202 cm, inkjet print

７倍ほどの大きさに拡大され、プリントされたA4の紙の写真。

- A4 paper （A4紙）
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“ Drawing of A4 paper ”
（A4紙のドローイング）

2015
29.7  x 21 cm(A4 size)

Pencil on paper

A4紙の上に描かれた、A4紙のドローイング。
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“ Designed Art “
（デザインされたアート）

2014/2015
book(15 x 10 cm / 69pages)

video(50sec.)

雑誌から、デザインされた”ART”のロゴタイプを集めて本の形態にした作品。

- ART （アート）

ビデオからの静止画

本のプレゼンテーション
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ビデオからの静止画

“ This is Art ”

2014
サイトスペシフィック・インスタレーション

スポットランプ, ショーウィンドウ, ギャラリーロゴの影、タイトルプレート

このサイトスペシフィックインスタレーションは、ギャラリー・ショーウィンドウのガラスに貼られた
ラベルの”Art”の部分に、外側からスポットライトを当てる、という簡単な構造で成り立っている。
すると、ショーウィンドーの中の展示物が飾られるべきであろう壁に、”Art”の文字の影が映し出
される。
実際には空のショーウィンドウが存在するだけであるこの作品は、This is Artと名付けられた。 (この作品は、Jeanine Hofland Contemporary Art ギャラリーでの”IF YOU MAKE THAT KIND 

OF JOKE, THEN WE CALL IT A LIE” の展示期間中16:30から18：00までご覧いただけました。）
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“How to pronounce ART” 
（アートの発音方法）

2015
video

7min.46sec.
このビデオ作品は、ある日本人アーティストが、彼女のギャラリストと一緒に、Barで彼女の問題点について話し
ているシーンを記録したものである。
彼女は、日本人によくある問題で、例えば　”ART”（アート）などの英語の”R”の発音がうまくできない。
”R”の発音をギャラリストに教えてもらい、何度も練習しながら、彼らの会話は、『彼女のアートコンテクスト
は、ARTが発音できないアーティストである』という、皮肉な冗談で、笑いながら終了する。

URL: http://www.rumikohagiwara.com/english/archives/1584

ビデオからの静止画
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“How to pronounce ART” 
（アートの発音方法）

2015
video

7min.46sec.

プロジェクト・リサーチ

言葉を変えれば、萩原のアートプラクティスは、複雑化する世界に対応するための、心の有り様を探す旅であると
言えるかもしれません。　
彼女の、継続的にありふれた物事の中から何かを発見しようとするスタンスは、ただ我々のものの見方を変えるだ
けで、世界の枠組みの中にいながらも存在し得る、例外的な”場所”を探すという行為なのです。

彼女は、私たちの生活に関したリーサーチプロジェクトをいくつか企画しました。これらも、彼女のアートプラクティ
スの一部として数えられます。

Project/Research

In other word, Hagiwara’s art practice could be called a quest seeking the relevant state of 
mind in order to live with the complex world. Her stance, constantly discovering something 
on mundane objects is that to seek an exceptional place within the frame of the world by 
transforming merely our minds. 

Accordingly she has operated several research projects about our daily lives, which is the 
part of her investigation of Art. 

p.38  - Laziness（怠惰）
p.39  - Humor （ユーモア）
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私たちアーティストも、正常でいるためは、
制作活動をたまには休まなくてはならな
い。けれども、資本主義社会では、労働行
為に価値は認められるが、怠惰な行為は
見下されている。そのため、怠け者になる
ためには、社会的価値基準と戦わなくては
ならない。

実際、怠けるという態度には、 支配的なシ
ステムの中で例外を探そうという 姿勢が
表れており、拒絶の意味が含まれていてい
る。その結果、怠け者になるためには、矛盾
的にたくさんの労働が要求される。

もし、怠惰がただの行為でないのだとした
ら、怠惰の機能とはどんなものなのだろう
か。どうやって、この批判的な社会の中で、
怠惰を定義すればいいのだろうか。

”In Praise of Laziness” とは、萩原留
美子と、Mounira Al Solh二人によって
企画されたコラボレーションプロジェクト
で、Kunsthuis SYB （レジデンシープロ
グラム）にて試行された。その後、プロジェ
クトの活動を記録したビデオ集から、ビデ
オ作品 ”In Praise of Laziness”が制作
された。

An artist should allow herself/himself peri-
ods of non-making in order to stay sane. 
However in late capitalist societies, this is 
a luxury because labor is highly valued, 
while idleness is mostly looked down on.  
In order to be lazy, one must fight internal-
ized social judgments. In fact, the laziness 
is the attitude searching a space of the 
exception within a dominant system and 
linked with refusal. Ultimately, to achieve 
laziness demands hard work. 
If laziness is not only non-work, but also 
indeed, a different kind of work, then what 
is its function and what economy is it part 
of? How can we redefine it to counter judg-
mental conceptions of laziness?  
In Praise of Laziness is a research project 
addressing these issues, launched by 
Rumiko Hagiwara and Mounira Al Solh. 
Several events were organized during an 
artist residency program at Kunsthuis SYB 
in order to distort our lives in constraints.
Consequently collaboration video work 
“How to be lazy” was realized from the 
video materials that were the documenta-
tions of the project. 

 “In Praise of laziness”
（怠惰礼賛）

Mounira al Solhとのコラボレーションプロジェクト
2014/2015

at Kunsthuis SYB and GOLEB
Weblog: 

<http://www.kunsthuissyb.nl/archief/in-praise-of-laziness/weblog.html>

*ピラテスとヨガのレッスンを受け、 日常生活の中で怠惰になるために、リラックスした状態を学ぶトレーニ
ングを行った。

*様 な々ゲストを招待して、怠惰に関してのインタビューを行った。

* １８世紀のロ
シア文学で、
怠惰なキャラ
クターとして有
名な”オブラモ
フ”について学
ぶため、映画
鑑賞。

* 怠惰に関しての文献を
集め、小さな図書館を開
き、勉強した。

*道教によれば、無為（何もし
ないこと）とは自然との調和ら
しい。そのため、自然の中で
何もしないという行為を試み
た。だが、もちろんのことなが
ら、失敗する。

*美容トリートメントをしながら怠惰になってみる
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* Lin Yutang (林語堂 
1895-1976) は、西洋のユー
モアを中国社会に初めて紹介
した中国人学者。彼が、中国
語の幽默 (youmo)= ユーモ
アという当て字を創造した。

幽默という語の意味を考え
てみると、幽 ＝幽霊、默=
沈黙となる。 
なぜユーモアが、幽霊の沈黙
と訳されたのか、とても興味
深い。

*”天才バカボン” は、赤塚不二夫による
伝説的なギャグ漫画。政情不安定だった
時代背景の6０年代後期から、爆発的な
ヒットを飛ばす。この作品は、当時の社会
問題を笑い飛ばすようなギャグの数々生
み出した。

Research about sense of humor - on Asia
2012 ~

weblog : 夏炉冬扇(Summer heater winter fan) 
< http://rumikohagiwara.enter-office.net/>

萩原は、ユーモアのセンスについての個人リサーチを、2012年に中国と日本の
レジデンシープログラムを回りながら行った。　
物事は、日常の評価基準の線を超えたときに、人々に笑いを引き起こす傾向が
ある。そのため、萩原はユーモアのセンスには、ありふれた物事の意味をひっく
り返すおもしろい特徴が備わっていると考え、その特徴を彼女のアートプラク
ティスに生かしたいと考えている。
彼女のユーモアのセンスに関してのリサーチは、日本のユーモアに集中しなが
ら、アジアの他の地域との比較によって進められた。アジア人は、雰囲気の中
で、物事を微細に説明する傾向にあり、直接的な表現を好まない。会話の中
で、主題をどう微妙に説明するかが、主題よりも重要になってくる。このような
傾向に融合したユーモアのセンスは、秀でた特徴を持っているが、西洋世界に
は、いまだきちんと翻訳されていない。彼女の作品が、ヨーロッパでは詩的であ
ると認識されることからも見て取れる。
萩原は、この異なる領域にまたがっている興味深いユーモアのセンスについ
て、リーサーチを続けたいと考えている。
リサーチの経過は、彼女のブログ”夏炉冬扇”(Summer heater Winter 
fan)< http://rumikohagiwara.enter-office.net/>にアップデートされてい
る。
Hagiwara has been working for an individual research project about senses 
of humor. She had began the research in October 2012 and 
proceeded it through the activities in several artists residency pro-
grams** in China and Japan. She has been updating the research 
process in the weblog-archive 夏炉冬扇(Summer heater Winter 
fan)< http://rumikohagiwara.enter-office.net/>.
When people touch a crossing border of their daily boundaries, 
they make a point of laugh.
Therefore Hagiwara believes the effect of humor contains very 
interesting characteristics to turn out the meaning of the signs on 
mundane objects, and regarding them as prospective characters to 
address in her conceptual art practices. Her research focuses on 
Asian humor, particularly Japanese as she is from Japan. 
Asian people tend to prefer describing things subtly, through the 
sense of atmosphere and do not like expressing themselves in a 
direct manner. How to approach a subject is more important than 
the actual subject itself. 
The characteristic of humor that matched with these trends has 
developed particular sensibilities however they haven’t translated 
well yet in Western world. 
Moreover, Hagiwara is interested in a vague boundary between 
“humor” and “poetry”, because she recognized the fact that her 
Japanese sense of humor utilized in her conceptual art practice is regarded as 
poetry in Europe. 
She is investigating prospective sensibilities of humor that are lying in between 
the boundaries, and its quest is still on going. 

“approval of disapproval !!”

* Hanshan (寒山) とは、 唐代に浙江省に
ある天台山の国清寺に居たとされる伝説的
な風狂の僧の名で、 Shide (拾得) と共に
大笑しながら寒巌に姿を隠し、二度と姿を見
ることは無くなったとされる。
多くの日本人画家がこのストーリーに魅了さ
れ、寒山の笑みを表現しようとした。 

**Institute for Provocation (IFP), Beijing, Tokyo Wonder Site 
(TWS), Tokyo and Chinese European Art Center, Xiamen.

* 江戸時代に発展した古
川柳には、穿ち、おかしみ、
軽みという、三大要素が存
在する。

「うがち」というのは動詞
では「穿つ」で、本来は『
穴』を開けること。表面から
は見えにくいものや、人が
見落としているような事柄
に目を向けて、それを明る
みに取り出して見せたり（
暴露）、常識的な仮面を剥
ぎ取る（価値の引き下げ）
などを意味する。

「軽み」というのは、内容よ
り形式にかかわる言い方
で、さりげなくサラリと言っ
てのけた句体から、深い奥
行きや広がりを感じさせる
ことを意味する。この二つ
の要素が重なると、結果と
しておかしみが生まれる。

* 自転車を置かないように、という言葉が、注意書
きのなかで、執拗に繰り返されている。　
不必要な繰り返しは馬鹿げていて、よく笑いを引
き起こす。

伝顔輝作『寒山拾得図』寒山。東京国立博物館蔵
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