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序論 

Ⅰ.  

1.1 研究の背景と目的 

作家であれば誰でも表現したいと思う創作意志があり、それを起こす何らかの動機を持っ

ている。主に筆者の創作意志を刺激する感情は「郷愁」、「懐かしさ」、「思い出」のよう

な言葉にまとめられる。しかしこの単語さえ私が感じる感情の全てを正確に伝えられないし、

その意味の枠組みの中にすべては込められない。ただとりとめのない感情の渦からつかんだ

一つの手がかりのような役割だと表現するのが最も近い。私はいつも感情を一つの単語や記

号として正確に提示することに困難を感じ、それによってジャック・デリダ1の述べる「言

語の不完全性」に共感するようになった。ジャック・デリダの観点で単語と対象（考え方）

は決して一致しない。「意味は常に他の単語との差に依存し、その意味の正確な位置を指し

示せない。」 2 

私の作品は写真のイメージから始まる。私が直接撮った、あるいは昔のフィルム写真アル

バムから私の中の何かに触れる写真を探し、それをもとにスケッチをして銅版画に移す。私

はここで「私の中の何かに触れる」という表現に注目したい。それは「懐かしさ」なのか、

「愛」のか、「憐憫」なのか、それともまた別の何かなのか。正確に一つの単語で表現でき

ない。しかし私はそうした表現を包括する何かを感じる。そしてそれは創作の動機になる。 

筆者は学部時代ローラン・バルトの写真論に接し、共感した。彼の主張は筆者が先に述べ

た創作意欲を感じる瞬間と似ている。それはバルトが彼の著書で述べた「ストディウム」と

「プンクトゥム」の概念である。「ストディウム」とは一般的な写真の感想である。写真の

中で客観的な情報を読み、ただうなずいて理解することである。これには「プンクトゥーム」

が入っていない。一方、「プンクトゥム」というのは尖った物で突いた傷のようなことであ

る。バルトはかれの著書で「ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を

 

1  ジャック・デリダ Jacques Derrida (1930-2004)‐フランスのポスト構造主義の代表的哲学者である。 

2 Madan Sarup,『Post-structuralism and Postmodernism』,전영백(YoungPaik CHUN) (訳),서울하우스(Seoul 

House), 2005, p.61 
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突き刺す（ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける）偶然なのである」3と述べて

いる。それは個人的で非論理的に思い浮かぶ感想である。筆者がインスピレーションを受け

るその現象をバルトはプンクトゥームという概念を作って説明した。 

プンクトゥムは極めて個人的な感情である。それを起こす対象は私には特別であるが、他

人には何でもないかもしれない。人によってプンクトゥームを感じる瞬間や対象が違うから

である。それはその人が生きてきた人生や経験、状況に基づく。そこでバルトは「プンクト

ゥムの事例を提示することはある面において自分自身をさらけ出すことだ」4と述べた。 

筆者の作品制作も極めて個人的な場面で始まっており、自己告白の性向がある。私はいつ

も作品について説明するとき「銅版画に刻んだ私の記録」という説明をよくするが、ここで

言う記録は「document」や「record」の意味より「日記」に近い。筆者が結論的に残した

いのは先に述べた感情の記録である。ただ日記帳に文章を書く方式ではなく写真を撮り、銅

版にイメージを刻んで刷るだけである。 

 このテキストの目的は筆者の作品制作に基づく考えを理論に結び付けて研究することで

ある。さらに作品世界の研究のみならず、筆者が使用する媒体の特殊性のため写真と銅版画

という媒体に関する研究も進める。 

 

1.2 研究の方法 

バルトの理論は写真論であるが、彼が提示する方法論はイメージそのものの鑑賞と表現法

になることができる。また筆者の作品は写真をはじめとして表現するため必然的に写真の感

じが作品の中にある。したがってこの論文の本論Ⅱ章では筆者の作品世界と表現方法を説明

し、それをローランバルトのプンクトゥム概念によって研究していこうとする。  

また筆者の制作の核心は写真を銅版画で再媒介して表現することにある。そのためⅢ章で

は筆者の主な表現法である銅版画を削ったり彫ったり刷る制作過程で発生する意味を探し、

作品で銅版という媒体が伝える特徴は何なのか研究する。銅版画の彫って跡を残す行為がプ

 

3 ローラン・バルト、『明るい部屋』、김웅권(Woong-kwon KIM) (訳)、東文選、2006、p.42  

4 Ibid ,p.60 
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ンクトゥームとどのような方式で結びつくのか研究する。 

筆者は制作の初期過程である2017年以降修士課程を過ごした2018年~2020年の間に作品

が少しずつ変化していった。このような変化の理由は筆者が展開していく理論的過程に合わ

せて新しい制作アイデアが加わるからであろう。筆者が好きなメディアは銅版画で、それに

合わせて筆者が勉強するメディア理論によって作品も変わってきている。この論文のⅣ章で

は筆者の理論的展開によって変化している作品の流れについて説明する。そして、これをも

とにこれから進んでいく作品の方向について叙述し、仕上げたいと思う。 

 

本論 

Ⅱ. 作品の研究 

2.1 作品制作の背景 

私の作品の創作動機は写真を撮るか写真を選ぶ瞬間から始まる。しかしすべての写真が意

味があるわけではない。そのように選ぶ写真の中にいくつだけが私の作品制作につながる動

機を与える。私はそれが何であるかを知るために尋ねた。それは一つのキーワードで話せな

いが私を沸き起る感情のすべてだった。結論的にはあるこみ上げるもののすべてである。 

 主に写真を撮り、選択する素材は筆者の家族や、家の形に象徴される個人の空間、あるい

は私の生活感が込められた室内空間である。これらは厳密に言えば鑑賞者をはじめ他人には

意味を持たない対象である。筆者が選択する写真はただ「私」のために存在する写真である。

ここから制作を始める理由は、作家が表現しようとするのはどんな形式を経ても結局自分自

身だからである。したがって筆者の制作は非常に個人的で自己告白的の日記の形式を持つ。

筆者の制作は日記のようにプライベートな生活の記憶を盛り込んだ内容‐家族、私の好み、

基盤の移動‐などで綴られている。 

 それならなぜ写真から始まるのか。室内風景を描きたいなら写生することもでき、肖像画

が欲しいなら手描きもできる。筆者はここで本能的に写真の持つ二つの時間性に引かれたこ

とに気づいた。写真はシャッターを押した瞬間、過去になる。シャッターを押した瞬間、現

実とはかけ離れた一つの幕ができる。このような抽象の観念をまず意識して制作したのでは

ない。本能的に写真の中に収められたイメージに言葉にならないような惹きつけられ、逆に
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作品を制作しながらどうして写生ではない写真に引かれるのかを悩んだ。そして私がこのよ

うな時間性にひかれているということがぼんやりとわかった。過去、結局あるものを振り返

ろうとする感情から始まり、ひかれるようになった。このような写真イメージにひかれるこ

とが作品制作の動機になり、筆者が鉛筆を持つようにする。 

  筆者は上記のような考え方がバルトのプンクトゥム理論と共通点があることを感じ、バ

ルトのプンクトゥム理論のうち筆者の作品論につながる特徴を選別して研究した。そしてそ

の特徴を筆者の観点でキーワードを作って整理した。それは 

1. 突き刺す 

2. 沈黙  

3. 分離された時間  

の三つにまとめられている。次章の「2.2作品のプンクツーム的分析」ではこのようにまと

めた三つのキーワードで筆者の作品イメージを分析してみる。 

 

2.2 作品のプンクトゥム分析  

2.2.1 突き刺す 

筆者が提示した一番目のキーワードである「突き刺す」は、プンクトゥムの語源そのもの

である 。 「 Punctum 」 はバルトが彼の本 『 明るい部屋 』 で提示した用語でラテン語

「Punctionem」から始まった。刺す、鋭いことによる傷、尖った先などを意味する。また、

英語の［punctuation］とも関連し、句読点とも意味がつながる。語源として考えてみると、

プンクトゥムは感情を刺激する尖った刺、または感情に句読点をつけるコンマの役割をする

といえる。プントトゥムの語源から始まる「突き刺す」はプンクトゥムの概念の核心で、彼

の著書に繰り返し登場する言葉である。彼はこの「突き刺す」について「外傷」という表現

とともに説明している。彼にプンクトゥムとは外傷を起こす感情を指す。「ストディウム」

はプンクトゥムと違って、見る人に「外傷」を起こさない。プンクトゥムの外傷について説

明するには必然的にストディウムを説明しなければならない必要がある。プンクトゥムの概

念はストディウムの逆の特徴として現れるからである。 

バルトは写真のイメージを見るときに起こる感情を「ストディウム」と「プンクトゥム」
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に区分する。ストティウムは簡略に言えば客観的な感情である。写真の提示する視覚情報を

読み、それを鑑賞者が知識や文化、慣習などの情報をもとに解釈する。この情報を解釈する

プロセスは、熱烈ではなく、慣習的、かつ形式的に行われる。「Studium」の語源もラテン

語から始まり、研究を意味する単語であるがバルトはこの研究を情熱的であるが、特に決裂

しなかったと定義する。ストゥディウムには突然やってくる刺戟のような外傷はない。 

遺憾なことに、多くの写真は、私の視線のもとでは、生気を失っている。しかし、私の目から見ていくらか生

きているように見える写真も、たいていは私の心に、ある一般的関心、もしこう言ってよければ礼儀正しい関

心しか呼び起こさない。5 

彼の文章を見ると、ストディウムとは一種の意識的現象に見える。写真を見る時、社会的

·道徳的観念上、当然感じなければならない感情だ。これは作家が意図すれば、鑑賞者は

同じように受け取る。 

  一方、プンクトゥムは、写真が見る主体の私を突き刺す何かである。これはストディ

ウムを破ってやってくる。バルトはプンクトゥムが「場面から矢のように飛んできて私を

貫く」6と言った. これは客観的で慣習的な解釈ではない。文化、慣習、通念とは関係なく、

鑑賞者の個人的な経験によって主観的に受け入れる鑑賞である。これは「突き刺す」のよ

うなツケの形で瞬間的に訪れる強い印象や感情を伴う。そのため、プンクトゥムは人によ

って異なる。作家がAのプンクトゥムを感じて表現しても、鑑賞者はAではなくCを感じ

ることができる。発信と受信が同一でない。プンクトゥムのこのような発信と受信の不一

致は筆者が作品制作においてしばしば意図する特徴である。実はバルトの写真論は全的に

写真を「鑑賞する者」の立場で書いた本である。バルトは彼の著書で写真家の立場を説明

できないと述べた。バルトが本の前書きで言及した文章を引用する。 

私はそんな感動について話すことができなかった。なぜなら、それは経験したことがないからである。私

は写真家の仲間入りができなかった。私にできることは2つの経験、つまり眺めの対象になる人の経験と眺

める人の経験だけである。7 

彼は自分の立場を本の冒頭で述べている。彼の写真論は全く鑑賞者中心の理論である。し

 
5 ローラン・バルト、『明るい部屋』、김웅권(Woong-kwon KIM) (訳)、東文選、2006、p.40 

6 Ibid, p.42  

7 Ibid, p.23 
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かし、彼の概念は「鑑賞の領域」だけでなく「創作者の表現の領域」にも拡張することがで

きる。筆者は、プンクトゥムを筆者が制作する作品の表現原理として使っている。そして、

そうして完成した作品を鑑賞者に任せる。これはプンクトゥムの表現の領域から鑑賞の領域

への転換である。例えば、筆者にプンクトゥムは、家族と、生活と、過去の回想から始まる。

そんなことが感じられる写真から「外傷」のような突っ込みの感じは創作の動機となり、作

品となる。筆者は日常の瞬間で、プンクトゥムを感じた写真を撮ったり、家族のアルバムか

らそのようなことが感じられる写真を選ぶ。 私はここに A というプンクトゥムを感じて

版画で作品化する。これは「表現者のプンクトゥム」である。 しかし、鑑賞者は私が表現

した A のプンクトゥムを感じることもでき、全く違う C のプンクトゥムを鑑賞者の個人

的な経験に照らして感じることができる。これが「鑑賞者のプンクトゥム」である。私は自

分の作品の制作と展示の過程でこのように二つのプンクトゥムが起こることを願う。作品の

中から鑑賞者自らのもう一つのプンクトゥムを発見し、主観的な解釈が開かれることを意図

する。私はよくこれを「鑑賞者に任せる」という表現で説明する。 

 

 

図版1. All the things you are / Mezzotint / 12cm*15cm / 2020 
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2.2.2  沈黙 

筆者が提示する二番目のキーワード「沈黙」はバルトが主張するプンクトゥムの「脱コー

ド」の属性である。バルトによると、プンクトゥムは「脱コード」で発生する。彼が主張す

る「脱コート」について理解するには、「コード」が何なのか理解しなければならない。 

バルトが言う「コード」とは言語で置き換えられることを意味する。これは感情に名前を付

与する意味で「命名」である。すると、ある感情を一つの言語で命名できない時、それは 

「脱コード」であり、プンクトゥームの属性を持つ。バルトにどんな「プンクトゥーム」を

感じたかと聞いたら、バルトも一つの単語で答えることができない。それがバルトが説明す

るプンクトゥムの「脱コード」である。 

彼は写真にある要素（記号）に鑑賞者が名前を付けることができれば、その要素はストデ

ィウムの領域にとどまると述べている。逆に言葉で表現できない感情は、プンクトゥームに

該当する。バルトは「私が名指すことのできるものは、事実上、私を突き刺すことができな

いのだ。名指すことができないということは、乱れを示す良い徴候である」8 という文章で

「脱コード」を整理した。 

そして、このように記号や名前を見つけられない感情は沈黙の中から出てくると主張する。

 すなわち、プンクトゥームの完全な主観的状態は沈黙から来るものであるが、これは写真

のディテールが自ら見る者の内面から上がってくるように放っておけという意味だ。  

筆者はこの「脱コード」の主張に共感する。筆者は写真を撮って写真を選び、その対象か

らプンクトゥームの感情を感じる。筆者にプンクトゥームを起こす対象は家族と、過去と、

個人空間、基盤の移動などである。しかし、その対象でどんな感情を感じるかを表現しろと

言われたら、一つの単語で説明することはできない。それは恋しさか、愛なのか、憐憫なの

か、それとももう一つの何かのか。正確に一つの単語で表現できない。あれらの表現は当た

っているが適切ではない。また、十分ではない。しかし、私はそうした表現を包括する何か

を感じる。そして、それは創作の動機になる。 

バルトが主張する脱コードと筆者が感じるもつれた糸のような感情は、ジャック・デリダ

 

8 Ibid, p.70 
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が主張する言語の不完全性につながるところがある。筆者はデリダのすべての理論に同意し

ているわけではないが、デリダの言語論のうち、普段から共感していた一部分をテキストに

収める。デリダの言語論を理解するために重要な理論の一つは 「削除下に置く（sous ratur

e）、 (under erasure) 」9である。 

「削除下に置く（sous rature）」 とは、簡単に言えば、単語に削除表示(×)をするこ

とを意味する。デリダの言う「削除下に置く（sous rature）」は マルティン・ハイデッガ

ーから始まった。ハイデッガーは自分のテキストを書くとき、「存在（Being）」という単

語を使いながら繰り返し削除表示 (Being) をした。そしてその削除表示と単語を消さずに

一緒に併記した。彼が消さずにばつと一緒に表記した理由は、その単語（Being）が「不適

切であるが必要だったため」である。 10これがデリダの主張する「削除下に置く

（sous rature）」 である。不十分であるが必要な単語の性格である。 

感情を指示する言語は当それだけで適切ではない。十分でない。その単語は不適切だが必

要である。このような言語に対する考えは筆者がプンクトゥームを感じる瞬間と似ている。

私の創作意欲を刺激する感情は郷愁、懐かしさ、思い出のような言葉にまとめられる。しか

し、この単語さえ、私の感じる感情を整理するには、正確に当てはまらないし、その意味の

範疇にすべては含まれない。不十分であるが必要である。私はいつも感情を一つの単語とし

て正確に提示することに困難を感じた。それでデリダが話す言語の不完全性に共感するよう

になった。そして筆者はこのようなデリダの主張からバルトの 「脱コード」を結び付けて

理解した。  

筆者の作品には、沈黙で一貫する「脱コード」の属性が含まれている。筆者はこのような

「脱コード」を伴う感情から創作動機を感じながらアイディアを求める。もし筆者が随筆家

や小説家だったら創作は苦しかもしれない。しかし幸いにも筆者は視覚イメージを扱う人で

あり、プンクトゥムの感情を写真から版画に再媒介して表現する。筆者は本人の作品のタイ

トルから、このようなプンクトゥムの端緒になる単語をタイトルに提示する。それは感情の

正確な表現ではないが、必要とされる手がかりではる。あるいは、プンクトゥムを起こした

 

9 「削除下に置く」は韓国語に翻訳された概念書の表現を筆者がまた日本語に翻訳した表現 。原書の表記は 

‘sous rature’(仏) または ‘under erasure’ (英) 

10 Madan Sarup,『Post-structuralism and Postmodernism』,전영백(YoungPaik CHUN) (訳),서울하우스

(Seoul House), 2005, p.60 
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状況そのものを提示するタイトルをつけることもある。いずれにせよ、これは筆者のプンク

トゥムに案内する手がかりにもなり得るし、あるいは鑑賞者のもう一つのプンクトゥムを引

き起こす「突き刺し」にもなり得る。 

 

 

＜図版2.  Million little reasons  / Mezzotint / 7.5cm*13cm / 2020＞ 

 

 

 

                 ＜図版3. The shape of love / Mezzotint / 6cm*7.5cm / 2020＞ 
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＜図版4. Time to leave / Mezzotint / 12cm*15cm / 2019＞ 

 

 

 

2.2.3  分離された時間 

 

筆者が提示する三番目のキーワードは「分離された時間」である。写真には三つの時間性

が写っている。一番目は鑑賞者が写真を見る現在の時間性、二番目は被写体がカメラに収め

られた被写体の時間性（過去）ではる。三番目はもし被写体が人なら、写真が撮られてから

想像する未来の時間性ではる。写真を見ると、私たちは被写体が現在存在しているように見

ているが、それは実は今ここにはない。私たちは写真を見る時、写真の対象が現在、存在し

ているように感じながら同時に今存在していないことを感じる。  

この二つの時間性の重ね合わせは独特の感情を引き起こす。バルトは写真の時間性が鑑賞

者を呼び起こす強力な感情も「プンクトゥーム」に当たると言う。写真が呼び起こすこの

「現在」、「過去」、「未来」の時間性は、鑑賞者にメランコリーのような感情としてプン

クトゥームを与える。しかし、このように分離された時間性においても、私たちは結局一つ
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の結論を導き出すことができる。それは被写体であるその対象が「存在した」ことである。

その被写体がなければ写真を作ることはできないという事実が、その対象の存在したことを

証明する。 

筆者は論文の序論で述べたように本能的に写真の持つ二つの時間性にひかれた。写真はシ

ャッターを押した瞬間の過去になる。シャッターを押した瞬間、現実とは遊離した一つの膜

が生じ、その中で停止する。筆者の創作動機は過去、結局ある瞬間を振り返ろうとする感情

から始まるということを悟るようになった。筆者は作品を説明る時そのことをしばしば「帰

りたいどこか」と話す。ここで「どこか」とは、物理的な場所も意味するが、時間的、精神

的などこかも意味する。そして写真はその切ない対象が過去に「それは-かつてあった」を

証明してくれる。すでにここにはない存在と時間を証明することで、その対象に対する愛を

表現する。 

 

 

＜図版5. Wish i could stay awhile / Mezzotint / 12cm*15cm / 2020＞ 
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＜図版6. Wait for you / Mezzotint / 15cm*15cm / 2019＞ 

 

写真が私に引き起こす効果は消えたことを返してくれるのではなく。私が今見ているものが本当に存在したこ

とを証言するところにある。 11 

結局、バルトが述べる写真の本質は存在したことの確実性ではる。バルトの本を読み終え

ると「それは-かつてあった。（ノエマ）」を感じられる。 

 

Ⅲ. 銅版画の研究 

3.1 作品における銅版画技法の持つ意味 

Ⅱ.では筆者の作品イメージと創作に動機を与える感情をバルトの写真理論とともに紹介

した。しかし、筆者の作品は写真そのものではない。筆者の制作の核心は、写真を銅版画で

再媒介することにある。したがってⅢでは、筆者の主な表現法である銅版画を削って刷る製

 

11 ローラン・バルト、『カメラ・ルシダ』、조광희(Kwang hee CHO) 한정식(Jung-sik HAN)(訳)、悅話堂、

1986、p.85 
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作過程で発生する意味を探し、作品で銅版という媒体が伝える特異点は何なのか研究する。

筆者は銅版画技法の持つ特徴を3つのキーワードで考えてみた。  

1. 物性 

２．時間性 

３．記録性 

このようなキーワードでまとめた銅版画の特性を研究し、それが筆者の作品にどのような意

味を与えているのか研究してみる。 

 

3.1.1 物性 

筆者は写真と銅版画の違いは「物性」において最も大きく表れていると考える。写真は厚み

がなく薄く平らなイメージである。写真は中間過程なしに画像を出力する。しかし、版画と

イメージの間には「版」という間接的な中間媒体が存在する。銅版にイメージを刻み、痕跡

を残したらそれをプレス機で紙に写す。媒体(銅版)と媒体(紙)の間には二人の出会いが必然

的に痕跡として残る、銅版の場合はプレートマークのように紙表面に銅版の物性とプレスの

圧力が現れる。つまり物質の性格を紙に転移させる。そして痕跡を残す。 

版画家の制作は写真作家と絵画作家の制作とは異なるところがある。イメージを表現する

だけでなく、「版」という中間媒体の物性と質感、強度、さらに 版材に痕跡を残せる道具

に対する理解と探索も要求される。版画は視覚的な表現とともに、触覚的な知覚による制作

方法を要求する。物性と道具を理解する触覚的な作業は、まるで彫刻家の制作方式と似てい

る。ただし、彫刻家の作業は物質（3d）を削って加えて立体作品（3d）にする同じ次元の

中で行われる制作であれば、版画は立体‐版（3d）から平面‐イメージ（2d）に逆行する

面白い構造を持つ。 

いかなる形であれ、銅版画の削ったり彫ったりする触覚的な過程は、物質（版）を通じて

紙に転移し、イメージとともに現れる。筆者の作業ではベルソーを利用して銅板に無数の目

立てをし、銅版の物性に変化を与える。滑らかで冷たい銅板の表面は目立てで柔らかく削れ

る物性の変化をもたらす。そのように変化させた銅板の表面にスクレーパーを使って板材を

柔らかく削り取る。スクレーパーを通じて筆者は感覚的に手の力と方向性を調節してイメー
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ジを作っていく。イメージ表現（描写）を詳しく見てみると、スクレーパーが動いた方向性、

力の強度調節、 目立て通じて表面を柔らかく固めた銅板の物性変化を観察することができ

る。その代わり、この触覚的痕跡は筆者が制作した版にも現れるが、 刷り上げることで間

接的な方法で紙に挑戦する。筆者の触覚的な表現を鑑賞者は紙に移された銅板表面の痕跡を

通じて間接的に体験することができる。それは完全にデジタル印刷イメージとは違う。 

印刷イメージは紙の上にトナーやインクを載せて焼く原理で光沢があり平面的だ。しかし、

銅版画で印刷したイメージは深く押されたような表現とともに、印刷イメージとは異なる深

い感じを与える。筆者はこれが銅版画の持つ味だと思う。そしてこのような特徴をアナログ

タイプライターで説明したい。テキストをアナログタイプライターで打ったものと、デジタ

ル·プリンターで印刷した印刷物を比べると、確かにアナログタイプライターだけが伝える

味がある。デジタルはイメージが紙に転移するプロセスが現れないが、アナログはイメージ

が紙まで 転移するプロセスが現れ、伝達する中間媒体を直接感じることができる。そして

それが間接的に転移して結果物として現われる過程を省略なく知覚することで媒体の特性を

結果物からも感じることができるのである。 

 

 

   

 図版7. Mezzotintの道具            図版8.アナログタイプライター               
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3.1.2 時間性 

筆者が提示する銅版画の二番目の特性は「時間性」である。銅版画の制作は遅く、体系的

な段階を経なければならず、時間が長くかかる作業だ。筆者が主に制作するメゾチントイメ

ージは板材（銅版）に目立てをするだけで5日から2週間ほどかかる。クリック一度でイメ

ージを出力できる時代に、銅版のイメージ算出は経なければならないプロセスが多い。しか

し、筆者が言及したい時間性は単に「時間が長くかかる」という概念だけではない。例えば、

絵画作品も制作に時間がかかる。しかし、その時間のアイデンティティが銅版画とは異なる。 

絵画的な筆づかいとドローイングはキャンバスの上に時間性が順に積もる。一方、銅版画

は板材の表面に刻まれる描写が時間を置いて積もるが、刷り込みの過程を経て紙に伝わる瞬

間、時間の差は削除される。12つまり、版画の印刷は、「原版製作に投入された時間の総量

を瞬時に集約させ、芸術的緊張感を増幅させる作業と言えるかもしれない。」13 筆者のア

クアチント作品を例にとるとイメージの明暗は銅版の時間による腐食過程で表現される。 

腐食する時間によって得られる色感が異なるため、腐食を通じて銅板の上に与える時間の流

れは銅版画では一つの道具であり、プロセスそのものである。しかし、このように蓄積され

た時間性は、刷りによってイメージが紙に転移する瞬間、一つの完成したイメージに転換さ

れ、時間の違いは現れない。 

このように制作された銅版画のイメージには、確かにそれだけが持つ特徴がある。その特

徴は結局、銅版の物性につながる。銅版画制作に反映されたこのような時間性は、版材の物

性を変化させるための作業であり、結局、銅版の物性を通じてイメージとして現れる。 

 
12 임영길 ( Youngkil YIM ) 「版画の物性的表現に関する研究」、『芸術とメディア(The Korean Journal of Art 

and Media)』韓国映像メディア協会 (Council for Advanced Media & Moving pictures), 2013, p.30  

13 김동일 (Dong-il KIM) ,『芸術を誘惑する社会学:ブルデュー社会理論で文化を読む』、図書出版ガルムリ、

2010、p.284 
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＜図版9. When night falls / Aquatint, Etching / 24cm*15cm / 2018＞ 

 

 

 

3.1.3 記録性 

筆者が提示する三番目の銅版画の特性は「記録性」である。多少抽象的に提示するキーワ

ードであるが、 筆者はこれを本人の作品に結び付けて説明したい。銅版画の制作過程は銅

板の表面を削り彫り、「痕跡」を残す方式である。「刻む」>「痕跡を残す」の展開は「記

録する」につながる可能性がある。筆者は作品を自己告白的な「記録」すなわち「日記」に

残したいとの述べた。銅版画のこのように「刻む」、「痕跡を残す」という行為自体に 

「記録する」という意味を与えたい。版画の痕跡を残すことは日記や写真を撮るよりも物質

的に近付く。それは版材の物性のためだろう。版画で刷ったイメージは版材に刻んだ痕跡が

紙に転移したもう一つの痕跡、すなわち二度の転移を経た記録であれば、痕跡が刻まれた版

材はそれ自体が物質としての記録物となりうる。何かの表現が散らばらず形として現実に残

るなら、それはそれ自体で意味がある。 
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3.2  プンクトゥムと銅版画 

銅版画の彫りや痕跡を残す表現法は、銅版の表面に鋭い「外傷」を残すのと似ている。筆

者は作品創作においてローラン・バルトの「プンクトゥム理論」を活用し、共感する。その

ため、作品の内容の側面だけでなく、技法の側面までプンクトゥムの概念を拡張できるかに

関心が集まった。プンクトゥムはバルトによって「外傷のように主体を突き刺す感情」で定

義される。ここに外傷と突き刺しの触覚的な性格を持ってきて、銅版画の触覚的な制作方法

に結び付けてみる。 

プンクトゥムの「外傷」は鋭い突き刺し、「貫通する矢のように」触覚的に感じられる感

覚的な感情である。プンクトゥムのこのような触覚的な性格を版画の制作過程である「刻む」

、「削る」の触覚的な作法と結びつける。これはプンクトゥムが感情の領域で拡張され、表

現を経て物性につながることを示している。版画作家の表現には外傷的な要素が内在してい

るため、それを版材に挿入しようとしているのかも知れない。 14「版画の物性は視覚経験と

触覚経験により身体の感覚を誘導し、プンクトゥムを感知できる可能性を持っている。」15 

筆者の作品で、メゾチントの場合にはベルソで銅版に数多くの点を刻み、鋭いスクレーパ

ーで版材を細密に削っている。エッチングの場合にはニードルを利用して線や、文字を刻ん

で、イメージは点を打って表現する。スクレーパーの削る行為、ニードルに版材に点を打っ

て刻むこと、文字を入れていること、このような行為は、何かを残そうとする意志の行動で

あり、それは外傷の表現法を通じて物性に表現されている。この外傷の表現は確かに紙に直

接筆でイメージを描くことと形式的、意味的に違いがある。イメージを表現する上でプンク

トゥムの触覚的な性格が作家の手で版とは媒介体に伝われる。版材はまた、一度紙に痕跡を

転移して、版画家の触覚的な体験は間接的な結果に現れる。 

 

 

 
14 임영길(Youngkil YIM)、이시은(Si eun LEE) 「韓国現代版画におけるプンクトゥーム研究」、『造形デザイ

ン研究Vol.19 No.3』、韓国造形デザイン学会、2016、p.159 

15 Ibid , p.160 
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3.3 編集可能性の銅版画 

筆者は本人の作品から銅版画の持つ意味を結論的に「編集可能性」から発見している。 

筆者が提示するキーワードである「編集可能性」とは、版画の「レイヤー」と「複数性」に

よって持ち得る特徴である。レイヤーは技法的にも概念的にも面白い連結が可能な技法であ

る。レイヤーを積むということは、版画では基本的に版を重ねて刷ることを意味する。ただ

し、これに概念を付与するなら、レイヤーは単に重なるという行為からさらに意味の拡張を

成し遂げることができる。 

 筆者は本人の作品の「レイヤー」に「時間性」の概念を付与する。各レイヤーをそれぞ

れ異なる時間性と認識して制制する。先に作品論で言及したように、筆者は写真の持つ二つ

の時間性から創作動機を感じる。筆者に写真による制作方法は「分離された時間性」を感じ

る過程である。被写体の時間性である「過去」、そしてその写真を見る筆者の時間である

「現在」の「分離された時間性」は、レイヤーの概念に適用してさらに拡張することができ

る。  

         

図版10. Time to leave/ Mezzotint / 12cm*15cm / 2019 

図版の作品はタイトルからも分かるように、筆者が引越しを準備するため、部屋を空ける前

に残した写真をもとに制作した作品である。空間の移動、基盤の移転は、人間に言葉では言

い表せない様々な感情を呼び起こす。筆者は部屋を空ける直前、まとまらない様子をカメラ

に込めた。そこは確かに存在した。そして記憶するために写真で残す。その空間はたしかに
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存在した。すなわち、近いうちに過去となる現在の時間性を盛り込んでいる。数年たった今

私はその空間の正確な印象が思い浮かばない。どのくらいの広さだったのか、具体的にどの

位置に物が置いてあったのか思い出せない。ただかすかな印象だけが残っている。しかし写

真を見ることで「そこは存在した。」という確実性を持つようになる。そしてそれを銅板に

刻むことで改めて感じる。そして筆者はこれにまた別のレイヤーを重ねる。現在の時点で回

想した過去に対する考えをテキストとして別の版に刻む。このように過去の時間性を込んで

いる版1と現在の時間性を込んでいる版2が分離して完成する。そしてそれぞれの異なる時

間性を持つ版をレイヤーを重ねて 刷り出し、一つのイメージに刷る。この二つの時間性の

重ね合わせは筆者に独特の感情を引き起こす。「現在」、「過去」に分離された時間性は筆

者にメランコリーのような感情としてプンクトゥームを与える。 

このようなレイヤーを通した制作方式は「編集可能性」の性格を持つ。作品のもとになる

核心版があるなら、その上にどのようなレイヤーを積んで作るかによって、多様な編集可能

性を持つ。筆者の作品はテキストを重ねたが、ドローイングやまた別の写真のイメージを積

むことができるだろう。一つの版にレイヤーを加えることで何でも積み重ねることができる

ため、元版が拡張される場合の数は数え切れないほど多い。筆者の場合作品に時間性と過去

のようなテーマを盛り込むため、レイヤーに時間の概念を投影したが、それ以外にもレイヤ

ーを通した版の分離を別の概念に結び付けることができるであろう。そして、その概念を刷

りの過程で一つのイメージとして圧縮させる。このようにレイヤーで合あわさる表現は単一

のレイヤーの中で重複した表現とは異なる特徴を持つ。表現は結局合わさるが、それらは混

ざらずに積み重なるという違いがある。 

版画のレイヤーによる編集の可能性は、版画がただ一つの原本性を持たず、間接的に転移

する複数性を持つために可能である。結論的に、編集の可能性は版画の複数性とレイヤーが

与える面白い特性だ。筆者が版画を好む理由は、実は版画の複数性にあるわけではない。筆

者は銅版画の「物性」(冷たくて硬い金属だがその上には柔らかい表現が可能な二重の属性)

、そして「間接性」(作品の完成は原本版と刷ったイメージの二つの形態で現れる)から版画

の魅力を感じる。写真の登場と自由なイメージ出力が可能になった今の時代で版画の複数性

に始まるエディションは大きな意味を持たない。しかし、エディションが可能であることで

生まれるもう一つの表現方法の拡張は、版画技法が現代時代に表現技法として持つ特別さで

ある。 
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Ⅳ. 作品の流れ 

筆者の作業方法は作品制作の初期過程である2017年以降修士課程を経た2018年~2020年

の間に作品が少しずつ変化していく。このような変化の理由は、筆者が展開していく理論的

過程に合わせて新しい制作アイデアが加わるからであろう。初期の制作過程では、プンクト

ゥームを感じた場面を写真を撮って、それを銅版画で再媒介する制作を行った。筆者が感じ

たプンクトゥームの瞬間を写真を通じて銅版画に表現し、それを鑑賞者にまた別の プンク

トゥームを呼び起こすイメージになることを意図した。  

次の制作はレイヤーを用いた制作である。原版のイメージに異なるレイヤーを重ねること

で編集可能性の制作をする。単純に得たいイメージのために重なったり、概念的な方式で接

近して分離された時間性を意図したりする。原版の上にもう一つの時間性を持つ版を重ねて 

刷る方式だ。作品の主題は依然として筆者が感じるプンクトゥームの瞬間から始まるが、表

現にはレイヤーという概念が追加された。 

その次の制作は、一つの版の中での表現のレイヤである。筆者はレイヤーを利用する過程

で考え方の転換を持った。初期に制作したイメージは一つのシーンを完全に描写している。

 しかし、二つの版にレイヤーを持つ制作を通じて版画の「積もる」属性に興味を感じるよ

うになった。レイヤーは版を通して積むこともできるが、一つの銅版の中で表現として積む

こともできる。銅板にエッチング技法を用いて様々な表現を積み上げ、その上に部分的に目

立てしてメゾチントの技法を積み上げる。筆者は主にテキストをエッチングで重ねている。

その上に写真イメージをアクアティントで薄くのせたり、部分的に目立てをしてメゾチント

で描写している。版の重複によるレイヤーから一つの版の上に表現のレイヤを積む方式に進

んでいる。 

 

 

 

 

 



21 

 

 

結論   

Ⅴ. 

本論文では筆者の作品世界のもとになる考えをローラン・バルトのプンクトゥーム理論を

中心に解釈した。バルトのフンクトゥム理論で筆者が共感する部分を選択して3つのキーワ

ードを作り、筆者の作品世界をフンクトゥム的に分析した。 

  最初のキーワードである「突き刺す」は、プンクトゥムが伝わる方式を物理的な感覚に

なぞらえてバルトが提示した理論である。そして、これを筆者が写真を見ながら感じる感情

にたとえて作品として展開される過程で記述した。2番目のキーワードである「沈黙」は、

フンクトゥームの脱コードの属性を筆者の作品に取り入れたものである。脱コードによる言

語の不完全性、そして筆者の作品で現われる言語に対する考えを沈黙というキーワードで結

びつけた。また、筆者の制作に影響を与えるジャック·デリダの「不完全だが、必要な」で

説明できる言語論をバルトの脱コード理論に結びつけて、「沈黙」という一つのキーワード

で作品世界を解釈した。3番目のキーワードである「分離された時間」は写真が持つ過去、

現在の時間性を筆者がどのように作品に適用しているのか、そしてそのような写真が持つ

「分離された時間」の属性が筆者の作品制作の動機になることを明らかにしている。 

作品世界とともに、筆者が作品制作に利用する媒体である銅版画や写真の特殊性を分析し

、その技法が作品において持つ意味を研究した。さらに、筆者の制作は写真を再媒介して銅

版画として表すため、銅版画が作品において持つ意味について研究した。その特徴を「物性

、時間性、記録性」の3つのキーワードで整理し、銅版画の技法的な要素自体に込められた

意味を明確にしようとした。 

また、プンクトゥムを作品の理論的背景だけで適用するのではなく、筆者が使用する銅版

画の削って彫る特性に比喩し、プンクトゥムが概念的な部分を越えて技法的な部分まで拡張

できる可能性についても研究した。 

そして最後には筆者が現在研究しているレイヤーの属性について述べた。版画がレイヤー

を通して持つことのできる意味を、筆者は時間性から探し、またレイヤーを通じて拡張され

る技法と理論的な部分について述べた。そして筆者の作品が今後展開しようとする方向につ

いて述べ、本論を締めくくりた。 
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筆者の作品は個人的な記憶と感情を整理し、それをどのような形であれ一種の「物」とし

て残そうとするものである。これはイメージの記録と同じであるが、もう少し散らばらない

何らかの形をした何かである。それは単に日記帳にもなり得るし、刷った銅版画にもなり得

るし、私が刻んだ銅版そのものにもなり得る。  

ただ、最後に明らかにしようとするのは、筆者の作品に込める感情はプントゥムの「突き

刺す」からくる痛みだけではない。筆者の作品は、単に後ろを振り返り、そこにとどまるの

ではなく、究極的に存在した時間とその対象に対する愛である。それはただ後ろを振り返る

だけではない。ただ、記憶して残すものである。ソドムとゴモラの城を脱出するロトの妻の

話がある。そして世の中で繰り返される多くの似ている物語がある。後ろを振り向いて塩の

柱になってしまったロトの妻のように、私の作品は後ろを振り向くのではなく、ただ自分の

記録として残して前に進むだけである。 
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