
風景の話 

学部初期の頃の作品 
 
本田：ここら辺は学部の頃の、風景を描いてる時に、見ているものじゃなくて、その後ろが気になったりっていう時ですか？ 
高原：そうですね。1回生とかの時。あくまでも、今どこまで行ってもスタート地点は肉眼で現場で見ていたっていうところですね。 
本田：基本的に今も風景的なところで作品をつくっている。人を描こうとかは思わなかったんですか？ 
高原：なんでなんですかね？もちろん色んな無数の条件がない交ぜになってるんですけど、一つは僕は神戸生まれの神戸育ちで、ある程度都会

に生まれ育った人間として、自然というものの捉え方っていうものがあって。例えば、偏見でもなんでもなくて、沖縄とか鹿児島とかあるいは

青森とかで生まれた人とは違う感覚を持って人格形成されてるはずなので。僕が思ってる自然っていうのは、作られた自然。意識して残された

自然。 
本田：特に神戸とかは公共彫刻のはしりだったり、公園的な意識、作られた自然って意識って割とありますよね。 
高原：街路樹とか、等間隔はおかしいとかっていう意識はあったし。六甲山登ったら山があるけど、あれは意識的に残された場所であるし。そ

んな妙な自然？みたいなものに対しての意識はあったから、最初に描きだした。 
本田：、僕は結構、神戸は海がすごい近いっていうイメージがあって。逆に、海とかみたいな自然の意識はどうだったんですか？ 
高原：これは住んでないと分からないと思うんですけど、神戸にいて海を感じるかっていうと感じないんですよね。もちろん感じるんですけ

ど、それは風であったり、六甲山とかの六甲おろしとか、気候的には今でこそ知覚はできるんですけど、海っていうのは例えば、30分徒歩で歩

けば海に行きつくし、海は広いな大きいな〜って思う状況にいるんですけど。日常生活で海に行くことはない。 
本田：それこそ須磨の海水浴場とか行かないと。 
高原：そうそう。須磨とかなってくるとまた別やと思うんですけど。明石とかね、漁港があるとか。別に神戸に漁港はないので。これは、微妙

なところなんですけど、そういう植物にいったっていうのは、ものすごい個人的な経験として母親がガーデニングが好きやったっていうのが、

少なからず影響はあるんやろなって。どっちかっていうと、山の方が意識はあるんですよね。海は海面が0メートルなので見えないんですけ

ど。山は普段から見える。むしろ日常では近い中で育ちましたね。 
下園：普段から見てる山に接近して描くっていうことを大学に入ってやるんや、高原は。 
高原：大学に入ってその辺をやる理由は、ズボラなので絵を描く時にめんどくさい。絵を描くことはめんどくさいからスタートしてるので。た

だ、その当時はまだ何かを見ないと描く動機とかエネルギーを得られなかったので、モチーフが必要って時に、一番大学のアトリエスペースか

ら近い場所っていうのが、精華の洋画棟、7号館っていうんですけど、扉開けて外に出た時の木っていう。一番近い外っていうのを描き始め

たっていう。 
本田：ここら辺からちょっと遠景の視点が入ってきてとか。 
高原：そうですね。僕は基本的に、テキトー最高と思ってるんで。成り行きとか、それが一番楽やったとかそういう理由でやってる。 
本田：以前言っていた、自分でルールを作って破るみたいな話って例えばこの頃とかってそういう意識はあったりするんですか？ 
高原：まだないですね。。そん時はほんとにちゃんと描こうと思ってて、受験デッサンが残ってたから。でも外で描いてたらちゃんと描写する

ことはできないんだっていうところから。葉っぱは動くし、寒いし手はかじかむし、とか。そういう色んな条件の中で、今まで室内でモチーフ

とか石膏像を、ある意味特殊な状況化で描いてたのがおかしかったんやって気づいて。だから葉っぱ一枚をこれまではちゃんと描写すればいい

んやって思ってたけど、葉っぱなんてこれをちゃんと描くって何？みたいな。葉っぱがこう揺れ動いてるとこ、黄緑？みたいな。そうやってく

るとだんだん抽象になってきたみたいな。 
本田：さっきゾノさんにも聞いたところなんですけど、そもそもなんで洋画に入ったんですか？ 
高原：完全に画塾の先生の影響ですね。そこら辺が僕の根本で。僕が指導を仰いだ先生っていうのが、3〜4人いるんですけど、全員写実絵画の

人で。そういう人間にガチガチにデッサンの指導を受けて、何も分からない時代に。描写するということ、リアルであるということ、絵画性と

か。そこら辺をかなり偏った指導を受けて、大学入ってそれをそのままやってたんですけど、え？どういうこと？みたいな。さっきの葉っぱが

動くとか。どうでもいいんですけど、僕、目悪いから見えねえとか。乱視やっていう。できないっていうこと。もっと画塾の先生飛び越えて、

僕は磯江毅っていう人が好きなんですけど。すげえと、これ以上ない以上、具象画、写実として絶対に超えられない。行き着いているって思っ

ていまった人がいるから。それをやる意味はないっていうのがあるから、他の道を探したっていうのがありますね。そういうところで影響を受

けて、そもそも洋画っていうところですね。 

 
 
  



視点の話 

                                                                                                                                                                                    「イエロウ」 「はるか上空で」「国境」2013 
 
本田：ここら辺って3回生とか？一気に「引き」の感じになってったような気がするんですけど 
高原：これはゼミの課題がきっかけで。ゼミ生で週代わりで美術とか関係なく自分が好きなものを紹介するっていう課題があって。僕、どうし

ようかなって思って、その時色んな方面から気になってたやつで、ゲームの話をしようと思ったんですよ。ゲームの視点の話をしようと。ドラ

ゴンクエストってのは、上から、神の視点から見れて、主人公は常に画面のど真ん中にいて動かないと。世界が動いていくっていうところから

段々、ハード面の性能が上がることによって、視点が下がってくる。TPS（サード・パーソン・シューター）っていうものになっていって。メ

タルギアソリッドみたいな。キャラクターがいて、それをナナメ上から見てるっていう。でも主人公は画面の真ん中にいるっていう。そこから

FPS（ファースト・パーソン・シューター）っていうものになって。三人称視点から一人称視点になって、手がニョキっと生えてきて、視点が

動いていくみたいな話を色んな方面から。例えば、バイオ・ハザードってものはTPSでキャラクターが真ん中にいるんだけど、画面が切り替わ

る時のロード時間をごまかすために、そこだけFPSになって扉が開くムービーが流れて。マリオは横からよね、みたいなそういう視点の話を美

術的に無理矢理つなげて話して。その辺の流れで、絵画性みたいなことを同時に考えて、平面を平面として描こうかなーと思ったのがゴチャゴ

チャになって。平面のものって何かなーって、ドラクエみたいに上からみたものっていうのは、何百メートルあるビルがペッタンコに見えるな

→平面だな→航空写真→グーグルアース、みたいな。 
本田：そこには絵画の平面性とか絵画の視点に寄り添った結果こういう感じになり。この前言っていた、自然を描いてる時に、後ろが気になる

みたいな話と自然とリンクした。 
高原：そういうことですね。だから全然違う問題とかきっかけがなんか知らんけど収束したことに気持ちよさを感じて、あ！これってやっぱ視

点？自分はどっからどう見てるのかってことが面白いんやってのと繋がったりして。同時に言うと、真上から描きだした時に、絵画って絵画性

の問題を気にしてたんですけど。絵画って壁にかける垂直ものだと。真上から垂直に見下ろした画像を描くと、壁に向かって水平に見ているも

のが、図像は垂直に見てるからいつのまにか、ヒュンって視点が歪められるのが面白いなって。 
本田：この辺の飛行機（「イエロウ」）とかも航空写真？この背景とかは？ 
高原：この辺もまとまってない、フワフワした興味・関心が同居してるんですけど。一つはドラクエとかの話。ドット絵の話が入ってきたりと

か、もう一つは、尾形光琳の「紅白梅図屏風。金箔を貼ってるように描いてるとかを、全然意味が分からんけど思い出したりして。四角で描く

みたいな。それは四角で全部割って、定規で線を引いてるんですけど、マスキングは絶対したくないみたいな。なんかその金箔の話とかあっ

て。ちょっとはみ出しつつ描くみたいな。で、ちょっとその絵から前後するんですけど、精華の洋画の選択授業で、作品を展示してそれに対し

て意見をもらうみたいなやつがあって。その授業を取る時に、ポートフォリオを提出するという条件があって、ポートフォリオに点数をつけら

れるんですよ。その時に寸評みたいなのが描いてあって。これとこれは描写力が足りてないせいで作品になってない、だがこれとこれは、「塗

る」ということで作品を成立させているのでまだ可能性があると。その酷評で相当イラついたんですけど、描くではなく「塗る」みたいなとこ

ろが、ちょっと面白くて。そこから僕の脳内で勝手にリンクするのは、受験時代の写実の指導がリンクしてきて。描くというところから離れ

た、ある種逃げたというところへの負い目から、描くのをやめても、塗るというところで絵画が成立する可能性ああるのではないかというとこ

ろで、模索を始めるという。 
本田：ちなみにこの時のやつってモチーフはどうやって選んでたんですか？ 
高原：グーグルアース上で旅行してました。最初は日本国内で限定しようっていうのでやってたんですけど。基本的にそれでやってたんですけ

ど、たまにはみ出したりとかは、やったりなんかして。 
高原：この辺のスタートのグーグルアースの画像の選び方は、境目のある部分を探してて。今はかなり更新されて消されてるんですけど。かな

りツギハギやったんで。日付をまたいでたり、時間をまたいでて。これ昼とったやつと夜とったやつが横にならんでるやんみたいな。色が変

わってたり、そこでスパーンって雲が途切れてたりっていうのが面白くて。そこに時間が含まれていて。そういう写真を探していたというのも

あります。 
本田：これは（「国境」2013 年）国境線？ 
高原：国境線ですね。38度線？北朝鮮と韓国のイムジン川のところを。 
本田：でも4色の地図のもそうですけど、わりと境目にも興味ありますよね。それってちょっと飛躍するかもしれないですけど、描写するって

とこから塗るって話に移行してるから、どうしても境目が気になるのかなーって。 
高原：そうですね。だからこのあたりから、今までやってはいけないと思ってたことに可能性があるんじゃないかなと思い出してきたと思うん

ですよね。デッサンする時に、全部を捉えて描きなさいって言われてて。今も僕、自分の現場で言うんですけど、「塗り」になったらあかん

でって。形を追ってから、中を塗り絵になったらあかんでって。塗り絵はあかんって言われてたけど、塗り絵っておもしろいかもしれない。

やったらあかんって言われてたことを破るみたいな。そういうルールを破るみたいな。 



卒業と個展の話 

                                                                                 「個展」アートスペース虹 、  「富嶽俯瞰図 」2014 
 

本田：卒制はどんな作品だったんですか？ 
高原：卒制はどうでもなかった（笑） 
本田：そっちよりもアートスペース虹での個展の方が気合いが入ってたっていう。 
高原：その当時できることはやったかなとは思いますね。これ（写真右）が卒業制作で、こっち（写真中央2点）がギャラリーウィーク。 
本田：これが卒制か。 
高原：これは結構思い入れがあって、好きな作家でもあるんですけど、外部の講師で安喜（万佐子）先生っていう人がいて。そのゼミに入って

て。あ、そうだ、別の教授に「あとなんか...あとなんか..クッっていうものがあればいいねんけどなー」っていうのを何回か言われてて、その話

を安喜先生にしてて。最後の最後に「これ、クッあるよ〜」って言われて。 
本田：今見ると「クッ」の要素ってここかな〜とかありますか？ 
高原：なんやろな〜でもなんかある意味これにあって、これにないものの正体がちょっと分かったような気がして。絵の具が絵の具じゃなく

なって別の何かになってるかどうか、かなー？ 
本田：なんかその「クッ」っていうの分からんでもないかなーと思います。画像を起こす時、それが単なる画像のトレースであるか、解釈した

ものであるかとか言えるかもしれないですけど。筆の置き方とか。 
高原：（卒制の）下書きを写すときに、100号なんでプロジェクターで映してやってたんですけど、アトリエスペースで引きがとれなくてでき

なかったんで、自在館っていうところの1階の廊下みたいなスペースでやって。プロジェクターを導入したのはこれが初めてで、このためにプ

ロジェクターを買って。今ではもうやってないんですけど。 
本田：あとは写真見ながら？ 
高原：見ながらですね。ちょっと高精細で大判で印刷して見ながらとか。もしくはiPadも見ながら描くために買ったので。それ見ながらっての

もありましたね。 
本田：個展やった時の感触とかはどうだったんですかね？ 
高原：正直、一週間だけだったんですけど、その期間で目まぐるしい期間で。搬入終わった時点ではぶっちゃけ、結構よっしゃ感はあったんで

すよね。あったんですけど、会期終わって搬出前は、4年間でこの程度なんやーって。自分の絵を客観的に見れて、自分が学生ではなく作家と

して、客観的に自分の作品を見たときにクオリティ低いなと思ったのは恥ずかしいですけど正直なところですね。 
本田：高原さんって結構、過去作も展示に出すじゃないですか？それってどういう風

に考えてるんですか？ 
高原：ある時から、考え方は変わっていて。過去作っていって展覧会に出した訳じゃ

ないですけど、自分の中では過去のやつっていうのはあって。結構数合わせ的なネガ

ティブな面もあったんですけど、ある時から過去作を出すことに対して、ある条件で

OKをだすことはあって。基本的に毎回新作を出したいっていうのはあるんですけ

ど、展示の趣旨とかあるいは見せ方とか、今まで自分自身がこの絵を見たことない見

せ方になる場合によっては積極的に出したいくらいの感じに今はありますね。それ

は、作家の田中真吾さんの意見が大きいんですけど。その人に「みんな１回出しても

う出さないってのは、もったいない」と。 
本田：これがその田中さんのアトリエでやってたやつ（「atelier9 - open studio 
exhibition」 ）ですね。これは大学出てから？ 
高原：そうですね。一発目くらい。この（右下の）丸は富士山であたる9分割のや

つ。これは今、封印してるんですけど。ほぼほぼ抽象だったり、見てるものがあやふ

やだったりするので、落としどころが分からないんですよね。見比べてそっくりでき

たっていうのがないので。終わりがないなと思ってたんですけど。こんなもんか

なーっていう時に判子みたいな感じで、ペタッとそこに全然違うようなものを四隅に

おくとそれで、終わりみたいな感じになるなーと。それで色んなやつをその頃試して

て、卒制の時はルービックキューブみたいな9分割のやつを描いたりしてて。  

「火口から雲」2014 
 
 
  



「台風の眼」の話 

個展「台風の眼」cafe & gallery etw, 2015 
 
本田：で、高原さん的にはここでやっと渦の、台風の話が出てくるんですけど。言うと高原さんの中で渦的なモチーフを使ってるのってこの

「台風の眼」が主じゃないですか。これは衛生写真からっていう流れでだと思うんですけど、台風はなんでチョイスしたんですか？ 
高原： えーっと一番大きな理由は上から見たもので、グーグルアース以外のもので、気象図っていうのを探していたってのがほとんどの理由な

んですけど。その当時、ゾノさんのように色んな深いことは考えてなかったんですけど、日本の国土的に特性やなとは思ってて。それはそう

思って台風を探してたんじゃなくて、上から見た台風カッコいいなってなって。そういえば、台風がこんだけドンドンくるのって日本くらい

か？とか思いながら。まあ、そういう国土とか風土的なものも含むのかなってうっすら思いながら選んだ感じですかね。 
本田：ちなみにこれ（前ページ下「火口から雲」2014）って、火口ですよね？わりと卒制まで、シンプルに上から見た風景っていう感じですけ

ど、ここら辺から現象的な話も入ってくるのかなっても思うんですけど。 
高原：そう言われると思い出したんでですけど、卒制のやつに戻って、その時矛盾っていうものに興味があって。話が長くなるんですけど、作

品っていうものが何かを考えた時に、矛盾を堂々とはらんでいるものが作品だってのがひとつあって。その当時見てた、磯江さんだったりする

と、あれは絵画であって、表面の絵具でしかないんだけど、本物があるとしか思えないみたいな。完全に絵としてね。写実絵画っていうもの

は、絵ではないよっていう作品が多いんですけど、磯江さんの場合は絵なんだよって言いながら、本物だっていう。そこの矛盾。堂々と矛盾を

はらんでいる。とか、麻生三郎の絵が京都国立近代美術館であった時に、ビジュアル的にめっちゃ気持ち悪い、おどろおどろしい絵だったんで

すけど、見終わった時に、めっちゃ気持ちよくって。なんか矛盾してんなーと思ったりだったり。なんか確信はないけど、確信した、やっぱ作

品っていうのは矛盾をはらんでるなーっていうのがあって。っていうのと「天円地方」みたいなのへの興味で、天地。だから上から見てるって

ことは「地」なんですけど、画面の中に天と地を同居させると、それはある種矛盾なんじゃないかって単純な考えがあって。これ本物見たら分

かるんですけど、暗いところを宇宙に見立てて星の粒を描いてるんですよ。上から見たものが上を見てるみたいな。だから話があっちこっち行

くんですけど。そもそも、その辺の話のきっかけが流星群を見た話なんですよ。大学の時に流星群がくるぞと。宝ヶ池公園の近くに芝生がある

んですけど。夜中に見れるから見に行こうぜって。2〜3時間、芝生に寝転がって見てて、そしたら上を見てるんだけど、上を見下ろしてるみた

いな感覚になって。言ったら流れ星を待ってる時間の方が長いんですよ。たまにしか流れないから。ずーっと空を見上げてたら、見下ろしてる

ような気になって、なんか丸い地球のここ（表面）に引力でへばりついてて、落ちる！落ちる！みたいな感覚があって。そういう装置を作りた

いみたいな作品に。そういう、ない交ぜのものが見下ろしてるものと見上げてるものを一緒に描いてみたいなのをやりながら卒制を描いて。

で、この9分割やつ（「「火口から雲」2014」）は最初火山を書いてたんですけど、火山の写真が煙がモクモク出てたんですね。その煙が出て

るところを白く塗っていくと、煙が雲みたいに見えてきて、描いてたら、絵画的に暗いところを黒で塗ってたら、これ空やんなみたいな。これ

黒で描いたら、上見上げてる空と雲やなっていう、でもここは地面と煙やなみたいな。どっちやねんみたいなのをやりたいなっていうやつ。 
下園：俺は屋久島行った時に、縄文杉を見に行った時に、1〜2時間くらいスケッチしてて。縄文杉って初めて見た時に、俺不思議やなーって

思ったのが、デカくて、あれもう枯れ始めてて、いつ朽ちるかも分からんから白いねん。端から見た時に「え？煙！？」って思って。煙？化

石？木？みたいな。木を煙と思うことは初めてやったから。 
高原：そういうゾノさんとかの体験談とかを聞く度に強いなーと思うんですよね。自分のまなこで見定めた経験というのは。僕はそれはしょう

もない理由なんですけど、出不精で、めんどくさがりっていうので、そこを頑張ってゾノさんみたいに出歩くんではなくて、逆に見んとこうみ

たいな。 
 
  



下園：俺は逆に文面から悟るみたいなのがかなり少ないから。活字の世界で行き当たるみたいなのが今までかなり少ないから。そこの対比はう

まいこと帳尻が取れてるんじゃないかな。 
本田：だから高原さんは描きながら画面の中で、連想だったりだとかで、何かに繋げていったりとか、何かに見えたりみたいなとことをやって

るんじゃないですかね。出ないからこそというか。ちょっと「渦」の話に戻すと、直接的に「渦」を描いてるのはこの台風くらいなんですけ

ど。なんか卒制前くらいから、中心があって周りに広がっていくっていう形態が続くっていうのはどういうことなんですか？これだけ続いた

ら、この時こういう形にビビッときてたようなものがある気がするんですよね。 
高原：ぶっちゃけ分かってないんですよね。額縁を外すみたいな話と同時期に思ってたのは、キャンバスの比率の問題で。FとかPとか誰が決め

てんみたいな。選択として二つあって、自分で気持ちいい形を作るか、正方形か。今までの流れで分かると思うんですけど、僕はめんどくさい

ので正方形を選ぶんですけど。正方形で描いてると自然と円形になるっていうのがあって。もちろん今でこそ長細いものとかその時々に出てく

るんですけど。それは、あくまでも正方形に対して長方形なんですよね。あえてやってるみたいなところが僕にはあって。基本的に正方形ベー

ス。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
個展「台風の眼」 

cafe & gallery etw, 2015 
 

本田：で、正方形もあるんですけど、この台風にいくまでに、どんどん具象的な形から抽象的（にもみえる）形になっていくっていのはあるん

だろうなと思うんですけど。あとはこれは...？（写真左） 
高原：これはね...スマートなことがしたかったっていう（笑） 
下園：でも、これ今見たら顕微鏡のプレパラートに。発展したら。 
高原：そうですね。これサイホーンで。進化したらサイドンに。 
本田：なんでそんな微妙なポケモン選んだんですか（笑）でもこの流れから「顕微鏡」に行くってのは確かにあるのかも。どんどん元画像から

離れていくってのは。 
高原：写真から、画像から絵画に落とし込む時に、一番のネックはそのまま描いても面白くないという。前提があるんですよね。そのまま描く

なら印刷すればいいじゃんっていうのがあるから。どうしようっていうところで悩むんですよね。そこで、意図的にある種荒くしたりとか、色

をビビッドにしたりとか、筆跡を残したりとかそういうことになるんですけど。 
本田：言うと、前の火口のやつくらいから続いてる視点の変換。最初は画像を描いてるけど途中でこれに見えるみたいな視点の変換に重きを置

き始めてるっていう。これも台風だけど、台風って言われなかったら他のものい見えることもある訳ですもんね。銀河とか。 
高原：それもあるんですけどね。台風を見て、その上を見てっていう。上から見たら台風なんだけど、上を見たら銀河みたいな。それは狙って

ますね。 
本田：だから変化してくというか。これは「街に沈む海」（写真右）とかもそういう。 
高原：そうですね。だから「台風の眼」っていうのはかなりモチーフもタイトルも、台風の眼はどっちを見てるんやろうっていうのがあって。

上を見てんのか下を見てんのかっていうのがあって。 
本田：色彩を元画像からそのままじゃなくて変換してくってところで、別のものに変えていくみたいなところ。その色みたいなところで、ゾノ

さんはあんまり色を使わない方じゃないですか？最近。 
下園：色ねー。俺、今となっては思うんやけど、失恋してから色使わんくなった（笑）昔の作品って、同時代ギャラリーでやった時の作品とか

もオレンジ色とかあるやんか？あの後からいきなり反転して（笑）塔の絵とかガーンってなって。そこから俺、逆に恋愛が怖いんじゃなくて絵

の質変わりすぎて怖いみたいな。 単純に岩絵の具ってが高いから安い色を探したら黒とか黄土色のアースカラーに近いものが安価になってき

て、で結構合う色も出土品とか渦っていうものやったり墨に合う色ってなってくるから、カラフルな色を選ばなくなってきて今に至ってるって

とこはあるな。 
高原：色に関して言えば、肉眼で目の前の何かを見ているとおそらく日本的な色に寄ると思うんですけど。それこそアースカラーとかになって

くると思うんですけど。ビビットではなくなる、明らかに。そうではない描き方をしているから。それこそ、モニターで見ていると発光してい

るし。それと、現実を物理的に肉眼で見ていないということを鑑みると、そういう色がしっくりくるんでしょうね。 

 

 
  



「顕微鏡と望遠鏡」について 

「星のモザイク」「望遠鏡と顕微鏡」 2016 
 
本田：結構、それまでの「台風の眼」から「望遠鏡と顕微鏡」って結構ドカッと変わったと思ってたんですけど、流れをよくよく追ってみる

と、なるほどそういうことかと。この時はどういう感じだったんですか？ 
高原：えーっと。このプレパラートの「星のモザイク」に関して言うと、ドローイングをしようとっていうのがきっかけなんですよね。ドロー

イングができないから、ドローイングをしようっていう。で絵の具を紙にグチャグチャやってて、うーん、やっぱできねえなと思い。元々持っ

てた絵画的な面で、トリミング、切り取るってところが作家性であるってとこともあったんで。グチャーってやったところを、試しに余ってた

プレパラートの膜で切り取ってみたら。グチャーってやったのは面白くなかったんですけど、ここかなっていうポイントで切り取ったら面白

かったんですよ。これって何かなるなーっていうのでやってみたってのがぶっちゃけたところなんですけど。で、プレパラートっていう顕微鏡

の道具っていうところから発展いて描いたものを切り取ったものの図像的に宇宙的なすごいミクロでマクロなものに見えたので、なんかできる

なっていう。 
本田：じゃあ、日々、その切り取ったやつってのを集合させて。 
高原：これはそれまでの絵画的なルールとか条件とかでやってたことを、トリミングするということと並べるってことでやって。並べ方も完全

にこのラインを出さないで、目視で作業的に並べて。よく見たらガタガタっていう手作業感。猶予っていうか隙を出したいみたいなところを。 
本田：この並びっていうのは決めてる？ 
高原：決めてる訳がなくて、その場で一人ではできないのでこれ5人くらいの作業で半日かかって貼ったんですけど。条件を指定したんです

よ。大体、水平垂直。ズレていいからっていう話と、縦横で同じようで色、形は避けてくださいっていうのだけ指定して。ほとんどランダム。 
下園：高原の作業って結構ライトな感じで喋ってるけど、作業量だいぶいるやつ多いな。  
高原：そうなんですよ。枚数的には1000はいってないですけど。だからその時の感覚は制作段階から作業。展示段階でも作業、で作品を見せ

る。それも受験時代まで遡ってしまうんですけど、作業になったらダメみたいなのを逆に作業でできひんかみたいなのはありましたよね。 
本田：で、こっち（「望遠鏡と顕微鏡」）のやつとかも、僕は結構、高原さんは言葉に反応して作るところがあるみたいに思うんですけど。こ

れは展示タイトルが決まってから始まったんですか？それともこの作品が先？ 
高原：過程ですね。途中。最初っから決まってた訳でも、終わってから決めた訳でもなく、やりながらこの油絵を描きながら、プレパラートの

作品もあったので、色々あって「望遠鏡と顕微鏡」やんってなって。で、そのワードが出た段階で思考も定まって絵も変わっていくみたいな。

そっちに寄せて収束していく。 
本田：この「望遠鏡と顕微鏡」は完全に抽象に。これはモチーフありきで始まってるんですか？ 
高原：いや、これは。etwの時は4枚しかないんですけど。本来9枚なんですよ。5枚は捨ててて、というか作品になってなくて。9枚を並べて1枚
の絵で描いてたんですよ。9分割の火山のやつみたいに。結局その理由っていうのはスペースが狭いのでデカい絵を描くには分割するしかな

いっていう。それと同じ理屈で、同じサイズで描いてたんですけど。そん時にかなり抽象的に描いてたんですけど、一個一個が部分的に成立し

てきた段階で、会期が迫ってきて、9枚全部を1枚の絵として成立することが難しくなってきたというくだらない理由で、1個で成立させようっ

てなって。これとこれとこては1個で成立しそうな図像になってるっていうのをしたっていう。 
本田：それってプレパラートのトリミングの感覚と似てる？ 
高原：そうそう。プレパラートが先にあって、そっからの感覚をこっちに入れてる感じ。 
本田：そのモチーフなしで行こうってのはどういう？モチーフのある俯瞰の視点のはある程度やってきたっていうのと、描いてるうちに発生し

てくる連想みたいな流れに重きを始めたっていう。 
高原：色を並べて見えてくるもので描いてた。それこそ、1枚の画面の絵画的なバランスってのをやってて、こうやったたらこうやろみたい

な。 
本田：で、実際これを描いて、描いた後に思ったこととか、連想したこととかは？ 
高原：かなり中盤から後半からにかけて「望遠鏡と顕微鏡」。まあタイトルもありましたし。宇宙的やなーと。望遠鏡で見てる遠いのと、顕微

鏡で見てる近いのがありつつ。あとはスーパーフライ的な、愛をこめて花束を的な、お花の。これは大した要素ではないんですが、基本的に作

品はポジティブでありたいと思ってて。まあ、ある自殺しようという人が見た時に、それをやめようかなと思うくらいには。それが目的ではな

いけど。だからちょっとポジティブな感じ？それくらいのフワッとしたやつかな。ないと言ってもいい。  



最近の話 

「土の小窓」「台風の眼」「星の寝床 / 星のモザイク」花山天文台 Galleryweek 2016「観測のレコード」, 花山天文台 

 

本田：次、純粋に平面っていうと天文台の「土の小窓」ですよね。これもわりと同じ流れ。 

高原：これは、絵。何の絵とかじゃなくて、絵。しいて言えば、大本のきっかけにあたるのとしては建築なんですよ。建築の壁面の塗料が、経

年劣化で剥げてきている。それこそ、剥離ですよ。で下地材が見えて、大本の層が見えてるみたいな。それを絵画として描きたいっていうのは

元々持ってた願望やし、模様として絵画を描きたいってのもあったし。タイルとかポスターとか、模様を描きたいってのと繋がってOKサインを

出したっていう感じですよね。 

本田：それは、ここに置くってなってから？これは元々何点かあったうちの3つですよね。 

高原：他にあと二つくらいあったはずやけど、結果的にこの3つだけしか持ってこれなかった。 

本田：確か元々、別のやつを描いてたのの上に描いてるってことですよね。それを見ても、剥げてくるとか、剥離みたいなのは関心としてある

のかなって思いますね。 

下園：このタイミングで、高原の過去作を出すっていう話なんやけど。 

本田：そうそう。天文台は「土の小窓」以外は過去作とそのアレンジみたいな感じですよね。 

下園：俺、ポートフォリオ作るときに、年度関係なく作ってるの。見やすい流れを作ろうと思って。それ考えてた時の考え方がオーケストラな

んやけど。ドイツのデュッセルドルフに行ったときに、マッペっていう受験用の自由に描いてくださいみたいなのを提出して帰ってきたんやけ

ど。その時に受かった人の話を聞いた時に、その人はペインターやったんやけど。全部が力作じゃなくてもいいと思うんだよねーっていう話を

して。オーケストラも最初静かなところがあって、盛り上がるところがあってバーンってなるじゃない？て話で。あーと思って、抽象的だけど

すごく分かりやすいと思って。リズムっていうのがあって、リズムっていうのをカテゴリーとして分けたら、展示もそうやんか。展示も過去

作、例えば、pillowsのアルバムで、だいぶ昔の曲だけどこのアルバムに合うからいでしょ？みたいなのがあって。むしろこれ以上作る時じゃな

いしって時に出すのは大いになるほどねって感じになるから。高原が今考えてるのはそういうことなんかなって。 

高原：あの土に関しては、あの場所じゃなかったら絶対やらなかったもので。この先やるかも分からんし。 

本田：そうですね。これはあの場所に相当合わせたもの。 
高原：でも大体最初のドローイングの通りになりましたけどね。 
本田：でも今のところ、一番新しいやつがここら辺になるのかっていうところか。この辺りになってくると、モチーフないところから始まっ

て、描いてくうちに連想できてくるっていう。で、次は今、描いてる「台風」のやつっていう。あれはモチーフはあるけれども、それを画面の

中で練りながら練りながら生み出すっていう感じですかね。 
高原：かなり概念的に「渦」っていうものを扱ってる感じですかね。台風でもない、渦潮でもなければ、渦っていう観念。 
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