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樫尾聡美は、友禅の伝統を踏まえながら、刷
毛による色挿しやシルクスクリーン等の技法を
駆使して繊細で精密な表現を行う染色作家で
ある。飛行機や電車など日常的なモチーフを取
り入れた、幾何学的な装飾を特徴とする作品の
イメージは、生命の細胞をも連想させ、布を多
層に重ね合わせた立体的なフォルムは、有機的
で生命力あふれる姿で表れる。樫尾は2014年
に展示空間に合わせた天井吊りの作品《あた
ふる》を発表。膨張した細胞がとめどもなく流
れ落ちる「生命の滝」を思わせる、壮大かつ神
秘的な空間を現出させた。その傾向をさらに発
展させるべく、本展のために制作した大作《揺
れる境界》では、身の回りに見られる人工的な
モチーフを配することに加え、目にすることはで
きないが周囲を縦横無尽に飛び回る様々なデ
ジタル情報を可視化することによって、現代の
社会と対峙する個、あるいはその境界において
揺れ動く樫尾自身の繊細な心状を作品全体で
表現した。

（内呂博之）

KASHIO Satomi draws on the Japanese 

yuzen dyeing tradition in creating intricately 

detailed textile artworks using techniques 

such as silkscreen and brushing. Incorpo-

rating such everyday motifs as planes and 

trains, the images in her works are charac-

terized by geometric decorativeness and are 

reminiscent of living cells. The three-dimen-

sional forms created by layering and com-

bining sheets of fabric are organic and full 

of vitality. In 2014 Kashio unveiled Atafuru, a 

ceiling hanging designed specifically for the 

exhibition space in which it was presented. 

The result was a majestic, mystical space 

that called to mind a “waterfall of life” in 

which swollen cells streamed down cease-

lessly. Building on the success of that piece, 

in the work she created for this exhibition, 

Wavering Border, she both arranged exam-

ples of the artificial motifs that are visible 

around us and visualized the array of digital 

information that is invisible yet flies freely 

through our environment. In doing so she 

gave expression to the delicate mental state 

of the individual confronting contemporary 

society, and of Kashio herself as she wavers 

on the boundary between the two. 

(UCHIRO Hiroyuki)
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樫尾聡美《揺れる境界》 2015年

綿、ポリエステル、反応染料、樹脂

KASHIO Satomi, Wavering Boader, 2015

cotton, polyester, reactive dyes, resin
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アペルト 02

樫尾聡美  生命の内側にひそむもの
APERTO 02　KASHIO Satomi: Something That Dwells Inside Life

2015.9.19–2016.1.17 
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2015年9月19日–2016年1月17日

会場：長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

入場者数：141,893人

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

出品作家：樫尾聡美

リーフレット：

『樫尾聡美　生命の内側にひそむもの（アペルト 02）』

21×15 cm、6p.（ポストカード付き）、

370円＋税

巡回なし

企画・構成：内呂博之

関連企画：

◇絵本を読もう（2015年10月31日）

◇アーティスト・トーク：

樫尾聡美「間（あわい）を染める」

（2016年1月17日、レクチャーホール）

2015.9.19–2016.1.17 

Venue: Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

Number of visitors: 141,893

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Artist: KASHIO Satomi

Leaflet: KASHIO Satomi: Something That Dwells 

Inside Life (APERTO 02)

21 × 15 cm, 6p. with a postcard, ¥370 + tax

Curator: UCHIRO Hiroyuki
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