切妻屋根の痕跡のための類型学／三宅章介
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学生運動が失速しはじめた 1970年に京都市立芸術大学に入学した。入学後間もなく、
「東京ビエン
ナーレ '70」
に衝撃を受けた。内面世界の表出としての造形表現に興味を失い、コンセプチュアル・
アートに惹かれた。とはいえ「もの派」
の禅問答になじめなかった私は、メディアの記号作用をパラ
ドキシカルに露わにする試みを続けている。
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切妻屋根の痕跡のための類型学
Typology for Traces of Gable Roofs

制作の動機

5年前に父が他界し、神戸の実家を処分した。昭和30年代に摩耶山のふもとを切り拓いて建てた
ものだ。そこは更地になり、今は新しい住宅が建てられ、以前の面影はまったくない。未練なく、綺
麗さっぱりなくなっていることをむしろ爽快に思う半面、
これが京都であればと思わないでもない。
京都の町を歩いていると、空き地に面した建物の壁面に、
かつてあった隣家の屋根の痕跡が残され
ている光景に出くわす。その屋根の下で営まれていたかもしれない日々の暮しを偲ばせる。
その痕跡も時の流れのなかで風化していくことは免れないし、空き地に新たな建物が立てば人々
の視界から消える。やがては痕跡を印した建物も解体され、人々の記憶からも跡形なく消え去る
にちがいない。
変貌を繰り返すこの町の断片を記録するにあたって、ドイツの写真家ベッヒャー夫妻の仕事が頭を
よぎった。夫妻に習い、
これらの痕跡を可能な限り叙情性を排し、類型学的手法で撮影したいと思っ
ている。

テーマ説明

私は学生時代以来、京都に在住しているとはいえ、
しょせんは神戸生まれのよそ者である。
伝統的な京都の町並みの風情が失われ、無粋な姿を晒していることに、
ことさら抵抗感がない。人
も町も、生きておればこそ、時に醜態を晒すことは必定だ。
むしろ、インバウンド需要を狙って、厚化粧をほどこし、テーマパーク ( 見世物 ) 化することに、親
の遺産で食っているような、浅はかさを感じている。このことが昨今のコロナ禍により露呈したこ
とは言うまでもない。平安京以来の時の流れの中で人の営みが重なり、
そのレイヤーのところどこ
ろが綻びて、
「研ぎ出し模様」
の様相を呈している。そんなところが、僕にとって京都の魅力だ。
よどみに浮ぶうたかたは、
かつ消えかつ結びて
久しくとゞまることなし。
世の中にある人とすみかと、
またかくの如し。
鴨長明「方丈記」

推薦文

何か、子供の頃遊んだ空き地に再会したような、失われた故郷が夢の中で立ち昇ったような感情が
抑えられない。三宅章介の写真「切妻屋根の痕跡のための類型学」
は、家族アルバムを見るよりも心
を動かされる。一人っ子の私にも、兄や弟がいたような不思議な気分である。初めてシンクロニシ
ティを信じる気になってしまった。 実は、私も痕跡に惹かれて、写真を撮っている。だから余計我
が事のように、シャッターを切る心情に共感するのかもしれない。
もちろん、三宅章介の写真は、時代の残滓を露呈する作品ではない。かつてそこにあったという、
写真が抱えるメディアの特性がテーマである。あらゆる写真は遺影である。今ある記念写真、人物
写真は、50年も経てば直ぐに時代の雰囲気を伝える資料に変容する。三宅章介が提示する作品が
愛おしく思えるのは、街が遺影である事を表現しているからに他ならない。そしてもう一つのテー
マ、見えないものを見ようとする描写の中に、視覚偏重への疑問が深沈と流れている。それが、愛
おしさを生むのである。痕跡が触発する消失した建造物のリアリティー。見えない、喪失したもの
を幻視させる描写力。
三宅章介の写真の魅力は、メタメディアの構造にあるのだ。この、見えないものを見せる三宅章介
の姿勢こそ、
わたしたちが今最も必要としているテーマだという事は言うまでもない。
映像作家、演出家、エッセイスト、多摩美術大学名誉教授、前橋文学館館長
萩原朔美
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#01

2019/01/13 中京区壬生東土居ノ内町27

2019/10/13 上京区大東町97-1

2020/03/26 中京区壬生松原町1-21

2019/08/01 上京区鏡石町13:3

2019/12/21 下京区雁金町165

2020/06/16 中京区四丁目196-3

2019/09/12 下京区綾材木町188-5

2019/12/24 中京区姉東堀川町70

2021/03/13 下京区長福寺町281-15

2019/07/12 東山区上池田町541

2019/07/20 上京区上小川町117

2019/12/31 下京区高辻町596

2019/07/12 右京区西院東淳和院町7-1

2019/03/23 北区大将軍川端町83

2019/12/31 下京区仏光寺西町

2019/12/24 下京区扇酒屋町275-2

2019/08/29 下京区薬園町174-4

2019/12/31 下京区上之町423-1
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2018/06/15 右京区太秦井戸ケ尻町7-9

2018/06/28 右京区太秦井戸ケ尻町7-1

2019/01/08 右京区蜻蛉尻町1-13

2021/02/18 右京区太秦桂木町5-48

2019/01/25 下京区泉水町134-6

2019/10/04 上京区四町目192

2021/01/30 下京区月見町60

2020/08/24 東山区西町324

2021/05/09 東山区宮川筋5 丁目332

2019/03/02 中京区西ノ京職司町76-1

2018/07/04 右京区西院淳和院町20-6

2019/01/06 西ノ京中御門東町西大路通

2019/08/29 下京区泉水町五条通

2020/06/16 下京区松川町386

2020/12/10 中京区榎木町96

2020/12/31 下京区鍋屋町242-1

2021/01/28 中京区榎木町96

2021/03/11 左京区孫橋町18-5

Typology  for Traces of Gable Roofs
#04

切妻屋根の痕跡のための類型学／三宅章介

page-5

Typology  for Traces of Gable Roofs
#05

2019/01/21 右京区西院下花田町30

2019/01/21 右京区西院下花田町30

2019/10/10 中京区西ノ京右馬寮町2-24

2019/06/28 上京区南小大門町575

2019/01/08 下京区杉蛭子町253

2019/10/26 下京区上之町11-11

2019/05/14 中京区壬生高樋町16-1

2019/01/06 中京区聚楽廻東町24

2019/05/04 右京区山ノ内御堂殿町43

2021/01/03 下京区上之町1-7

2021/02/11 下京区岩戸山町416

2020/02/15 上京区幸在町689

2021/06/26 下京区松原中之町488-1

2019/01/06 中京区壬生西大竹町27-2

2021/01/30 下京区鍋屋町242-1

2019/12/31 下京区橘町341

2018/12/05 上京区西町31

2019/01/01 上京区東神明町285 −1

Typology  for Traces of Gable Roofs
#06

切妻屋根の痕跡のための類型学／三宅章介

page-6

Typology  for Traces of Gable Roofs
#07

2018/02/07 右京区西院春栄町23

2020/03/15 東山区三吉町339

2019/02/28 中京区三坊大宮町148

2020/05/09 上京区毘沙門町487

2019/10/10 上京区西辰巳町115-9

2020/12/04 上京区西町92

2021/05/07 上京区常泉院町141

2019/10/13 東山区堤町

2017/05/04 右京区山ノ内五反田町

2019/07/12 右京区西院高田町1-9

2019/05/11 中京区瀬戸屋町465

2020/06/16 下京区西門前町424

2019/09/01 中京区西ノ京内畑町10-11

2020/11/06 上京区田丸町373

2020/12/17 上京区長門町405

2019/07/20 上京区榎町376

2019/08/29 下京区泉水町五条通

2020/03/08 左京区聖護院山王町32
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2018/12/05 上京区一色町27-1

2019/07/09 中京区梅屋町487-4

2019/12/24 下京区扇酒屋町283-1

2021/04/25 中京区十文字町453-3

2018/02/27 東山区西海子町46

2019/01/29 中京区坂井町449

2020/12/31 左京区頭町337-2

2021/03/20 東山区祇園町南側537-1

2020/11/06 中京区菱屋町42

2018/11/23 下京区唐津屋町

2019/09/12 右京区西院巽町1

2019/07/20 中京区西ノ京東中合町10

2019/07/20 中京区西ノ京東中合町10

2020/03/08 中京区薬師町644

2020/03/08 左京区浄土寺西田町

2020/08/24 東山区清本町359-2

2021/04/25 中京区百足屋町147-1

2021/04/18 下京区材木町479
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Typology for Traces of Gable Roofs ー切妻屋根の痕跡のための類型学ー
2020/10 赤々舎刊
古い家並みの残る京都にあっても、刻々と街は変容する。
京都在住の写真家・三宅章介は、日々、街を歩き、取り壊された家屋の痕跡に遭遇し、撮り続けてきた。
それは、隣接していた建物の外壁に刻印された、多くは切妻屋根の痕跡である。
家の輪郭を刻むもの、壁のトタンの表情を驚くほど変えるもの、
なぜここに？と不思議な位置に窓が
出現するもの ......。ひび割れ、煤けた色合い、周囲の看板など、
ひとつとして同じものがない痕跡が、
かつてそこに在った人々の営みや、建物と建物との関わりを窺わせる。
その痕跡は時の流れと共に風化し、
そこに新たな建物が建造されると人々の視界から消える。やがて隣接し
ていた壁も解体され、人々の記憶から跡形なく消え去る。
ベッヒャーの類型学
（タイポロジー）
へのオマージュを込めて集積された写真群は、街歩きの貴重な
記録であるとともに、建築的観点からの発見や見ることの奥行きを呼び起こす。
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三宅章介／切妻屋根の痕跡のための類型学
2021.2.23 - 3.7
京都写真美術館

京都新聞

写真家・三宅章介の作品を初めて見る人は面食らうかもしれない。同じモチーフ、同じ構図の作 品

2021.2.27 朝刊

が延々と並んでいるからだ。三宅のテーマは「痕跡」
である。古い木造家屋が解体された後、隣家の

美術欄

壁にそのシルエットが残される。古い建物が多い京都市内では見慣れた光景だろう。彼は約3年に
わたりそれらを取材し、精選した 120 点を展示している。物質をその特徴ごとに分類・考察する学
問をタイポロジー ( 類型学 ) といい、三宅はその手法を自作に応用している。そして、写真作品にこ
の手法を用いた代表的作家は ,1970年代のドイツで活躍したベルント & ヒラ・ベッヒャー夫妻だ。
夫妻は工場や給水塔など近代の工業的建造物をタイポロジーの手法で撮影し、ドイツ近代史を振り
返るとともに、コンセプチュアル・アートやミニマル・アートとしての写真表現を確立した。この観
点から三宅の作品を見ると、彼の狙いが見えてくる。京都から失われつつある伝統的な家並みや、
そ
こで暮らしていた人々の営み、
さらには時代や価値観の変遷といったものまで写し取ろうとしていう
るのだ。また、写真に写ったものはすべて過去 ( 撮った瞬間から過去になる ) という特性から見ると、
彼の作品には撮影時点での過去と、被写体が醸し出すさらなる過去という二重構造が潜んでいるこ
とになる。このあたりまで気を配って鑑賞すれば、本作品の奥深さが分かるだろう。
( 京都写真美術館 = 神宮道三条上ル 3 月7 日まで ) ( 小吹隆文・美術ライター )

