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第0章 序論 

 

 筆者は少年時より強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder)にかかっており、

それは生活の全てに影響を与えている。本論では、強迫性障害とその精神疾患は、

どのように筆者の作品制作に影響を与えるかを検討し、制作過程の手法やモチーフ

の選択肢などがどのように変更されるかを分析する。さらに強迫性障害は、ものを

作り、想像力を使う根本的な衝動とどのように関係するかを考察する。 

 本論の一部は、研究によって触発され、強迫性障害に正面から取り組んでいる作

品について論述している。研究面からも、強迫性障害を視覚的に表現しようとする

プロセスを説明して分析する。本研究とそれに伴う制作の目的のひとつは、強迫性

障害の性質や体験を他人に伝達するということである。ただし、精神疾患を表現す

る作品制作はまだその途上にあるため、これらの作品の成功面と失敗面を分析する

ことにより、自分自身の理解を深め、作品制作に反映させることに重点を置きたい

と考えている。 

 

0-1 筆者について 

 筆者は多摩美術大学で日本画を専攻し、強迫性障害をテーマにした作品制作を行

い、研究を進めている。 

多摩美術大学に入学し日本画を学ぶことを決めたのは、幼少期からの興味に深く

根差している。いつも歴史、他国の言語や文化、そして「もの」を作ることに興味

を持っていた。もちろん絵を描くのも好きであったが、それだけではない。ミニチ

ュア世界の模型や飛行機の模型を作ったり、それに色を付けたり、その周りの風景

を制作したりすることにも熱中していた。簡単に言うと、ものを作ること、そして

もの自体が好きなのである。 

 他国の言語や文化に対し、子どもの頃から東アジア、とりわけ日本に興味を抱く

ようになった。その理由は頻繁に質問されるが、未だ満足のいく答えは見つかって

いない。だが、筆者がもう一つ情熱を注いだものであり、少年期に暇な時間の大半

を過ごしたテレビゲームが一因かと思われる。テレビゲーム開発で当時の日本は世

界の先進国であったということより、「日本」は筆者の意識の中に入り込んだ。日本

は非常にエキサイティングな国、そしてまた非常に遠い国のように感じた。 

 それゆえに、イギリスで大学の学部専攻を選択する際に、歴史と日本語と美術と

の間で非常に迷った。最終的に日本語を選択したのだが、その動機は、独学でも美

術や歴史は学び続けられるかもしれないが、大学教育の枠組み外で日本語を学ぶの

は難しいと思われたからであった。しかしながら、この選択自体も悩ましいもので

あった。結局のところ、ロンドン大学の SOAS(東洋・アフリカ研究院)で日本語を専

攻したが、日本語以外の授業は大抵、日本史や日本美術史を取った。そして空いた

時間で絵画を制作し続けた。 

 日本美術史の中で、最も刺激を受けたのは特に雪舟等楊のような室町時代の画僧

であったが、菱田春草などの日本画家の作品にも惹かれた。日本画というジャンル

が現在でも受け継がれていることを知って、とてもわくわくした。 

また、筆者は歴史に興味を持っているため、歴史と共に生活を送ることに非常に

強い関心を持っている。筆者はイングランドにあるマッチ・ウェンロックという中

世にできたとても小さな町で育った。そこには歴史的な建築物が数多く存在する。

16世紀の石造家屋とヴィクトリア朝のレンガ造りの建物が隣り合って建てられ、そ
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の近くには12世紀に建造された教会がある。そしてそこから3分歩くと穏やかな起伏

のある畑に着く。そこでは、歴史や自然が、コンビニエンスストアや高速インター

ネットと共存しているのだ。「きっと日本画もこれと似たような感覚をもたらすのだ

ろう」と思った。つまり自然をモチーフに用い、歴史の魅力を感じさせ、そして現

在でも作り続けられているという感覚だ。 

 そのような理由から、学部課程を終えたら、次に日本画を学ぶのは当然なことだ

と考えた。日本、歴史、美術という三つの関心領域を組み合わせたものだったから

だ。何故日本画を魅力的に感じたか、そして何故歴史に興味を持っているのかにつ

いては4-2-3で深く考察する。 

 大学卒業後に多摩美術大学の日本画専攻に研究生として入学し、その後に修士課

程に進み、最終的に博士後期課程に進学した。研究生時代に、和紙や岩絵具、膠な

どの日本画の画材の使い方を学んだ。しかし、周りで描かれている日本画は、視覚

的にもモチーフ的にもあまり歴史的ではないことにがっかりした。ただその一方

で、自分の興味や感性の変化もあり、日本画はジャンルとして過剰に保守的だと気

づくようになった。 

また、筆者の使用する画材も変化してきた。最初は墨で描くことにとても熱心に

臨んだが、幕末と明治初期に活躍し、漆を用いた制作のパイオニアである柴田是真

の作品を展覧会で初めて見たことにより、筆者は漆とカシューニス（アレルギーを

起こさない漆の代用として1948年にカシュー株式会社により開発されたもの）での

制作を試みるようになった。 

その時以来、筆者の平面作品ではカシューニスが主たる画材になり、抽象画が多

くなり、そして最近ではコンセプトを中心とするものが多くなってきた。したがっ

て、これが「日本画かどうか」という疑問を呈されるのは当然なことだと思う。時

に和紙を使用こともあるが、それよりも直接木のパネルに描く場合が多い。水干や

墨はしばしば使用するが、岩絵具はほとんど使用しない。ただし膠は、作品に半立

体性を与えるために、多くは盛り上げ胡粉と一緒によく使用する。日本画の定義付

け条件として、和紙、膠、岩絵具の使用がしばしば提起されるので、筆者の作品は

分類する人が考える条件によって、日本画というジャンルに含まれたり除外された

りする。個人的には日本画に対する十分な定義は未だ存在していないと思われ、日

本画を取り巻く状況はますます混迷しているように思える。筆者は自分自身を日本

画家としてよりも、日本画の画材を時々使用するアーティストとして捉えたい。そ

れにより、日本画の定義問題を回避することができ、あるいは定義の問題を第三者

に託すことができると考える。 

実際、博士課程入学当初は博士論文で柴田是真と今やほとんど忘れられている弟

子の池田泰真らを研究し、筆者自身の作品も当初は雪舟や他の水墨画家に影響を受

け、風景画を描き続ける予定であった。詳しくは3-1で説明するが、それを断念した

理由は作品で描きたいものが変わったこと、特に資料の全てが母国語ではない日本

語で書いてあるため、博士後期課程の期間以内にその主題を研究し切れるのは無理

だと感じたということであった。そうして、筆者は自分自身に関連している主題を

さらに深く考えるようになった。 

新たな研究主題の採択を決定する際に、「強迫性障害」がテーマとして最適だと感

じた。筆者の生活や考え方まで重大な影響を与えているにもかかわらず、細かく分

析することはなく、また恥をかいた経験があったため他人に語りづらいものであっ

た。これは自分自身にとっても大きなチャレンジであり、実りのあるテーマのよう
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であった。実際に本論文でも、自身の作品でも、強迫性障害と真摯に向き合い取り

組むことで、オリジナリティが高いこと、とても個人的なこと、そして少しだけで

も社会的な意味をもつことを表現できる可能性を感じた。特にアートが扱う主題と

して、これは筆者にとっては不可避な論題だと考えた。 

 

0-2 筆者の強迫性障害の展開 

そこで強迫性障害を患っている筆者の経験を短く語る。12歳以前小学生のころに

症状が現れた。試験や宿題などがとても多く、成績と規律を優先とするような学校

に入学したが、筆者は学校の成績をとても気にしていた子供だった。常に学年の一

番でなければ何か失敗しているかのように感じていた。しかし、こうしたプレッシ

ャーは学校からでも、両親から与えられていたものでもなく、筆者が自分自身で与

えていたものであった。宿題を慎重かつ徹底的にし、よく勉強し、成績がよかっ

た。 

やがて試験で失敗しないために、試験の前に必ず行わなければならないと感じた

迷信的な行動をするようになった。例えば、１０歳になるかならないかの頃であっ

たが、試験がある日の朝に家を出かける前に、ある龍の形の飾りを手が痛くなるま

で握らなければいけないように感じていた。 

 このような癖がいつ頃から問題になったのかはっきり覚えていないが、中学に入

学した１２歳頃までには日常生活の全てのことに関して、既に特別な「強迫行為」

があった。第1章で説明するように、強迫性障害で起こる「やらなくてはいけない」

強迫行為は、自身が恐れている強迫観念に対しての予防のような形で出てくる。強

迫性障害患者は心配していることがあり、それは実現しないために儀式的な行動を

行わなければならないように感じる。成績が落ちることを心配し、それが現実にな

らないように、現実をコントロールするために、様々な強迫行為が出現する。そう

した強迫行為をある厳しいルール通りに果たすと、一時的にはその緊張状態は落ち

つくのであるが、実のところ結果的には緊張感は増していくのである。もちろん成

績が良かったことは実際に筆者が勉強をしていたためであるが、そうした良い成績

の結果は強迫行為のおかげであると信じていたのである。 

 もともと筆者の成績を守るための癖として始めた強迫性障害は、早期から多くの

非現実的な「心配」を「予防」するための強迫行為として展開していった。１０代

を通じて、強迫観念と強迫行為が多くなっていき、筆者の生活の出来事に応じて変

化していった。しかし１５歳頃までは、「強迫性障害」という疾患を聞いたことも

なかった。筆者が苦悩していることに名前が与えられていることも、他の人も同じ

疾患で苦しんでいることも知らなかったのである。行っている強迫行為を周囲の人

の目からできるだけ隠していたため、家族もどういう問題か理解できず、誰も筆者

を救うことはできなかった。筆者が経験していることが精神疾患だということすら

分からなかった。強迫行為を行わなければ、「心配していること」が実現すると本

当に信じていた。例えば、自分が作った理不尽なルール通りに歯を完璧に磨かなけ

れば友達に嫌われるのではないかと信じていた。あるいは、寝る前に「完璧にでき

た」と感じられるまで一時間以上、ベッドから出たり入ったりしなければ、親が病

気になってしまうなどと信じていた。簡単に言ってしまえば、15歳くらいまでは筆

者だけに影響を与える魔法を信じていたのだ。 

 しかし、その頃から筆者の日常の苦しみを経験している人々が他にいるのではな

いかと考えてはじめた。家にインタネート回線が通り、そのおかげで密かに筆者に
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起こっていることを調べることができるようになったからである。強迫性障害患者

のサポートウェブサイトを発見することで、その時初めて「強迫性障害」

(Obsessive Compulsive Disorder)という言葉を目にした。初めて筆者の経験の全て

が心理学的、科学的な原因によって生じる問題であり、精神に存在している問題だ

ということが分かった。強迫行為を行わなければ、「心配していること」が実現す

る訳ではないということを知った。しかし、その事実を知ったからといって早く治

るわけでもない。両親に精神の病にかかっていることを伝えることがとても怖く

て、それを告白したのはおおよそ一年後だった。しかし、告白したものの、両親は

それがどういうことなのかあまり理解できなかった。両親は筆者を大人のように扱

って育てていたため、カウンセリングに行くかどうかという選択も筆者に任せられ

た。当時の筆者はカウンセリングに行くことが怖かったために、行かなくて良いと

答えてしまった。そうしたことによって、初めてカウンセラーにかかったのは20歳

頃であった。カウンセリングにはとても助けられた一方、10代の頃の方がこの疾患

に苦しめられていたことから、もっと早くカウンセリングをうけていたらより早く

快方に向かうことができたのではないかとも思う。 

 初めてカウンセラーに会ってから、筆者は少しずつ自信を持つことができ始め、

強迫性障害の標準的治療を受けるための医師を探しはじめた。その治療は認知行動

治療を定期的に受けると共に抗鬱薬を飲むという治療である。日本でも毎月病院に

通っている。 

 現在は筆者自身の強迫性障害についてよく理解しているが、まだ完治には至って

いない。そして人生の出来事に応じて、強迫観念と行為のかたちが変化していくこ

とも徐々にわかってきた。特にストレスがかかる時に症状が激しく、また抑えにく

くなる。すでに20年近く患っているため、この障害自体が、アイデンティティーの

一部になっており、完治するということも少々恐ろしく感じる。障害のない筆者は

一体誰なのかよく分からない。人生から強迫性障害を完全に消えさせることはでき

ていない。が、ほとんど普段の生活に困らない程度に強迫行為を抑制するようなバ

ランスができたと思う。時々、強迫行為を行う衝動が圧倒的になり、生活を妨げ

る。その時は、相当の努力で抑制しなければならない。強迫性障害は常に筆者の行

動と思考にある程度の影響を与えている。どの程度かはその瞬間のストレスによる

ことである。したがって、強迫性障害は筆者の作品にも恒久的に宿っているのであ

る。本論文の目的はその存在を分析して、それからの影響を明らかにするというこ

とである。 

 

0-3 章の要約 

 第１章では、本論文で使用する用語を説明するために、強迫性障害の心理学上の

定義を述べる。 

 第2章では筆者が苦しめられた主な強迫観念と強迫行為、それによる日常生活と制

作への影響を説明する。 

 第3章では強迫性障害の本質を鑑賞者に伝えるため、積極的にこの疾患に取り組む

ことを決めた博士後期課程の2年目の制作を説明する。この頃の作品の長所と短所を

検討する。 

 第4章では、同様の精神疾患に苦しんだ草間彌生とアンディ・ウォーホルという二

人の著名なアーティストの実例について考察する。彼らは自身の精神疾患を制作に

おいてどのように扱い、またどのように活かしたのだろうか。こうした実例から、
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筆者の制作に今後活かすべきことがあるか否かについても考察したい。 

 第5章では、第3章と第4章の結論に基づいて、筆者の現在と今後の制作について説

明する。強迫性障害の本質をより効果的に伝えることを可能にする作品を生み出す

ための新しい作戦、その制作のためのアプローチを検討する。筆者の制作の一つの

方法として、精神疾患をテーマとして扱い、鑑賞者に考えさせる媒体として、イン

タラクティブなデジタル作品についての検証を行い、また既にそうしたアプローチ

をとっている作品の実例を紹介する。章の終盤で筆者の新しい絵画シリーズのコン

セプトを紹介する。 

 第6章は結論になる。 
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第1章 強迫性障害の定義 

 

1-1 精神疾患の定義のための資料 

 本論では、様々な精神疾患を検討するが、それらの定義は主に米国精神医学会 

(American Psychiatric Association) から 2013 年に出版された『DSM－5』 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition,『精神

疾患の分類と診断の手引第 5版』)を参考にする1。その『DSM-5』に対する批判の声

は 4-1 で検証するが、未だ『DSM-5』は心理学界では精神疾患についての基本資料と

されているため、本研究で『DSM-5』の定義に従って精神疾患を考察する。『DSM-5』

に加え、世界保健機関(World Health Organisation)によって 1994年に初出版され

た『IDC-10』（International Classification of Diseases: Tenth Revision）から

の定義を引用し2、他にも様々な医学書や医学誌、ウェブサイトを参照した。 

 

1-2 強迫観念 

 『DSM-5』では以下のように強迫性障害を説明している。 

 

強迫症は強迫観念および/または強迫行為の存在で特徴づけられる。

強迫観念は繰り返し生じ持続する思考、衝動、イメージであり、侵入

的で望ましくないものとして体験される。一方、強迫行為は繰り返さ

れる行動または心の中の行動であり、本人はそれを強迫観念に対応し

て、あるいは厳密に守られなければならないある決まりに従って行わ

なければならないように感じている3。 

 

以上の内容を簡単に要約すると、多くの人は時折、考えたくないことが頭に入って

くるが、強迫性障害の疾患にかかっていない人々は、その招かざる客を簡単に忘れ

ることができる。 

 また、英国の週刊医学誌 The Lancetは強迫性障害についての記事で次のように述

べている。 
 

ほとんどの人はこの意識の侵入に対して不快感を抱くが、被害を与え

ない無意味な物事として考えている。つまり、意識の流れで浮かんで

いるガラクタと同じように4。  

 

 しかし、強迫性障害者はそのような否定的な思想や心配や不安に対して異常に反

応し、そうした思想や心配、不安が長く頭に残る。だけど、その「考えたくない考

                         
1
 『DSM-5  精神疾患の診断・統計マニュアル Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Fifth Edition, American Psychiatric Association』、 日本語版用語監修：日本精神神経学会、監訳：高橋三

郎、大野 裕、訳： 染矢俊幸、神庭重信、尾崎紀夫、三村 將、村井俊哉、出版：医学書院、 2014年 
2 『ICD-10精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン The ICD-10 Classification of Mental and 

Behavioural Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines』、監訳：融道男、小見山実、中

根允文、出版：医学書院、第1版5刷 1998年 
3 『DSM-5』、p.233 
4 J.S.Abramowitz, S.Taylor & D.McKay, Obsessive-compulsive Disorder, The Lancet vol.374, 2009年、

p.493, 日本語訳は筆者による 
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え」を意味のあるものと捉え過ぎ、その「考え」に対する責任を異常に強く感じて

しまう。  

 例えば、強迫性障害患者ではない人が包丁を手にする時、その包丁によって隣に

いる人を刺すことができるという奇妙な考えが脳裏によぎっても、実行には移さな

いだろう。そしてその考えを忘れさることができるが、強迫性障害患者はさらにそ

の思考に対して罪悪感と責任を強く感じるようになる。そのような思考が頭にある

ことは、「本当に誰かを殺したいということを意味しているのだろうか？」と不安に

なってくるのである。常に「自分は誰かを殺したのではないか？」という不安が拭

いきれず、どこにいても「自分の殺したであろう死体」を探さなければいけないと

感じる極端な患者の実例もある5。 

 強迫性障害という文脈において、このような頭の中で繰り返される不安につい

て、日本語では「強迫観念」と呼ばれる。 

 

1-3 強迫行為 

 強迫性障害患者には、強迫観念による不安を抑えるために「強迫行為」が生じ

る。IDC-10は強迫行為を以下のように説明する。 

 

強迫行為あるいは強迫儀式は何度も繰り返される常同行為である。そ

れらは本来愉快なものではなく、また本質的に有用な課題の達成に終

わることもない。患者はしばしば強迫行為を、患者に対してしばしば

有害であるか、患者自身が引き起こす、実際には起こりそうもない出

来事を避けるためのものと考えている6。 

 

 この強迫行為の内容と展開は、1-4で例証するが、心配していることとは関係して

いない、もしくは、関係しているにしても、患者は必要以上に強迫行為を行う。患

者は度々、自身に与える厳しいルール通りに強迫行為を果たさなければその強迫行

為をやめることができないかのように感じる。従って、強迫行為はとても時間がか

かるものになることが多い。 

 こうした強迫行為の過程について、強迫性障害患者ではない人の脳は、ある行為

を終わらせたら、「終わった」という満足を与える信号を伝えるが、強迫性障害患者

はその信号が弱く、ある行為に自然な終わりがないという説明がなされている7。そ

れによって、不安を解消させるために、同じ行為（例えば手を洗うこと）を一時

間、二時間以上繰り返すこともある。自分の恣意的なルールを満たして、ある強迫

行為を止めてもいいと患者が感じたら、一時的に不安は静まるが、不安を強迫行為

で癒すという行動パターンをさらに強めてしまう。そうした強迫行為はストレスを

与えるものとして、患者の不安を増やしていき、増えた不安を拭うように、さらな

る強迫行為を行うという悪循環に陥る。従って、治療を受けなければ強迫性障害は

慢性的な疾患になる。 

 強迫観念と強迫行為は患者によって行動パターンが大きく変わることに注目すべ

きである。恐怖を感じていることの種類によって強迫観念と強迫行為が異なるの

だ。The Lancetによると、強迫観念と強迫行為はある程度、患者の文化的背景と生

                         
5 OCD:A Monster in my Mind, Horizon Season 54 Episode 12, BBC Television, 2015年8月26日最初放送 
6 『ICD-10』、前掲書、p.153 
7 註5を参照 
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育過程が影響を与えると述べている。例えば、厳格な宗教的教育を受けた人物が、

神を冒涜するようなことを思い浮かべるとそれに異常な不安を感じ、そうしたこと

が強迫の中心テーマになりやすいと説明する8。しかし、同時に『DSM-5』にはどん

な文化的背景でも、広く共通するテーマが特定できるとも書かれている。 

 

〔強迫観念と強迫行為については〕次のような一定の症状の次元が強

迫疾患に共通して認められる。それは、洗浄（汚染に関する強迫観念

と洗浄に関する強迫行為）、対称（対称性に関する強迫観念および繰

り返し、配列、数かぞえなどの強迫行為）、禁断的あるいはタブーと

される思考（例：攻撃、性的、宗教的な強迫観念とそれに関連する強

迫行為）、加害（自分自身または他者を傷つけることへの恐れとそれ

に関連した確認強迫行為）である9。 

 

 一人の患者が同時に多くの強迫観念と強迫行為をいだくことは非常に多い10。ま

た、ある患者が経験する強迫観念、行為は時間とともに変化していく。 

 筆者の強迫観念ならびに行為の詳細については次の第2章で述べる。 

 

1-4 実際面での強迫性障害  

 手を洗うという日常的で、典型的な強迫性行動を一例としてあげ、強迫性障害の

過程がどのように展開するかを説明しようと思う。 

 強迫性障害患者 Aと強迫性障害患者ではない B がいたとする。Aは常に汚れと細

菌のことを心配している。Aも Bもバスに乗って、座席や取っ手などを触る。その

ことで、手が汚くなったのではないかという心配は A、B双方に起こりうる感覚であ

る。しかし、Aのほうがそれに対する不安が強い。ところが、Bの場合は30秒手を洗

えば、脳の中で手はもう清潔だという信号が送信され、手を洗う行為は自然と終了

するのである。しかし、Aにはその自然な終わりがない。自身に厳しく、不合理な

ルールを与えるが故に、そのルール通りに手を洗わないと「正しくできていない」

ように感じるのだ。この強迫行為のルールのせいで、手を洗うことに30分以上も時

間をかけなければならないこともある。従って、手を洗うという行為によって Aも

Bも手が清潔になったと感じることができるのだが、Aの場合は汚いと感じるものに

再び触れると、前回と同様に手を洗うという儀式的な行為を行うように脳から指令

が出る。汚れによる不安をその強迫行為を反復することで処理する傾向が強まって

いくのである。 

 数秒（または数分）手を洗うことによって、A、Bどちらの手も清潔になり病気に

はならないのであるが、Aは手を洗うことに圧倒的な時間をかけ、「病気にならなか

った」という結果から、行った強迫行為が効果的だったと誤解することもある。つ

まり、手を洗うことの儀式的な要素によって救われたと誤って信じてしまう。ここ

から Aは誤った信念をいだく。すなわち、他の物事に関しても、手を洗う強迫行為

を行うようになることも起こりうる。たとえ実際に汚れたものを触っていなくて

も、自分の日常から不安そのものを減らすために、「怖いこと」がおこらないよう

に、そうすることが自分を守るために有効な手段だと信じている。また、汚いもの

                         
8 Abramowitz et al, 前掲書、p.494 
9 『DSM-5』、p.233 
10 上掲書、 p.237 
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を想像するだけでも、その手を洗う強迫行為を行わねばならないと感じるようにな

り、遂には強迫行為の衝動を抑制しようとすると、感じている不安はますます強く

なり、日常の生活を送ることがほとんど不可能になってくることもある。 

 Aは時間のかかる強迫行為を回避するために、そして大きな不安を避けるため

に、汚いと感じるバスに乗らないという手段を取ることもできるが、そうした解決

法は日常生活に大きな負担を強いる。しかも、ほとんどの強迫性障害患者は一つの

強迫観念ならびに行為だけではなく、様々な心配を感じ、様々な強迫行為を行う。

そして、その強迫観念ならびに行為の内容は時間とともに変化していく。Aが外出

をせず、「汚い外の世界」を避けえたとしても、今度は家の中で新たな心配が生じ

る。つまり、脳は新たな心配することを常に探しているという感じ。こうして強迫

観念と強迫行為の循環は永久に続いていく。 

 このように、強迫観念と強迫行為を治療せずに放置し続けることは、患者が普段

の生活を送ることを非常に困難なものとする。 

 以上の例は比較的分かりやすい例だと思われる。強迫性障害患者は必要以上に長

く手を洗うにもかかわらず、まだ「手が汚れている」と認識すれば、手洗いを続け

ることは当然な反応だと言える。しかし強迫性障害患者の場合は、「実現するはずの

ない物事」に対して、全く無関係の強迫行為を行うというパターンも少なくない。

例えば、ある言葉を繰り返さなければ、「自分の親が死んでしまう」や「運転してい

る車が事故にあう」といったような妄想などが挙げられる。このような魔術的な思

考は強迫性障害によく見られる重要な要素である。『DSM-5』によると、この強迫性

障害の迷信的な症状という特徴は、不安障害との大きな違いであるようだ。 

 

反復的な思考、回避的な行動、および繰り返し保証を求める要求は不

安症群でもみられる。しかし、全般不安症における反復的な思考（す

なわち、心配）は、たいてい現実的生活上の心配ごとであるのに対

し、強迫症の強迫観念は通常現実的生活上の心配ごととは関係なく、

奇妙な、不合理な、もしくは一見魔術的性質をもつ内容を含んでい

る。さらに、強迫症ではたいてい強迫行為が存在し、強迫観念とつな

がっている11。 

 

 強迫性障害患者の疾患に対する認識のレベルは患者によって異なる。「強迫行為を

行わなければ心配していることが本当に実現してしまう」と完全に信じている患者

もいれば、その一方で、「経験している強迫観念と強迫行為は不合理なもので本来は

無用なものだ」と了解している患者もいる。また、両者の中間的な認識の者もい

る。 

 しかし、たとえその強迫観念と強迫行為は無意味なものであると理解していたと

しても、行為をやめることができるというわけではない。強迫性障害は脳の仕組み

と脳内の物質による複雑な疾患なのだ。患者が強迫行為は必要ではないと認識し、

強迫行為を行わないようにしていたとしても、脳の中での不安の高まりは自身でコ

ントロールできるものではない。強迫行為を行う衝動は圧倒的に強いのだ。そし

て、「強迫行為を行わなければとんでもない事が起こってしまうのではないか」とい

う妄想が現実の事のように感じられるのである。患者は強迫観念を行う衝動に従っ

ても、逆らっても、苦しむ結果になる。 

                         
11 上掲書、p.239 
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 次章では筆者の個人的な強迫性障害の経験を言及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

第2章 自身の経験 

 

 0-2 で筆者の強迫性障害の症状が表われて発展した過程を詳しく述べた。本章で

は継続して経験した（現在も経験している）強迫観念と強迫行為の事例、そしてそ

れは具体的にどのように筆者の制作を影響したかを考える。強迫性障害は一般的に

患者の生活をどのように影響を及ぼすかを少し分かりやすくし、また筆者の作品の

モチーフや制作過程を明確にする。 

 筆者はおよそ20年に渡り強迫性障害を患っている。その期間を通して、経験して

いる強迫観念と強迫行為は形や性質が大分変化してきた。筆者の強迫行為の複雑な

ルールは未だに変化し展開している。筆者によって生み出されたこの複雑なルール

の全ての要素は、筆者にしか理解できないし、また他人から興味を持たれるもので

はないと思っている。したがって、その代わりに、本章では典型的事例を選び、紹

介する。 

 最初に、筆者は理性的な人間であることを強調しておく必要がある。強迫性障害

について理解していない人は、なぜそのような理不尽な行為をやめないのかと問う

が、そのような単純なものではないのだ。強迫性障害者の多くは、自分が行ってい

る強迫行為が無意味で現実とは関係していないことを理解している。筆者も十代の

頃からその事実を認識している。しかし、強迫行為を行わなければ感じてしまう不

安の本質を言葉で正確に説明することは不可能である。頭の中から湧き上がる叫び

たいほどの激しい身体的苦痛なのである。しかも、それと同時に、患者は内面の困

難さを周囲に見せないよう平静を保ち、その時に集中しようとしている行動を続け

るように努めている 

 強迫行為を行わなくとも、心配していることが実現するわけはないということを

論理的には完全に理解している。しかし、脳の一部からは、それとは反対の感覚が

恐怖とともに発せられるのだ。結局、人間は経験している現実を解釈するために、

脳によって処理される感覚からの情報に依存している。その脳が常に情報を間違っ

たように処理していたとすれば、その間違いにふりまわされないようにすることは

難しい。壊れた脳の仕組みを通してこの世界を解釈しているからである。強迫性障

害による思い込みが現実には起こりえないと論理的には分かっていても、強迫行為

からの要求を毎回無視することは困難である。こうした要求は不安を生じさせ、だ

からこそその不安を強迫行為によって軽減させるのである。こうした一連の流れに

毎回抵抗することはとても疲れるものである。したがって、強迫行為を行わなくと

も、心配が実現するわけではないことを認めると同時に、痛いほど激しい不安を我

慢するよりは、従順に強迫行為を行った方が快適な場合もあることから、不合理的

なものだと認めながらも筆者は未だ強迫行為を行う時もある。 

 

2-1 主な強迫観念と行為のまとめ 

 強迫性障害についての記述では、強迫観念と強迫行為はほとんど別物であり、強

迫観念によって強迫行為が生じるという方向性の説明がなされる。（そして、筆者も

分かりやすさのために第1章では同様な流れで説明を行った）しかしながら、筆者の

経験の限りでは、そこまではっきりと分離されたものではない。例えば、強迫観念

の不安が起こらず、特にストレスを感じていないような時であっても、以前に強迫

行為を行った同じようなシナリオにあうと、再び以前のような強迫行為に駆られる

衝動を感じる。そしてその強迫行為を行わなければ、強迫観念からもたらされる
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「不安に思っていること」が実現してしまうのではないかと心配する。つまり、筆

者の場合は必ずしも先に何かを不安を感じ、それに応じて「心配していること」を

予防するために強迫行為を行うといった明確な手順を踏む訳ではない。むしろ、逆

の場合もある。日常的な行動（例えば、手を洗うこと）の途中で、その行動をある

厳しい強迫行為的なルール通りに行わなければ「心配している何か」が実現すると

感じることもある。このように強迫観念と強迫行為は複雑に入り組んだ相互方向の

関係にあって、どちらによってどちらが発生するのかということは判断しにくい。 

 強迫行為と強迫観念は度々混同され、区別しにくい時もある。分かりやすく説明

するために、以下の説明では本来よりもより明快な分類を行う。 

 

2-1-1 強迫観念例 A:失敗を犯すことの恐怖/完璧主義 

 0-2で書いたように、筆者の強迫性障害は小中学生のころに良い成績を取るための

おまじないのようなものとして始まった。少しずつ学校の成績についてはあまり気

にしないようになっていったが、今でもどのような行動においても失敗を恐れるあ

まり緊張感を抱いてしまえば、ことがうまく運ぶように強迫行為を行わなければな

らないと感じる。失敗を非常に恐れて、何かが上手くいかなければ恥をかいたよう

に感じるのだ。誰しもがこうしたことをある程度感じると思うが、強迫性障害患者

の筆者は異常に敏感なのである。特に何らかの行動が既に上手くいっていると感じ

れば感じるほど、その成功を守るために強迫行為を行いたくなるのだ。 

 これは強迫性障害の重要な特徴の一つである。皮肉なことに、ある行動が既にマ

イナスになっていると思えば、強迫行為に至るようなプレッシャーは全く感じな

い。すなわち、強迫性障害は成功と幸せを餌食とする精神疾患だ。既に何かがだめ

なら、何も怖いことはないのだ。守ることがなければ、強迫性障害は活性化しな

い。一方で、患者は最も生活が楽しい時に、最も失うものが多いと感じる。つま

り、上手くいっている時が最も強迫性障害患者にとって悩ましい時なのだ。 

 制作が上手く進んでいると感じている時も、そうしたことが問題になる。 

 

関係強迫行為1:繰り返し 

 「失敗したくない」というプレッシャーに応じて、強迫性障害が始動する。失敗

を回避するために、ある「小さな行動」をやめられなくなることがとても多い。例

えば、強迫性障害を強く感じている時、紅茶を飲むために口につけているコップを

唇から離し、テーブルに置くといったような動作が困難になる。唇から少しだけ離

して、また口に戻して、離すといったことを何度も繰り返す。同じように、コップ

をテーブルに戻す時、コップを置いて、少しだけ移動して、少し上げて、置いて、

また上げるといったような行動を繰り返さなければならないように感じることもあ

る。ある時点で「もう大丈夫だ」と感じることでやっと、コップを唇から離せるよ

うになり、「テーブルにコップを置いても良い」と感じることで、その行動を完了で

きるようになる。筆者には、そうしたプロセスは頭の中のリズムによって、ある時

にその行動を「完璧にこなした」と感じるようになるが、実際には脳から「行動を

完了した」という信号を待っている。この信号が送信される前に、その行動をやめ

ようとすると、圧倒的な不完全さと不安を同時に感じるのだ。第1章に言及したよう

に、患者ではない人がある行動を完了させる時には、脳は「完了した」というはっ

きりした信号を送り、その行動に自然な終わりをもたらすが、強迫性障害患者のそ
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うした信号はとても弱いと思われる12。 

 現在の筆者はより上手く強迫行為を抑えられるようになっているが、現在でも、

不安を強く感じる時には、「完璧にできた」と感じるまで、行っている行動を繰り返

したいという衝動を強く感じる。 

 

制作への影響 

 以上に述べたように、特に何かの行動が上手く進んでいると思う時に、強迫行為

によってそうした行動を簡単にやめることができなくなってしまう。この行為によ

り構図やタッチなどをダメにしてしまった作品は少なくはない。 

 例えば、順調に進んでいる作品を完成させようと思っているところで、最後の筆

さばきを決めることが困難に感じる。何度も画材を同じように付ける必要を感じ

る。何度も同じように作品の表面に筆をかすめないといけないように感じる。「もう

一度だけ」という感覚が繰り返されるのだ。 

 多くのアーティストにとって作品の完成を決めることは容易なことではないと思

うが、強迫性障害によって、その判断はさらに複雑なものになる。感覚的にもう終

わったと感じたとしても、強迫行為による命令と理性的な意見が混ざってしまい、

本当に何すれば完成になるのかが判断できなくなる。 

 強迫行為のせいで、あるところで同じ筆さばきを何回も繰り返し、画材を何層も

重ねると、画面がとても厚くなり作品の表面に妙な跡が残る。特に、筆者はコント

ロールしづらいカシューニスや漆を常に利用しており、小さな箇所で何回も画材を

付けると、重くなって流れてしまったり、色が濁ったりすることが多い。 

 ポートフォリオから作品を選んで「この筆跡は直接強迫性障害のせいである」と

まで思い出すことは難しいが、最近の制作から実例を示す。以下の《浄化 II》(図

1)は、2015年から筆者が意識的に強迫性障害に関するテーマを持つことを決めてか

ら描いたものであり、最後完成させたいところで描くのをやめることができなくな

り、作品の構図を台無しにしてしま

ったものである。 

 本作品の詳細は3-3で述べるが、完

成だと思った瞬間の写真は残されて

いないため、説明には限界がある。

しかし、想定した作品と実際にでき

た作品の比較を試みる。 

 《浄化 II》は二つの段階によって

制作された。はじめに、背景の青を

描いた。シンナーを多く作品の表面

に注ぎ、次に色が濃いカシューニス

の「青」を少しだけ置き、作品の表

面でシンナーと混ぜ、白に近いとて

も薄い青にするつもりだった。しか

しながら、青をのせることをやめる

ことができなくなり、想定していた

よりも作品の表面が濃い青になって

しまった。次の段階では、作品の表

                         
12 註5を参照 

図1:《浄化 II》、2015年、カシューニス、塩、膠、ジェッ

ソ、 92x92cm 
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面の上に白い山を塩と膠で作りあげ、その回りのオレンジ色の波をカシューニスの

「だいだい」と「黄」で描いた。この二つ目の段階においても、作業をやめること

はできなかった。上半分に描いてあるオレンジ色の半円形はより抑え気味に、左側

から右上まで続かないように仕上げたかった。半円形よりも円形の4分の1のような

形態にしたかった。右上の飛び散ったニスもこれほど激しくは描きたくなかった。

根本的に、この作品にあるよりも静かな、コントロールされた作品を目指してい

た。今あるこの作品は筆者にはだらしないもののように感じられる。 

 これは最終的に完成した作品よりも想像していた作品のほうが上手いかどうかと

いう問題ではない。強迫行為のせいで描くことを止めることができなくなり、作品

をコンセプト通りに仕上げることができなかったという問題である。 

 ある制作の結果に失望することよりも、制作する喜びと自由な気持ちが強迫性障

害に抑圧されることのほうが筆者にとっては問題なのである。制作の始めは、まだ

何も失うリスクがないので、強迫行為はあまり頭に入らない。画面の空白が目の前

に広がっている時は最も勇気を持って描けるところであり、最初の筆遣いが最も楽

しく自由に感じる。しかし、制作が進むとともに、強迫行為を行う衝動が湧き上が

ってくるのだ。強迫行為を行う必要性を感じる時には、衝動に従おうが逆らおうが

不安と心配が高まり、制作に影響を与える。それにより、制作過程の後半ごろから

作品が縮んでいくように感じて、制作する喜びが消えてしまう。 

 アトリエから出ること、つまり身体的に逃げることで強迫行為を行う衝動が抑え

られ、作品を完成することができたこともあった。少し時間が経ってからアトリエ

に戻ると、強迫行為を行う衝動が消え、なぜそこまで心配したかを忘れている。時

間を置くことで論理的に考えられるようになり、強迫観念と強迫行為が現実に起こ

る問題ではなく、精神疾患の症状として思えるようになる。しかし、「不安」を感じ

ている最中にはそうしたロジックがほとんど消えてしまうのだ。 

 筆者は自分の強迫性障害に意識的なため、失敗することへの恐怖に応じて強迫行

為を抑制しようとする。制作においては様々な試みができるために、上手く進んで

いるかどうかということを重視しないよう考えている。けれどもある程度作品が上

手く進んでいるように感じると、失敗するのではないかという恐怖とそれによる強

迫行為を抑えることが困難になる。したがって、どのように意志を固く守っていた

としても、制作し続けると同時に、描き方はますます保守的になる。実のところ、

「上手く描きたい」という欲望を捨てることは相当難しいのだ。 

 3-2では上で述べたような筆者の制作における傾向とそれへの対処法について説明

したい。 

 

関係強迫行為2:シンメトリー 

 『DSM-5』によると、強迫性障害患者の中に「シンメトリー」と関係する強迫行為

が多く確認されている13。筆者も若いころにその傾向が強く出ていた。何かに触れる

時、右手と左手が全く同じ位置に触れなければならないと感じるのだ。例えば、も

し右手の人差し指がテレビのリモコンに触れれば、ピッタリ左手の人差し指でも同

じな所を触る必要を感じるのだ。しかし、本当に同様の場所を触ったと感じたかど

うかは脳からの不思議な判断によるものであった。ある瞬間「ぴったり同じように

触った」と感じ、不安が消えて触る事をやめてもよいと感じるようになる。このよ

うに、強迫性障害が強く出ている時は、触るもの全て左手と右手で同じように触る

                         
13 『DSM-5』、p.233 
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必要を感じ、満足できるまで30分以上触り続けることもあったが、あまり症状が強

く出ていない時、つまりストレスをあまり感じていない時は、右手と左手で同じよ

うにものを触るという衝動はなかった。 

 このシンメトリーの強迫行為に足や上半身などを使うこともあった。十代のこ

ろ、しばらくの間、靴を履く際に左足で踏んだところを同じように右足でも踏まな

ければならないという衝動を感じたこともあった。どの程度「同じように」踏む必

要があったかは、その時の強迫性障害の激しさによって変化した。両足で同じとこ

ろを踏もうとしているので、普通に歩くことが困難な時もあった。 

 

制作への影響 

 シンメトリーを気にする傾向は作品の構図にも影響を与えているように思える

が、この強迫行為は過去のものであり、今はこれを行う必要を感じていない。強迫

性障害は少しずつ症状が変わっていくものである。むしろ、現在はシンメトリーが

好きではなく、できる限り構図的に対称にならないように制作している。筆者のポ

ートフォリオを見れば、構図的に中心と集中する傾向と、右上か左上かどちらかか

らの斜めの動きが好きという傾向があることが分かるが、シンメトリーの強迫行為

から回復する過程においてシンメトリーが嫌いにならない限りには、そうした構図

に関する傾向は強迫性障害が要因であるとは思いにくい。 

 しかし、第3章と第5章では、強迫性障害を客観的に明らかにするために、シンメ

トリーの強迫行為を扱った作品を紹介する。 

 

2-1-2 強迫観念例 B:身体的な汚れ 

 強迫観念のうちの実例 Aの「完璧主義」と密接に関係していると思われるが、現

時点において、身体的にも精神的にも、汚れへの恐怖感とその嫌悪感が筆者の強迫

性障害の中心になっていると言える。身体的な汚れと精神的な汚れは密接に関連し

ているが、身体的な汚れを先に検証する。 

 身体的な汚れについての強迫観念は、強迫性障害患者に多く確認されている14。筆

者に、この恐怖が始まるのは10歳ごろに線虫感染にかかったことがきっかけであっ

た。そのことに対する圧倒的な嫌悪感と羞恥心を抱いた。自分の体内から出てき

た、まだ動いている虫を見た瞬間の不快感と嫌悪感が筆者の意識に焼き付けられて

いる。 

 この事件以前にもそうした傾向はあったが、特にそれ以降は、うじゃうじゃした

形の昆虫、例えば蛆やゴキブリなど、哺乳類から随分とかけ離れた昆虫を見ると、

強い嫌悪感を覚える。現在もそのような昆虫に対して感情的にも身体的にも強く反

応する。昆虫は何か悪いことしているわけでないので、彼らにとっては理不尽で不

公平なことではあるが、筆者にとってそうした昆虫は邪悪さを象徴するものなので

ある。 

 

関連している強迫 1:手を洗うこと 

 手を洗うことが強迫性障害の典型的なイメージとなっていることは想像に難くな

い。筆者の場合、線虫感染の体験を経て再び寄生虫に感染しないために、手を洗う

という強迫行為が始まった。それ以後は手がきれいかどうかは常に心配の種となっ

ている。寄生虫の卵を想像してしまうことによって、特に公衆トイレを使用する際

                         
14 同上 
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に、手を洗うことに対して複雑なルールを発明した。この強迫行為の衝動は昔のほ

うが強かったが、今も同様に続いている。 

 自分の家ではない、普段の使用状況が分からない場所のトイレを使っている時、

できるだけ何にも触らないように努力する。そして、手を洗うことには順番が決ま

っている。最初に指を一本づつ洗い、手のひらと手の奥、爪、手首を石鹸で洗う。

もし、手がわずかにでも流し台に接してしまうと、皮膚がまた汚れてしまったよう

に感じて、手を洗う儀式をもう一度最初から繰り返さなければならない。蛇口にも

できるだけ触らないようにする。上下運動で操作できる蛇口の種類であれば、肘で

押して止めるが、回して操作するタイプの蛇口であれば、手で触るしかない。その

場合には先に石鹸と水で蛇口を洗い清潔にしてから、また手を洗い、手で蛇口を閉

める。そしてトイレを出たら、必ず手ではドアや取っ手を触らないように気をつけ

る。足で蹴って開けるか、手を袖に入れて、手袋のように使って開ける。自分の家

であればトイレが清潔だとすでに分かっているため、排便する時だけ蛇口を石鹸で

洗い、その後再度手を洗う。 

 こうした行動が異常だとは分かっていても、少なくとも「現実的な心配」、つまり

手が不衛生であるために病気になるという不安と通じている。 

 しかしながら、手を洗う強迫行為は不衛生さと関係なく行うこともある。ストレ

スを感じると、強迫性障害の症状も同じように強く感じる。この時一方の手に水が

かかると、必ず反対の手にも同様に水がかからなければならないと感じるのだ。こ

れは明らかに、2-1-1で言及したシンメトリーの強迫行為と関連している。トイレを

使った時と同様のルール通りに手を洗いたくなる。作品の完成が間近になると、前

述したような強迫行為の衝動が強まり、筆を洗うための水を汲みに行くことが問題

となる。アトリエの隣にある流し台から水をバケツに汲もうとする時に、水が少し

でも手にかかると、先に説明したような規則通りに「手を洗う」という行為を始め

なければならないと感じるのだ。 

 

制作への影響 

 手を洗う強迫行為はとても時間のかかる面倒なことであるが、直接作品に影響を

与えているとは思えない。しかし、制作の途中でストレスを感じはじめたら、その

長くて面倒な強迫行為を回避するために、できる限りトイレに行かないようにす

る。そして、できるだけ長く筆を洗うために水を汲みに行かないようにするのだ。 

 しかし、ある種類の昆虫によって感じさせられる嫌悪感は間違いなく、制作に影

響を及している。初めて漆を使って描くことを試みた時、最初に描写したくなった

ものは昆虫であり、特にゴキブリであった（図2、図3）。トラウマを経験したにもか

かわらず、そのトラウマの原因を描きたくなるというのは奇妙に思えるかもしれな

いが、恐怖を感じるものに対し、同時に魅力を感じることは珍しいことではないだ

ろう。ゴキブリや蛆虫などの昆虫を見ると心の底からの強烈な嫌悪感がこみあがる

が、日常生活の中でそこまで強い感情が引き起こされることは珍しい。したがっ

て、こうした実感について深く興味を覚えることは当然のことだと言えるだろう。

筆者の中で、このような昆虫は真の邪悪さの象徴となり、不安を煽る刺激となり、

強迫障害手の反応を引き起こす。昆虫を何度もモチーフにしたことは、制作におい

て意識的に強迫障害に取り組もうと考える以前から、ある意味すでに強迫性障害を

描き出そうとしていたと言えるのではないだろうか。 
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2-1-3 強迫観念例 C:精神的な汚れ 

 身体的な汚れよりも、精神的な汚れへの恐怖感はより強い。これについて詳しく

説明すると、本当の自分が外からの影響により、もう自分ではないもの、そして自

分が好きではないものに変身してしまうのではないかという心配なのだ。こうした

「心配」も多く強迫性障害患者から確認されており、心理学用語で「自我違和

（ego-dystonic）」と呼ぶ15。人々は自分自身のアイデンティティーについて様々な

決まったイメージを持っている。しかし、時折、そうした自身のアイデンティティ

ーを壊すような、考えたくない不快な思考が頭に入ってくる。（第 1 章参照）多くの

人はその不愉快な意思をあっさりと無視して、忘れることができるが、強迫性障害

患者はその意思に深い意味があるかのように考えすぎて、自身のアイデンティティ

ーについて余計な心配をする。自分自身の中に憎むべき特徴が潜んでいるのではな

いかと不安になるのだ。それに応じて、強迫行為が起こる。そうした強迫行為を行

わなければ、不安通りに自身のアイデンティティーが変わってしまうのではないか

と思い込む。そして性格が変わったかどうかを認めるために、自分の行動を厳密に

調査するのである。筆者にとってこのことは未だに最も苦しめられている強迫観念

である。 

 精神的な汚れへの恐怖と関連している筆者が経験した多くの強迫行為の全てを本

章で述べることは意味をなさない。したがって、最も代表的なもので、最も多く繰

り返される事例を以下に説明する。 

 

                         
15
 E.Nelson, J.S.Abramowitz, S.P.Whiteside & B.J.Deacon, Scrupulosity in patients with obsessive– 

compulsive disorder: Relationship to clinical and cognitive phenomena, Journal of Anxiety Disorders 
vol.20 iss.8, 2006年、p.1072 (note 1) 

図 2:《ゴキブリ I》、2011年, 漆、岩絵具、箔、和紙, 

36x28cm  

 

図 3: 《ゴキブリ II》、2011 年、 漆、岩絵

具、箔、和紙、 37x26cm  



18 

 

関連している強迫行為 1:他人への嫌悪感 

 好きではない人がいれば、または誰かに好きではない特徴があれば、それに異常

な嫌悪感を覚え、その人と交流を持つことに大変な困難を伴う。筆者がその人に対

し嫌悪している特徴を吸収して、筆者も同じようになってしまうことがとても怖く

感じるのだ。例えばその人と握手するような身体的な接点を持つ必要があれば、筆

者にとってはとてもつらいことになる。好きな人であっても、その人に怒っている

時、あるいは好きではない特徴について意識し始めると、その人を触ることを避け

ようとする。一方で、もし触ってしまえば、「その行動を正しく行わなければならな

い」（2-1-1 参照）という気持ちが起こり、そうした触るという行為を繰り返さなけ

ればならないように感じることもある。脳から正しく接触したという満足の信号を

受けるまで、大きな不安を感じ、その人に正しく触らなければ、その人の好きでは

ない特徴が筆者に入ってしまうと信じてしまう。しかし、触ることによってその人

の好きではない特徴を吸収してしまうとも同時に感じるのだ。すなわち異なった強

迫行為の二つが競っている。その結果、その人に再度触れようが触れまいが、筆者

は痛いほどの強烈な不安を感じるのだ。 

 身体的に触ることだけではなく、嫌悪する人をただ見るだけでも強迫行為は発生

する。その人を見ながら、特別な呼吸の仕方を行わなければその人と同じようにな

ってしまうと感じるのだ。その人が視界に入っている間に特徴のあるリズムで息を

少しずつ吐き出しはじめ、それを続けながら、振り返り違うものを見る。そうした

一連の行為が「十分にできた」と感じたら、最後に長い息を一つ吐きだす。この全

部は 15秒か 20秒ぐらいかかることも多く、大変息が切れる。その人を自身の中か

ら追い出すような感覚である。その強迫行為をした後、またその人が視界に入って

しまうと、以上の特殊な呼吸法を繰り返さなければ筆者は完全に変わってしまうか

のように感じる。 

 例えば新聞や本で嫌いな政治家などを見ることは問題ではない。上記の呼吸法を

一回行い、次のページを開きさえすればもうその人は見えなくなるからだ。問題

は、実際に嫌悪感を抱く人が現実において視界に入ることだ。例えば授業などでそ

のような人がいると、どのように努力しても、その人を何回も見てしまう。その強

迫行為である特殊な呼吸法を抑制するように努めなければ、その行為を何回も行わ

なければならない。もし周囲の人がその行為に気がつけば、それは筆者にとってと

てもはずかしいことであり、さらに不安を高めることになる。そうした理由から、

強迫性障害患者はできるだけ周囲の人に強迫行為を隠そうとする16。そのことが周囲

の人々に問題を認識させることを難しくする。よって手助けすることも難しい。し

たがって、強迫性障害は隠れた疾患と呼ばれる。 

 

制作への影響 

 嫌悪感を抱くゴキブリを描写したかったのと同じように、嫌悪感を抱く人の肖像

を多く作品にした。筆者は政治に強い関心を持っているが、1970年代後半と 1980

年代の自由放任主義（neo-liberal）の政治家（例えばアメリカのレーガン大統領や

イギリスのサッチャー 首相）や理論家（例えばミルトン・フリードマン経済学者）

が特に好きではなく、現在社会の様々な問題はそのグループによって発展された自

由放任主義経済制度に原因があると考えている。（詳しくはナオミ・クラインの『シ

                         
16
 S.Newth & S. Rachman, The concealment of obsessions, Behaviour Research and Therapy vol.39 iss.4, 

2001年、 pp.457–464 
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ョック・ドクトリン』17を参照されたい。）それ以前の数十年間の革命的な政治的ア

イデアに対立し、「反革命」と呼ばれた動きによって戦後の社会契約が大きく変化

し、世界の政治を右傾化させていった。 

 2013年に筆者はこうした政治家のグループの肖像を多く描いた（図4、図5）。大学

院修士課程日本画専攻の卒業制作として、サッチャー、フリードマンに加えて、ロ

ンドンの元市長ボリス・ジョンソンのような現代政治家を含めた、《イギリスの反革

命の英雄》というポートレイトシリーズを制作した(図6、図7、図8）。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
17 N.Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Picador, 2008年 

図4:《レーガン大統領の肖像》、2013年、カシュ

ーニス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 

図5:《サッチャー首相の肖像》、2013年、カシュ

ーニス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 
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 以上の説明の通り、ゴキブリなどの昆虫を描くことと同様の気持ちと意思でその

政治家達を描き出した。前述したような政治家の写真を見るだけで、我慢できない

ほどの激しい不安と嫌悪感や恨みを抱く。そこで、そうした気持ちをなんとか伝え

たいと考え、これら政治家たちをグロテスクに表現した。しかし、肖像を描くため

に、その政治家の写真や資料を目にしなければならず、その憎んでいる人を見るこ

とで湧き出た強迫行為を抑制しようとしながら描いていった。したがって、このポ

ートレイトのシリーズは強迫性障害から影響を受けながら制作されたことになる。

本シリーズによって、強迫性障害を患う生活について、少しだけでも伝えることが

できたのではないかと思う。 

 

2-2 強迫観念と強迫行為の継続展開 

 現在は認知行動療法と抗鬱薬のおかげで、筆者の十代を苦しめた強迫性障害を以

前よりコントロールできるようになっている。発表や試験の前など強くストレスを

感じる時は、以前のように不安と強迫行為が激しくなる。近頃は強迫行為のそうし

た衝動を感じると、強迫行為がどのようなものなのか思い出し、以前よりはそうし

た気持ちを抑えられるようになっている。 

 しかし、筆者は自分の強迫性障害に意識的であるにもかかわらず、完治できない

ため、未だ筆者に影響を与え続けている。近年新しく発症した強迫観念と強迫行為

もある。それは体の動きなど物理的な世界とは関係なく、完全に頭の中で行われる

強迫行為だ。最近は不快な思想、特に宗教的な不快な思想、例えばサタンによって

図 6:サッチャー 図 7：フリードマン 図 8:ジョンソン 

図 6-8:《イギリスの反革命の英雄》からの作品、2013年、ジェッソ、カシューニス、盛り上げ胡粉、

92x183cmx5点 
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魂が盗まれるかもしれないという思想が頭に入ってくると、そうならないために頭

の中で決まっているフレーズを繰り返すことが必要だと感じる。ある思いを抑えよ

うとすればするほど、その思いは持続的に思考に入り、悪循環となる。 

 強迫行為は外の世界で行うものから完全に頭の中だけで行うものに変化した。不

安を制圧する目的で強迫行為はまだ行われるが、身体的ではなくて、思考のレベル

においてのみ行われる。この強迫行為のパターンを経験する強迫性障害患者も数多

くいる。『DSM-5』は強迫性障害の最も一般的な形式のリストに「禁断的あるいはタ

ブーとされる思考（例：攻撃、性的、宗教的な強迫観念とそれに関連する強迫行

為）18」が記載されている。 

 しかし、面白いことに、その最近の強迫観念と強迫行為には宗教的な側面がある

が筆者は無神論者であり、神やサタンや魂などを信じていない。しかし、存在のわ

ずかな可能性、つまり存在していないことを証明できないということだけは認めて

いる。こうしたわずかばかりの認証は強迫観念を生じされるに十分なようだ。強迫

性障害は疑問を餌として成長する寄生虫のようなものなのだ。自分について、世界

について、何かについて疑問を抱くことで、それが強迫観念に発展する恐れがあ

る。そして、その強迫観念から生じる不安は実現するわけではないことを論理的に

理解できたとしても、脳の一部はそれに抗うよう強く主張する。 

 このように、強迫性障害の長期にわたる症状の一つは疑問を生じさせ、自信を奪

うということである。強迫性障害患者にとって悪い出来事が起こるかどうかは、そ

うした儀式的な行動を正しく果たすことにかかっていると信じてしまう。すなわ

ち、「魔法」を信じ始めるということだ。理性的にそうした心配が本当のことではな

いということを理解すると同時に、脳の一部は心配が現実のものであるとする信号

を送り続ける。そして、その間違った信号は身体的に感じる不安によって強化され

る。これは、能力から性格まで自分自身にまつわる全てのことが強迫行為を「正し

く」行うかどうかにかかっていると思い込んでしまう自己破壊的な疾患なのであ

る。世界の全てが魔法のような強迫行為に依っているならば、（手をルール通りに洗

わなければ、友達の皆に嫌われてしまうといったようなことを信じるならば）自分

に自信を持つことはとても困難なことなのである。さらに、患者がコントロールで

きないようなことに対しても重い責任を感じてしまうのだ。このように強迫性障害

は患者の自信と幸せに大きな負担を与えるものである。 

 本章で説明したことは、筆者が 20年間以上にわたり経験してきた強迫観念と強迫

行為の事例のほんの一握りに過ぎない。しかし、この大まかなまとめだけからで

も、強迫性障害の特徴と障害の内容がどのように筆者の生活と制作に影響を与えて

いるのかを少しだけでも伝えることができたのではないかと思う。特別に意識して

いない時も、筆者の制作は常に強迫性障害の影響を受けていると思われ、常に強迫

性障害を表現していると言える。そうした事実に気づき、刺激を受けたことによ

り、制作において積極的に強迫性障害と取り組み、その本質を鑑賞者に伝えようと

試みてきた。第 3章では、博士後期課程 2年目の制作でこうした目標を果たすため

の制作手法について述べる。 

 

 

 

 

                         
18 『DSM-5』、p.233 
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第 3章 強迫性障害を意識した博士課程 2年次における制作 

 

第2章での考察を踏まえて、筆者の日常生活と美術制作全般への強迫性障害の影響

を認識できるようになってからは、自身の制作を通じて強迫性障害を真正面から取

り組みたいと感じるようになった。制作に対するこの新たな意識は、博士後期課程

の2年次に形成された。本章では、博士課程１年次から2年次に自身の作品の推移を

具体的に紹介する。 

 

3-1 博士課程１年次における制作の除外 

 博士後期課程の1年次においては、強迫性障害とは全く関係のない研究テーマを取

り扱う予定であった。筆者自身が使用している画材である漆に焦点を当て、幕末か

ら明治時代初期にかけて活躍した柴田是真に関連した研究を行うことを計画してい

た。とりわけ、池田泰真や庄司竹真といった、現代ではその名も忘れ去られつつあ

る柴田是真の弟子たちに関して調査を進めていた。 

 その研究テーマに応じて、当時の筆者の制作も日本絵画の伝統的画題を取り扱っ

た。0-1で述べているように、筆者はロンドン大学に在学中に日本美術史の授業も履

修し、室町時代の画僧、例えば雪舟や周文の水墨画が最も魅力的に映った。とりわ

け雪舟の半抽象的な要素を含んでいる《秋冬山水図》の特に（冬景図）からインス

ピレーションを受け、多摩美術大学の日本画科に入学しようと思うきっかけになっ

たのである。その影響から水墨画を描こうと思ったが、柴田是真の作品を実見した

ことで漆とニスを愛用するようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10:雪舟《四季山水図（夏）》からの作

品、2014年、ジェッソ、カシューニス、

岩絵具、盛り上げ胡粉、墨, 92x183cm 

図9:雪舟《四季山水図（夏）》、重要文化

財、1469年前、絹本着色、

75.8x149.2cm、東京国立博物館蔵 
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図11:加藤良造《山水境》、2013年、和紙、

岩絵具、水干、130x227.3cm、作家蔵 

図12:加藤良造《山水境》からの習

作、2014年、ジェッソ、カシューニ

ス、盛り上げ胡粉、92x183cm 

図13: 芸阿弥《観瀑図》、重要文化

財、1480年、紙本墨画淡彩、

30.8x106.9cm、根津美術館蔵 

図14: 芸阿弥《観瀑図》からの習作、

2014年、カシューニス、盛り上げ胡粉、

箔、 53x92cm 
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 それ故に、博士後期課程進学後は漆やニスなどの画材を駆使して初めて筆者に日

本美術への興味を抱かせたようなイメージを組み合わせ、本来目指していた方向に

戻るつもりだった。最終的には筆者ならではの風景画を描く予定で、そのための習

作として雪舟らの山水図を再現した。そして盛り上げ胡粉を何層も厚塗りして半立

体的に下図を築き上げた後にカシューニスで上に色を付けるといったような、自身

で考案した技法を適用した。日本の現代水墨画家の作品や自身で発案したイメージ

や構図に関しても、以上の技法で再現した(図9-14)。  

 本研究と制作を打ち切った理由は2つある。まず、博士後期課程の3年間という期

間内に、制作と同時進行させながら柴田是真の弟子たちについて十分な研究成果を

得るのは時間的に厳しいという判断を下さざるを得なかった。 

 二つ目の理由として、その研究と連動させて行う制作について、将来性を感じら

れなかったことが挙げられる。面白いことに、今までの筆者の作品のなかでは、そ

の疑似伝統的な作品が美術関係者以外の鑑賞者から最も好評価を受け、制作依頼も

多かった。 

 しかし筆者には、本シリーズをさらに深く掘り下げても、その先に続く道が見え

ないように思われた。筆者がオリジナルなイメージも生み出しても、博士課程の3年

間を通してより発展させられる見込みもなく、同じような風景画を作り続けるので

はないかと危惧した。筆者には重要だと思っていることを表現できるとは思えず、

制作自体は楽しめたが筆者の問題意識がその制作に関与しているとは感じられなか

った。 

 したがって、全く新しい研究・制作テーマを改めて選択するという判断を下すこ

とに何の躊躇もなかった。そこで、もともと筆者の生活全般に強迫性障害が大きく

影響していたことから着想し、また社会では一般的に精神疾患に対する理解が低い

ことを考慮し、自身にとって強迫性障害が理想的なテーマのように思われた。強迫

性障害に関連した美術制作は、自らと鑑賞者の双方に有意義な結果を生み出す可能

性があると考えたのである。 

 強迫性障害を取り扱うと決定してからの筆者の美術制作は、大まかに二つのグル

ープに分類できる。3-2では、強迫性障害からの影響を抑制する目的で描いた作品を

紹介する。ここでは強迫観念と強迫行為の症状が抑えられ、制作に支障をきたさな

いように考案された制作手法を説明する。3-3では、鑑賞者に強迫性障害の本質を伝

達するための制作とその手段をいくつか紹介する。ここでの作品は強迫性障害が主

題になる。 

 博士課程2年次の制作では強迫性障害に正面から取り組むようになり、制作上で美

的に優れた作品を生み出すよりは、さらに研究を促進させる作品を作ることがより

重要だと考えるようになった。 

 もちろん、現在に至るまで完成度が高く、美しい絵画を制作しようとしていた。

《カシュー色彩 I》（図15）は強迫性障害に取り組む以前の制作過程の一例である。

これらの作品の中にも即興性があり、抽象的なものが多数にあった。しかもカシュ

ーニスを画材として利用することにより、多少なりとも偶然性が制作プロセスに入

り込む。どのように変化するのかある程度は予想できるものの、制作が終わった時

点で、例えば一日後と比べたら見た目が大分変ったことも多々あった。ニスが重力

によってじわじわと滲んでゆき、厚く塗ったところが乾いたら縮むことによってニ

スの表面に皺が出てくるといった変化が自然と起こるのである。カシューニスとい

うのは細部にわたってコントロールできる素材ではない。この画材との闘いによ
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り、完成した作品に想定外の要素がたくさん生み出され、筆者がコントロールでき

る部分とできない部分の対立が生じ、それが筆者には魅力的に感じる。しかし、画

材がそのような驚くべき効果をもたらしたが、その一方で筆者はいつも完成度が高

く、視覚的に強烈な作品を目指していた。直感に任せ即興的に制作しても、構図や

色彩のバランスなどを考えた上で画材として使用しようと目論んだ。 

 但し、博士課程2年次における制作では筆者の強迫性障害を取り扱い、表現するこ

とに挑戦すると決めてから、より実験的で、よりコンセプトを中心とした制作手法

を考えなければならなかったのである。それ故に制作の優先順位も随分と変化し、

制作を通して強迫性障害を検証するのが目的になった。つまり、完成した作品自体

よりも、その作品の制作プロセスがより大切になったのである。 

 もちろん、視覚的に魅力的な作品を制作する欲望から自分を完全に切り離すこと

がなく、完成作品は、例えば構図的にも満足できるもののほうが良いと感じてい

る。ただ、そのようなことは以前よりも優先順位が低い問題となった。つまり「傑

作」を生み出す欲望を断念する必要があったのだ。 

 しかも、制作結果に対して、強迫性障害の本質やその疾患を患う体験を鑑賞者に

伝えるのが目的の一つになったため、視覚的に魅力を持つ作品よりも、コミュニケ

ーション力が強い作品を作ったほうが大切だと思うようになった。したがって、鑑

賞者に何もメッセージが伝わらなく、また研究を促進させないが非常に完成度が高

くて美しい作品を生み出すことがあれば、それは失敗作だと言わざるを得ない。 

 3-2で紹介する《A CLOSED DOOR》というシリーズが特にそうであるが、博士課程2

年次における新しいシリーズは全て以上のような考えを踏まえて制作しようとし

た。 

 

3-2 強迫性障害から解放された制作 

 第2章で説明したように、強迫性障害は制作に強烈な影響を与える。とりわけ、画

面上の形態がかたまっていき順調に進捗していると感じている場合において、その

成功状態が継続されるのを保障するために、強迫行為を行いたくなる衝動にかられ

る。強迫行為によって、失敗に終わってしまった絵も少なくはない（2-1-1参照）。 

 目の前に何も描かれていない空白の表面が広がっていたら、不安を感じず、とて

も自由に直感的に画材をつけることができる。これを例えると、直接缶からニスを

作品の表面に大きな動きで流す勇気がある。しかし、制作が進んでいくと共に、こ

れまでに描いたものを台無しにしないかと心配するようになってしまう。したがっ

て、自由に描く勇気が消えてゆき、制作方法が細かくて保守的になってしまい、強

迫行為を行う衝動が強まっていく。 
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 この現象をどのように回避できるか考えた際に、現在までの作品の中で最も強迫

性障害に影響されず、より自由に描くことができたと考えられる作品を検討する。

ひとつの絵を描いていく最中に、強迫性障害のために、本来作品が持つ筆触や色彩

の調和といった新鮮さが少しずつ損失さ

れていく。これを避けるためには、心配

する時間の猶予を与えないほど素早く、

且つ直感的に制作することが、強迫性障

害から解放されるための方法であると考

えた。 

 《カシュー色彩1》（図15）はこのよう

な素早い制作方法で一気に作りあげた。 

 本作は2013年の夏に完成した絵画作品

である。当時は木の幹を細部まで描写し

たシリーズを制作していた。このうちの

ひとつを描く途中で、作業の細かさが引

き金となりフラストレーションを感じ始

めた。既に白いジェッソが塗ってある正

方形のパネルが近くにあるのを見て、フ

ラストレーションを発散させるために、

それを手に取り乱暴に無計画で制作し始

めた。このパネルをアトリエの外の廊下まで引きずり、パネルの表面にシンナーを

大量にぶちまけた。それから画面中央部に水色の層ができるように、少量のカシュ

ーニスの「青」を垂らし、表面のシンナーと溶解させた。次に、透明なカシューの

「クリア」を薄めずに缶から直接流し、画面上の塊の形状をヘラで調整した。翌

日、そのカシューの塊の表面のみが乾いているうちに、塊の右上部分を起点に下方

に向かってヘラで引っ掻き、カシューの表面を破った。構図を決めてから制作に当

たった1日目は30分もかからず、翌日は60秒で制作が終了した。 

 《カシュー色彩1》は今現在に至るまで最も満足している作品である。半分はカシ

ューの滲みと重力に任せて、半分は素早く自由度の高い制作方法によって構図が生

み出された。強迫性障害で苦痛する時間はほぼないほど突発的に実行された制作だ

った。 

図15:《カシュー色彩1》、2013年、カシューニス、ジ

ェッソ、92x92cm 
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 《カシュー色彩 III》(図16)でも同様

のアプローチを試みたが、《カシュー色

彩 I》の制作時と近い気持ちで描くこと

ができ、このふたつの絵は過程としても

結果としても成功であると実感すること

ができた。筆者はこの２作品に使用した

制作手法を根底において新シリーズに取

り組むことにした。 

 筆者はこの新しいシリーズを《A 

CLOSED DOOR》と名付け、強迫性障害の

影響を打ち切ることを目的とし、できる

限り強迫行為が発生しない手法を適用さ

せた。前述の通り、その結果として完成

した絵画が視覚的に面白くならず、鑑賞

者を満足させる絵にならなかったとして

も、筆者には結果よりも、制作のプロセ

スの方が重要であった。傑作を生み出す

ことや完成度が高く見える作品を作ることは目的ではなく、唯一の意図は強迫性障

害が制作過程に与える影響を除去し、それによる結果を分析することに意義を見出

したのである。 

 図17は、本シリーズの出発点となった《A CLOSED DOOR I》である。 

 2015年に描いた作品で、新しいシリーズの一点目として、前述の《カシュー色彩

I》と《カシュー色彩 III》の制作アプロ

ーチをできる限り忠実に再現しようとし

ていた。制作の第一歩は背景を用意する

ということで、直接パネルの左上にジェ

ッソを少し塗り、それから「赤」と

「緑」のカシューを木目に揉み込んだ。

ジェッソもカシューもその瞬間の気分通

りに描き、構図は無計画に直感に任せて

決めた。 

 背景の層が乾いたら、その上に「紅

溜」のカシューを何層も重ねた。最初は

まんべんなく「紅溜」の薄い層を重ね

て、それによって鏡のように平らでよく

反射する表面を築き上げようと思った

が、描く途中で気持ちが変わり、さらに

荒く、さらに激しく身体を動かすように

描きたくなった。 

 しかし、このような自由な描法を用いたにもかかわらず、強迫性障害による苦痛

を感じたこともあった。「紅溜」の層を塗っている最中、強迫行為を行う衝動にから

れ、構図に対する各瞬間の選択はその強迫行為と関連して生じる不安からの影響を

受けた。作品の表面が見えるなら、その作品が上手く進んでいるように感じられ

る。そしてそう感じると、その絵を台無しにしないかと心配するようになってしま

図16:《カシュー色彩3》、2013年、カシューニス、ジェ

ッソ、 92x92cm 

 

図17:《A CLOSED DOOR I》、2015年、カシューニス、

ジェッソ、 92x92cm 
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う。次にそのことを予防するため強迫性行為を行いたくなる欲求が起こるのを認識

した。これにより構図の決定判断に支障をきたす恐れがあった。 

 《A CLOSED DOOR II》(図18)では、制作

途中でもし強迫観念や強迫行為を行う衝動

を感じたら、目を閉じることにした。そし

て、その強迫性障害的な意識が落ち着くま

で、目を閉じたままで制作し続けるという

アプローチを試みた。このアイデアは、作

品の表面を見ないことにより、既に描いた

エリアを台無しにしたくないという気持ち

の抑制を意図したものである。 

 しかし、このアプローチでは通常時と異

なる情況で強迫性障害を認知するため、制

作に想定外の人為性を導入する結果となっ

た。強迫性障害への対策方法を試みるため

に強迫観念が起こることを望んだが、これ

がかえって筆者の強迫性障害の症状が普段

通りに起こることを妨げた。強迫性障害は

望んで起こせるものではないのである。 

 さらに、実際に強迫観念の症状が起こりアプローチ通りに目を閉じた場合におい

ても、最初の意図通りに完全にランダムに描くことはできなかった。目を閉じる直

前まで画面が見えるため、構図を改善するには次にどのような筆さばきを行うか、

自分の中では既に決まっていたのである。目を閉じたままでも作品に対する空間認

識が残っていたために、手を加えるべき箇所の大部分を描くことができた。 

 以上の理由から、結果的にもこの作品は失敗であると判断する。強迫性障害から

の解放または強迫性障害に影響されていない作品とは結論付けることができないこ

とがわかった。むしろ、このアプローチによって強迫性障害がより鋭く認識され、

ただ単に筆者の強迫性障害の体験方法が変わったものという感覚が自分の中では強

かったことを体感した。作品の画面上の完成度を優先したわけではないが、強迫性

障害を主題としていない他の作品と比較すると、《A CLOSED DOOR II》は単にコント

ロールができていない失敗作のように見える。   

 本シリーズの２作品について考えた時、成功とはあまり言い難い。本来のアイデ

アにおいては、描くことにより強迫性障害がどのように制作に影響を与えるかを検

討し、その影響をできる限り抑制することによってできる作品はどのようなものか

を試みるという意図があったが、結果はあまり満足のいくものではなかった。 

 本シリーズで使用したアプローチを用いても前シリーズとは十分に変化のみられ

る作品にはならず、その上鑑賞者に強迫性障害について何も伝達しているとも思わ

れず、新しい価値を生み出しているとは言い難い。さらに、前述の通り強迫性障害

への対策を練ることにより、むしろ強迫観念が起こるように自ら働きかけたため、

筆者自身に対してもセラピーとしての価値ももたらさなかった。 

 

3-3 強迫性障害を表現する制作 

 筆者はまた、自身の強迫性障害とそれを患いながらの生活を直接的に絵に反映さ

せることで、鑑賞者に強迫性障害の本質を伝達するように考えたシリーズにも取り

図18:《A CLOSED DOOR II》、2015年、カシューニス,

ジェッソ、 92x92cm 
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組んだ。 

 

3-3-1《浄化》のシリーズ 

 第2章では、肉体的な汚れと特に精神的な汚れへの恐怖について、そしてその恐怖

が筆者にとって強烈な強迫観念の一つになっていることを述べた。自分が好まない

人を見たり触ったりすると、その人の汚点を自分が吸収し、その人と同じような人

間になってしまうという強い恐怖を抱く。その予防として、例えば前章で説明した

儀式的な呼吸法などの強迫行為を行う必要性を感じる。 

 制作ではその魔術的な予防、つまり強迫行為を塩で描写しようとしている。塩は

世界中で昔から食材の腐敗を防ぐといった物理的な保存にも、宗教上の文脈で悪を

追い払うための精神的浄化にも使用されてきた。したがって、自らの不安を払拭す

るために行う強迫行為を表現することに当たり完璧な素材であると考えた。文化を

越えて、誰でも塩の宗教的意味を理解することができる。塩は仏教や神道の儀式に

使用され、キリスト教やイスラム教においても浄化の役割を果たす物質の意味合い

を持つ19。しかしながら、その神秘的な側面を抱くと同時に、塩はとても日常的な物

質である。現在の我々の生活においては安価で何ら変哲のないものであり、毎日食

卓で見ても、特別に何か感情を抱くようなものではない。同様に、強迫行為も宗教

的、魔術的な要素を持つと同時に、強迫性障害の患者は日々その症状を経験し、日

常生活に支障をきたしている。以上の点を考慮すると、強迫行為を表現するために

は塩が最適な物質であると考えた。 

 《浄化》のシリーズでは、カシューニスを用いて、奇妙な質感を持ち、厚塗り後

に乾かすと生理的に気持ち悪さを感じさせるような形状の皺を生み出した。カシュ

ーニスを使用することで、強迫性障害によって抱く不安や恐怖感や嫌悪感を表現し

ようと試みたのである。そして強迫性障害患者が行う強迫行為は塩を用い、患者の

不安を追い払うことを表現したのである。 

 しかし、その強迫行為を行うことの徒労感を表すことが最も大切なポイントであ

るため、このシリーズでは塩がカシューニスに圧倒されている様子を見せようとし

た。強迫行為を行えば行うほど、強迫性障害によって引き起こされる心配が実際の

問題であるとさらに確信するようになり、それにより強迫観念による苦痛が増幅さ

れ、以前にも増して強迫行為を行わなければならないと強く感じてしまう。強迫行

為は強迫観念による不安をコントロールする方法として発生するが、最終的には失

敗に終わる。強迫行為を行うと一般的には不安のレベルが高まる。同様に、不愉快

な考えも抑制しようと努力すればするほど、その不愉快な考えはより繰り返され

る。したがって、塩がカシューニスの皺を完全に阻むことはできない。 

                         
19 M.Kurlansky, Salt: A World History, Penguin Books, 2003年 
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 《浄化 I》（図19）と《浄化 II》（図20）では、強迫観念と強迫行為を以上のよう

に表現した。《浄化 I》では、病的な嫌悪感の波が広がり、この海の中でデリケート

な触角の二本がお互いへ手探りを探す。この「不安の海」を透明のカシュー「クリ

ア」と胡粉で描いた。厚い層になるようにカシューニスを直接缶から注ぎ出し、こ 

 

れが乾く前に塩で触角を盛り上げた。その上にカシューニスを弾く性質を持つ膠を

大量にかけて、塩を定着させた。カシューニスが塗られている部分は乾いていくと

ともに縮み、皺を形成する。そこへ胡粉に少量の黄色の水干を混ぜて作った淡い黄

色を薄く塗った。こうして、永遠に広がる「不安の海」の中に、もうすぐ海底に沈

み消ゆくような二本の触角が互いの方向へ揺れているように見える作品を制作しよ

うとした。 

 2-1-1で紹介した《浄化 II》でも再び「不安の海」に抵抗するための塩を盛り上

げたが、この塩山の麓が既にカシューニスの海に沈み、浸食されている。このよう

に、《浄化 I》と《浄化 II》では、疑似魔術的で儀式的な強迫行為によって強迫観念

に抵抗する戦いと、その徒労感を表現することを試みた。 

 本シリーズのコンセプトを発展させるために、以降の絵では制作中にカメラの前

で自身の強迫行為を再現し、儀式を踏まえて制作することにした。したがって、《浄

化 III》と《浄化 IV》の制作にはパフォーマンス的要素が加わっている。この2作で

は強迫性障害の反応を起こすために、嫌いな人物と接するという刺激を選択した。

《浄化 III》では、最初に92 x 92 cmのパネルを作って、5秒おきに写真を撮影する

ようにカメラを用意した。制作の終わりに、その写真をまとめてビデオにした。 

 以前に収集したイギリスと日本の新聞から、特にデービッド・キャメロンや安倍

晋三といった右翼政治家や、筆者に嫌悪感を抱かせるその他の権力者や著名人な

ど、激しく憎む人物についての記事や写真を探した。次に、その写真と記事を切り

抜き、それぞれの顔が必ず少しだけでも見えるよう、パネル上の3分の2にそれらを

重ねて膠で接着した。2-1-3で論じたように、筆者が彼らのように変身することを避

けるために強迫行為をもよおすほど気持ち悪く感じられた。 

 次に、上3分の2に貼り付けた資料と空いている下3分の1のエリアを分離させる薄

い壁を塩で築き上げた。今回も膠でその塩を接着した。この壁は浄化を象徴する境

図19:《浄化 I》、2015年、カシューニス、塩、膠、

水干、 92x92cm 
図20:《浄化 II》、2015年、カシューニス、塩、

膠、ジェッソ、92x92cm 
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界線である。筆者の脳内に存在している強迫観念の内面世界を表す上部と、それ以

外の物事全てを離す障壁なのだ。この境界を強調するために、塩の壁までに至る額

縁を上3分の2のみに取り付けた。この額縁で閉じられたエリア内にはランダムにア

レンジされた強迫観念を象徴するような写真や記事が大混乱している群衆ととして

表わされ、圧迫感を創出している。これは筆者の脳内で起こる強迫観念からの圧力

を表現しようとしたのだ。強迫観念の勃発時に全てを圧倒するその不安のプレッシ

ャーは、その他の思考回路を全て遮断する。 

 次に強迫行為を表現するパフォーマンスの実行に移った。写真の人物を一人一人

見てゆき、2-1-3で説明する呼吸の強迫行為を行った。とある一枚の写真でその呼吸

の強迫行為を遂行した後、カシュー「透」とカシュー「朱」の混ぜたものをその写

真の人物が見えなくなるまで上から注ぎ、際立って毒性を持つように見えるよう表

現した。強迫行為と強迫観念による不安が（一時的に）消し去られるのと同じよう

に、カシューニスはその写真の人物を消し去った。 

 このパフォーマンスで行う強迫行為は単なる再現ではないことを説明したい。制

作過程の初期段階は精神的に落ち着いているため、強迫行為を早めに遂行すること

ができた最初の写真数枚からもわかる。しかし制作が進むと共に、不安と強迫行為

の循環に巻き込まれていくようになり、強迫行為の実行はより厳密に行わなければ

ならないと感じるようになった。パフォーマンスのための再現として始まったもの

が、本格的な強迫行動にまで発展した。そのため最後の写真数枚では、その人物の

特徴が吸収されないよう、正しく呼吸の強迫行為を完了したと感じるまでにとても

長くかかった。これにより強迫性障害は自然に強化されることが明白となった。皮

肉なことに、不安を抑えるために強迫行為を行えば行うほど結果的には不安が強ま

り、患者はさらに自らの強迫行為は正しいと信じ込むようになった。 

 強迫行為はより多くの強迫行為をもたらす。それはこの作品の一部である動画で

観察することができる。制作の継続と共に、強迫行為を完了させるまでにますます

激しい努力が必要になる。例えばある写真では、儀式の再現がなぜか正しく遂行さ

れていないように感じたために呼吸の強迫行為を繰り返している。制作過程を計画

通りに続けていくと同時に不安が強まり、呼吸の強迫行為を行う長さと複雑さが増

していることを確認できる。 

 写真の全てがカシューニスによって塗りつぶされ、儀式的な呼吸強迫行為が完了

したところで、アトリエの床に同じ大きさの空白のパネルを配置し、その上に描い

たパネルをフックで縦に吊った。それにより画面に塗布したばかりの生乾きのカシ

ューニスが下方へ垂れ流され、塩の障壁にまで浸透し、さらには乗り越えて、あら

かじめ床に置いてあったもう一枚のパネルに垂れ落ちて溜まった。そして手を守る

ためにはめていたゴム手袋を脱ぎ、床のパネルに溜まっているカシューニスが乾い

たところでその手袋も画面に定着させた。《浄化 I》と《浄化 II》と同じように、強

迫行為を行うことにより不安と嫌悪感（すなわち、強迫観念）を払拭するのが最終

的に不可能であるということを表現するために、浄化を意味する塩の障壁がカシュ

ーニスの流れを食い止められていない点が象徴的であり重要である。既に説明した

ように、強迫行為を行うほどにより不安が強まるため、不安をコントロールする方

法として強迫性障害から引き起こされる行動は役に立たない。むしろ不安は溢れ、

混乱や恐怖や羞恥心が残る。《浄化 III》の横長（床）のパネルに垂れこぼれたカシ

ューニスのかたまりでこのような精神状況を表現しようとした。 

 勇気の要ることではあるが、強迫観念と不安を処理することのできる唯一の効果
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的なアプローチは、何もせずに強迫行為を行わないようにすることである。そうし

なければ強迫観念が制御不能までに湧き出て、患者が意識内で築き上げようとする

防護壁を崩壊させる。 

 《浄化 III》は縦に吊るパネル（図21）と制作した時と真下に置いたパネル(図

22)である。隣に設置したモニターには、制作中に行った儀式を見せるため、20分の

動画になるように5秒おきに撮った写真の速度を上げて連続的に映し出した(図23）。 

 

 

 

 この制作アプローチは大部分が成功したと感じられ、本シリーズ以前の作品より

も興味深いように思われる。儀式の記録写真を添えることでさらに作品の意味が深

まると同時に、強迫性障害による強迫行為は外部からはどのように見えるかを示す

資料にもなった。患者は強迫行為を秘密にする傾向にあるため、それが可視化され

図22:《浄化 III(床パネル)》、2015年、カシューニ

ス、ゴム手袋、92x92cm 

図23:《浄化 III》、(動画からのそれぞれなコマ)、2015年 

図21:《浄化 III(縦パネル)》、2015年、カシュ

ーニス、塩、膠、新聞紙、92x92cm 
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たのは珍しいケースである。筆者にとっても強迫行為を行っている自分自身の姿を

見るのは初めてであった。これまで数えきれないほどの強迫行為を行ってきたが、

外部からの視点で強迫行為を行う自分自身を見るのは新しい体験であった。 

 ただし、本物のビデオではなく持続的に映す写真を使用したことがこの作品の弱

点だと考える。強迫行為を行うシーンの特定はできるが、5秒の時差があるためにそ

の強迫行為の性質を明確に定めることが難しく、不注意な鑑賞者であれば強迫行為

自体を見落とすこともあり得る。 

 これを受けて、《浄化 IV》では《浄化 III》からの儀式的なパフォーマンスを同様

に繰り返すが、ここからは写真ではなく本物のビデオを使用した。そして動画の再

生時間を短縮させ、鑑賞者が儀式的な行動をさらに特定しやすくなるように、《浄化

III》で使用したアプローチをある程度単純化する事にした。 

 まずは92 x 92 cm のパネルを一枚作り、注ぎ込んだカシューニス全てを表面に留

めるためにそのパネルを額縁で囲んだ。右翼政治家やネオナチの殺人者といった筆

者にひどく嫌悪感を与える人物の写真を再び新聞から切り落とし、撮影と制作に移

った。最初にカシューニスの「透」という半透明の焦げ茶色の500グラムの缶を2本

注ぎ、ヘラを用いながら絵の表面を少し広げた。 

 次は、ある写真をカメラの前に掲げて、その人物が誰であるかを発表した。写真

を見ながら自分を守るための呼吸強迫行為を行い、その写真をカシューニスの池に

落とした。次に金属のボウルから塩を一握り手に取り、その写真の上に置いた。こ

の行動は《浄化 III》と同じように強迫観念を制圧するために使う強迫行為を象徴

しており、強迫性障害患者の筆者の立場からすれば、その写真の人物が持つ邪悪な

要素を払拭する役割を果たした。各写真の人物は完全に塩で埋め、消し去った。 

 全ての写真に処理を行った後、アトリエを出た。その間にカメラを回し、カシュー

ニスがゆっくりと広がってゆき、塩がそこで少しずつ沈みニスを吸収する様子を捉

えた。 

 カシューニスに沈んだ塩は半透明な茶色となりそこで定着したが、その層の上に

盛り上がった塩は白く残った。カシューニスが乾いたところでパネルを縦に置き、

その定着していない塩を落とすことにより、写真の人物が再び見えるようにした。

これは不安と強迫観念から患者を守る方法として、強迫行為は通用しないという事

実を再び露わにするものとして重要である。恐怖を感じる人物を見た際に強迫行為

を行うことは、決してその恐怖が永久に消えることではない。一般に感じる不安と

相まって強迫行為に効果があるとより信じるようになるため、毎回その人物を見る

度に強迫行為を行う衝動に駆られ、強迫行為を続けることによりその長さと複雑さ

を増す結果となるのである。強迫行為がもたらす保護と浄化の感覚は短期間で消失

するので、強迫行為は効果がないものと結論づけられる。 
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 動画に見えるように、当初は画面上に定着していない状態で残った白い塩は色の

暗いニスを背景にして目立ち、視覚的に美しいコントラストになったが、その塩が

落ちると絵の視覚的魅力が少し失われたように感じた。しかしながら、象徴として

は力があるように思われる。強迫行為が浄化させる力は必ず消失し不安が勝るのと

同じように、絵の表面から美しい白い塩

が消える。この作品の完成形態として

は、少し醜さと単調さが感じられる茶色

い表面が最適だったのだと納得してい

る。強迫観念と強迫行為を毎日経験する

のは悲惨な事実だが、同時に何度も繰り

返されるため非常に退屈にも感じる。強

迫性障害は美しく、魅力的といえるもの

ではない。むしろ、ひどい倦怠感を常に

もたらすのである。 

 展示の際は、この作品は壁に掛けるパ

ネル(図24)と、その儀式的な制作過程を

見せる18分の動画（図25）をパネルの隣

に設置したモニターに映し出す構成にし

た。 

 

 

 

 

 

《浄化》シリーズのまとめ 

 博士課程２年次の作品の中では、《浄化》のシリーズがより成功しているように感

じられる。強迫行為の浄化させる機能を塩で、強迫観念の粘着質な性質をカシュー

ニスで表現するといった、象徴的に画材を用いるアプローチを採用することでさら

に興味深い作品を制作することができた。 

 とりわけ、このシリーズが進展し、絵画制作の上で自身の強迫行為を自ら演じる

(引き起こす)ことでさらに象徴性を促したため、作品の複雑さと意味を深めるパフ

図24:《浄化 IV》、2015年、カシューニス、塩、新聞

紙、92x92cm 

図25:《浄化 IV》、(動画からのそれぞれなコマ)、2015年 
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ォーマンス的な要素を加えることができた。そして、まだある程度視覚的にも面白

さがある作品であるのと同時に、鑑賞者に強迫観念と強迫行為はどのようなもので

あるかを少しでも伝達する作品ができたと思いたい。 

 その一方では、本シリーズは少し気取った感じで、即興性や直感力に欠けると言

えるだろう。制作コンセプトを既に知っている鑑賞者であれば、絵を描きながら

度々儀式的な呼吸を行っている人物が映された動画を面白く感じられるかもしれな

いが、制作コンセプトを知らされてない鑑賞者にとっては、冗長で困惑するものな

のではないかと懸念する。 

 同様に、特に《浄化 III》と《浄化 IV》については、絵画自体の強さや直感的な

魅力に欠けているかもしれない。 

 今後は作品のコンセプトを重視したある程度学問的なアプローチと、そのコンセ

プトを知らない鑑賞者にとっても少なくとも視覚的に面白く、理想的には感動させ

る作品を生み出すためのアプローチの両者のバランスを取るべきであると考える。 

 

3-3-2《LOOP》のシリーズ 

 既に説明したように、強迫性障害の経験は循環することが特徴となっている。最

初に不安が発生する思考（すなわち、強迫観念）の循環があり、次にその不安を抑

える方法として行う儀式的な行動（すなわち、強迫行為）の循環である。 

 科学的には、強迫性障害とは脳内のループにより引き起こされる疾患であること

が知られている。強迫性障害患者の場合、大脳基底核から始まり前頭葉と帯状回を

通り再び大脳基底核に戻ってゆく回路の活動が、健常者と比較し亢進しているとい

われる20。このように脳の中にある仕組みが亢進した状態で働く事によって、心の中

に強迫観念と強迫行為の循環が発生するのである。 

 このように、強迫性障害は循環と密接に結びついていており、強迫性障害が起こ

る身体的な原因とその症状も循環のイメージをもって表現できると考えた。 

 その発想が《LOOP》シリーズの元になった。このシリーズでは、最初に絵を一枚

制作してから、筆者が肉体的な汚れを恐ろしく感じるという強迫観念（2-1-2参照）

と関連し、その絵の表面上で最も筆者に嫌悪や不潔さを感じさせる小さいエリアを

選ぶ。そのエリアをカメラで撮影し、その写真を拡大させたイメージの元にシリー

ズの2点目を描く。次に、その2点目からも、また最も嫌悪感を抱かせるエリアを選

んだ後に拡大し、そのイメージに基づいてシリーズの3点目を描く、という流れで制

作を続けた。 

 シリーズの作品の1点目では、筆者は強迫性障害をはっきり擬人化して想像する時

のイメージを92 x 92 cm の正方形のパネルで描いた。そのイメージは脳の中に潜ん

でいる粘着質の邪悪な存在というもので、それを胡粉と皺を形成したカシューニス

の厚い層で盛り上げた。完成した作品は、不潔な何かに侵入されている脳細胞のよ

うに見える(図26)。 

 初めてこの絵を展示した時、陳腐なほどニューロンのイメージに類似し過ぎであ

ると批判されたが、筆者自身もこの批判に同感する。しかしながら、本作品のモチ

ーフとして、「攻撃を受ける脳細胞」というイメージを抱いたのである。ニューロン

のイメージは確かに強迫性障害という主題と関係があり、テーマとしては適切なも

                         
20 J.Schwartz, M.Jeffrey & S.Begley, The Mind & The Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental 
Force, HarperCollins, 2003年, pp.54-95 
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のであるだけに、とりわけ新しいシリーズの出発点になるこの一点が陳腐に見える

のは避けるべきことであった。既に借用され尽くされ目信しさに欠くニューロンの

形状ではなく、脳細胞、または脳全体を暗示する新しいイメージを練り上げること

ができなかったのは残念である。 

 この絵はほとんど奥行きがない赤い背景と、黒と琥珀色の前景という二層のみで

描かれているように見え、深みがなく、視覚的な力が欠乏している。構図により鑑

賞者の視点は中央部の丸い部分に集中するが、それが作品を最も視覚的に乏しく

し、魅力に欠けるものにしている。 

 美学的観点から考察した時、この作品は失敗であると思われる。描き直すとすれ

ば、特に背景の赤にはより深みを加えたい。 

 そのような反省はあったが、元からシリーズとして発展させる予定であったた

め、計画通りに《LOOP II》の制作に進んだ。《LOOP I》の写真を撮ってから、最も

嫌悪感を抱かせる箇所を特定し、そのエリアを拡大・トリミングして（図27）、完成

したイメージをシリーズの次の作品のモチーフにした。その第2作は《LOOP I》と同

じ画材を用い、再び92 x 92cm の正方形のパネルで描いた。完成した《LOOP II》

(図28)からは同じプロセスに基づき、同様に小さいエリア(図29)が《LOOP III》(図

30)の元として選ばれた。博士2年目の間は《LOOP III》までのみ制作が進んだが、

博士3年目には《LOOP IV》(図32)と《LOOP V》（図34）まで進捗した。 
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図26:《LOOP I》、2015年、カシューニ

ス、胡粉、92x92cm (図27のエリアは緑

でハイライトしている) 

図27: 《LOOPI》か

ら選択し、

《LOOPII》で拡大し

たエリア 

図28:《LOOP II》、2015年、カシューニ

ス、胡粉、92x92cm (図29のエリアは緑

でハイライトしている) 

図29: 《LOOPII》

から選択し、

《LOOPIII》で拡大

したエリア 

図30:《LOOP III》、2015年、カシューニ

ス、胡粉、漆喰、92x92cm (図31のエリ

アは緑でハイライトしている) 

図31: 《LOOPIII》

から選択し、

《LOOPIV》で拡大し

たエリア 

 

図33: 《LOOPIV》か

ら選択し、《LOOPV》

で拡大したエリア 

 図32:《LOOP IV》、2015年、カシューニ

ス、胡粉、漆喰、92x92cm (図33のエリ

アは緑でハイライトしている) 

図34:《LOOP V》、2016年、カシューニ

ス、胡粉、漆喰、92x92cm 
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《LOOP》シリーズのまとめ 

 同じアプローチを繰り返す制作方法により、筆者にとって最も不愉快なエリアを

選び続けることで嫌悪感を濃縮し、強化させ、強迫性障害のループ的な本質と、強

迫性障害患者の生活体験について伝えるために有意義な何かを引き出して表現する

ねらいがあった。肉体と精神の汚染を心配する強迫観念を抱く（2-1-2、2-1-3）強

迫性障害患者が経験し、激しい嫌悪感と苦痛を与えるという目的であった。 

 このシリーズを続けるかどうかはまだ決めていない。本シリーズへの反応のほと

んどは好意的であるが、制作アプローチに対して疑問を抱いている。 

 単に知力の行使のみに注目した場合には、このシリーズのコンセプトにはほぼ満

足している。最初の一枚から無限に縮小されてゆくエリアに永遠にズームインする

と同時に、イメージが変化し、進化する。その特徴は頭の中で繰り返されると同時

に、形式と内容が少しずつ変わりゆく強迫観念と強迫行為に一致する。 

 しかし、嫌悪感を与えることも目的とするのであれば、このシリーズは失敗であ

るとも判断できる。シリーズの作品を振り返ってみると、あまり嫌悪を感じない。

これは画材が原因である可能性もある。筆者にとってカシューニスは視覚的に魅力

があるが、異なる画材を用いるとさらに効果的であったかもしれない。 

 さらに本シリーズの制作に当たり、自身の規則を破りたくないという点について

再考したい。例えば無数の小さな穴といった要素を使うことで簡単に見る人を気持

ち悪く感じさせられるが、シリーズの1点前の絵から選んだ小さいエリアにその要素

がなければ、無数の小さな穴を使用することでさらに効果的な作品になるとわかっ

ていても、それを絵に加えるのはルール違反のように感じられる。 

 そのため《LOOP》シリーズはアイデアとしては満足に感じるが、このシリーズの

大事な目的である強迫性障害によって頻繁に引き起こされる激しい嫌悪感が鑑賞者

に伝わらない限り、本シリーズは失敗であるという判断は避け難い。 

 

3-4 ゲームに基づく作品 

 筆者はまた、ゲームを利用した動画で強迫性障害に取り組むシリーズを制作し

た。 

 筆者は子供のころからゲームが好きで、ストレスを処理する現実逃避の手段とし

て使っていた。日常生活と比べ、ゲームで遊ぶ間は強迫性障害で苦痛することはあ

まりない。不安から逃れ、時間を楽しく過ごす方法の一つとして、今現在も筆者の

生活において大切な役割を果たしている。 

 しかしながら、最もストレスを感じている時はゲームの世界の中までも強迫性障

害に追い込まれ、ゲームで遊んでいる最中でも強迫行為を行わなければならないよ

うに感じることもある。例えば、バーチャル上で操作しているキャラクターの体の

右側が壁に接すると、体の左側も壁の同じところに同じく接するように操作しなけ

ればならないように感じた。これは明らかに2-1-1で説明したシンメトリーの強迫観

念と関連している。そのような強迫行為と強迫性障害の諸経験をゲームに基づいた

動画で再現しようとした。 

 ゲーム上のキャラクターが強迫性障害にかかっているかのように操作すること

で、デジタル世界でそのキャラクターが筆者の代理となる。ゲームのストーリー設

定上、そのキャラクターにはデザイナーによって性格や人間関係など人物設定がな

されている。しかし、精神疾患者によって操作されると、キャラクターもその精神



39 

 

疾患にかかっているかのようになる。筆者の場合も、キャラクターを操作しながら

強迫行為を行うため、そのキャラクターも筆者の強迫性障害を吸収し同様な精神疾

患にかかるようになる。本来であれば英雄である設定のキャラクターであるため、

悲哀が感じられる。例えば、精神疾患にかかっている任天堂のスーパーマリオをあ

えて想像したがる人はほとんどいないだろう。常に余裕があり笑顔で陽気にヒロイ

ンのピーチ姫を救いに行くマリオが、同じ壁を同じ方法で100回以上も触れなければ

ならない強迫行為のために任務を遂行できなくなったとすれば、それはそれで面白

い。ゲーム本来のストーリーと自分が操作した際の雰囲気の間にできる、激しい落

差に惹きつけられる。 

 強迫性障害もゲームも、意味を持たない規則で築き上げられた仮想世界だと言え

るのではないだろうか。このアイデアを踏まえ、制作に誰もが知る人気ゲームのキ

ャラクターを使用すれば、特に筆者と同世代の鑑賞者誰もが向き合い、強迫性障害

の性質を分かりやすく伝達できるのではないかと予想した。あるゲームのデザイナ

ーによって決められた遊び方や仕組みを無視し、そのゲームの中で無意味な強迫行

為を行えば、鑑賞者に不安と違和感をもたらすと考えたのだ。 

 したがって、この発想を切り口に以下の作品を制作した。 

 

3-4-1 《ゾンビ》のシリーズ 

 筆者の中では最も印象深く、重要なゲームシリーズはカプコンによって製作され

た「バイオハザード」（日本以外の地域では「レジデント・イーヴル(Resident 
Evil)」と呼ばれる）である。「バイオハザード1」、「バイオハザード2」、そして「バ

イオハザード3」は、それぞれ自分が10歳（1996年）、12歳(1998年)、13歳（1999

年）の頃に発売されたゲームとして、とても感化されやすい年頃に遊んでいた。当

時既にホラーや不気味なものへの関心が高かった自分にとっては非常に魅力的に映

り、ゲームの血腥い内容を話すことが友人との共通の経験になった。そして純粋に

上手く作られた娯楽としても、筆者の子供時代と青年期初期にとても影響を与えた

ものだった。 

 しかし「バイオハザード」は、筆者の強迫性障害が強まり、その疾患によって最

も苦痛が激しかった頃と同時期に登場した。強迫性障害は多く青年期初期に現れる
21。 

 そのため、そのゲームにまつわる幸せな思い出が、ゲームの中で強迫行為を行う

強い衝動を経験する暗い記憶と混ざり合っている。特に「バイオハザード3」で遊ん

でいた時、心配事が起こらないようにするために、冗長な強迫行為を行わなければ

ならないように信じた思い出がある。その心配事というのは、例えば難しい部分を

クリアできないなどゲームに関連する場合もあり、例えば試験に落ちるといったゲ

ームとは関係のないこともあった。 

 2-1-1で説明したシンメトリーに関する強迫観念と強迫行為により、「バイオハザ

ード3」の主人公のジル・バレンタインの体の右側が壁に接した時に、その壁の同じ

部分に体の左側で接するように操作しなければならないように感じた。 

 そして2-1-1で説明したように、強迫性障害の症状が非常に強く出ると、体の他の

部分、例えば頭、足、胴体などに至るまでそのシンメトリーの強迫行為を行わなけ

ればならないように感じた。それと同様に、ゲームにおいてもキャラクターの右側

と左側だけではなく、時には前面や背中でも物体の同じ部分に接しなければならな

                         
21『DSM-5』、p.237 
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いように感じた。そして、現実での強迫行為と同様に、強迫行為を正しく遂行でき

たかの確認はただ自分が「正しい」と感じるかどうかという曖昧な感覚によるもの

だった。ある時点で、強迫行為が正しく完了できたように感じるのである（1-3参

照）。強迫行為を終えてよいと感じるまでにはとても長い時間がかかる場合もあり、

ゾンビに囲まれた大破局の世界の中でも、主人公のジルは長時間に渡り右と左に回

転し、壁の同じ部分に何度も触れる。 

 筆者の少年期に大きな影響を与えたことや、強迫性障害の記憶と密接に関係して

いることから、「バイオハザード3」をゲームに基づいたシリーズの第一作目の題材

にすることに決定した。タイトルは《ゾンビ》である。 

 このシリーズは当初隣り合う二台一組のモニターに映し出された。 

 《ゾンビ1》(図35)では、「バイオハザード」の第一幕を強迫行為を行いながらプ

レーし、画面を録画した。通常は強迫行為を抑えるために努力するが、この時は作

品のために既に行う必要性を感じなくなっていたシンメトリーに関連する強迫行為

を、衝動に従って故意に遂行するようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図35:《ゾンビ1》からのそれぞれのコマ、2015年 
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 そのゲームのセーブルーム(キャラクターが攻撃されないエリア)を出発するとこ

ろから開始し、ゲームの世界（ラクーンシティ）の様々なエリアを、強迫行為を行

いながら通過した。その後また強迫行為を行いながら開始地点に戻った。この開始

地点と終了地点が同じ、動画を繰り返すことにより、最終的に完成した動画は無限

ループとなる。キャラクターがセーブルームを出て、不合理な強迫行為を行い、セ

ーブルームに戻り、再び出て、同様な強迫行為を行う、という事が永遠に続く。3-

3-2で説明したように、ループを永遠に繰り返すという撥ね付け難い思考と、繰り返

される儀式的な行動が強迫性障害の特徴である。したがって、この動画では全く同

じ地点が開始と終了の場となっているのが象徴的な意味を持つ。強迫行為は何も成

果をもたらさず、何かを進歩させるという事もない。循環が続くのみである。 

 強迫的な行動を分かりやすく簡潔にまとまるために、動画の再生速度を二倍にし

た。これにより強迫行為がより目立ち、より理不尽に見えるようになった。元の映

像は再生に2時間かかり、そもそも鑑賞者が最後まで見るのは非現実的だったことも

再生速度を上げた理由である。 

 前述の通り、ゲームのプレーヤー（すなわち、筆者自身）が精神疾患を患ってお

り、そしてゲームの世界でその症状を発症すれば、操作しているキャラクター（ジ

ル・バレンタイン）も精神疾患者になる。 ただし、ゲームの設定としては、そのキ

ャラクターはあるストーリーの中で定まった目的とモチベーションを抱いている人

物だ。本来の遊び方であれば、「バイオハザード3」のストーリーは必死に時間との

闘いとなっている。恐ろしい怪物がジルを狩ろうとするのと同時に、ジルはゾンビ

で溢れかえった都市を脱出しようと試みる。最終的には都市に核兵器が落とされ、

ジルは辛うじて逃げ出すというシナリオになっている。 

 そこで強く感じる部分は、ジルは筆者の操作により不必要に壁に擦り寄り続けて

いたため、逃避に向かって前進することができない点である。本来活躍を遂げるは

ずのキャラクターは破滅的な世界からの逃避もかなわず、無意味にもぞもぞ動く狂

人と成り果ててしまった。彼女の行動はその終末の世界に蔓延るゾンビたちとなん

ら変わりない。 
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 《ゾンビ2》（図36）では「バイ

オハザード3」を使用し、強迫性障

害をさらに比喩的に表現しようと

試みた。 

 ここでも《ゾンビ1》と同じセー

ブルームを出発点にし、2時間半に

及びその部屋でただぐるぐると走

り回るように操作した。 

 これは非常に不合理的、無意味

な繰り返しである。進歩も成果も

ない。強迫性障害のメタファーと

してはこれが最適であるように思

われる。《ゾンビ1》と同じよう

に、ゲームの世界で筆者の代理で

あるジルも強迫性障害患者とな

る。廃墟と化した都市から早く逃

走すべきところを、プレーヤーの

操作のよって正気を失い、ひとつ

の部屋を脱け出すこともできずに

同じ場所をぐるぐると走り回る。 

 彼女が走り回っている部屋に敵

が入ることはできず、絶対に攻撃

を受けることのない安全なスペー

スであるからこそ、メタファーと

して倍の効果がある。ジルは外の

世界の脅威から完全に隔たれた安

全なスペース内を、無意味な強迫行為を行いぐるぐると回り続けているが、それに

よって物事が進むことはない。本当の進歩に踏み出すためには、強迫的な行動を止

め、安全なスペースを出るしかない。これと同じく、予想のつかない現実を怖がっ

ている強迫性障害患者は、安全を感じたいがために無意味な行動を繰り返す。しか

し、実際にはそれが自滅的な行動となっている。 

 そして当然ながら、そのゲーム上のキャラクターが無駄な行為を行っている間

は、実際にプレーヤーの筆者も同時にその無駄な行為を行っているのである。この

動画を作るために、２時間半に及び BGMとなっている短い曲がループされるのを聴

き、ぐるぐると回転し続けるキャラクターを見て、同じ場所に座りながらコントロ

ーラにある３つの同じボタンを押し続けなければならなかった。このメタファーと

しての強迫行為の再現は非常に退屈で心が変にさまよったが、何となく意味深いも

のであるようにも感じた。 

 当初はこのシリーズは《ゾンビ1》と《ゾンビ2》の２点のみだったが、前述した

プレーヤーとキャラクターとの関係、そして筆者からキャラクターへ強迫性障害を

転位させること、そしてキャラクターのぐるぐる回転し続けるという無意味な儀式

が、プレーヤーとしての筆者にも３つのボタンを押し続けるという無意味な儀式で

もあったということを示すために、《ゾンビ3》も制作した。この第3作では《ゾンビ

2》からのプロセスを同じ再生時間でもう一度繰り返したが、今回は画面の録画では

図36:《ゾンビ2》からのそれぞれのコマ、2015年 
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なく、現実で操作している筆者自身をカメラで撮影した。こうして《ゾンビ2》の無

意味な行動を合計約5時間、2回に渡り行い、倍の冗長な操作時間を費やした。 

 ここで、この作品シリーズはゲームの批判として解釈され易いが、そうした意図

は全くないことを強調したい。自分がこのゲームで２時間半に及び無意味な操作を

行うのと、本来の遊び方でゲームを２時間半プレーするのでは、現実世界で何か達

成するわけではないという点において変わりがないように思われる。そのためバー

チャルの世界で無意味な行動を行うことを、ゲームそれ自体のメタファーとして捉

える鑑賞者がいても不思議ではない。 

 しかしながら、作品がこのように解釈できるのは面白く、全くの偶然による発見

であった。単純なエンターテイメントとしても、さらに意味ある知的なアイデアを

伝達する媒体としても、ゲームを擁護したい。 

 

ゲームに基づく作品のまとめ 

 これまでの強迫性障害に取り組む作品の中では、《ゾンビ》シリーズが最も面白く

成功した作品だと考える。このシリーズの制作過程を通し、強迫性障害が患者の意

識内に発生し、それが実行に移されるという強迫性障害の過程についてさらに考え

を深めることができた。今後もこのようなシリーズに最も関心をもって積極的に取

り組み、ゲームという媒体をより制作に取り入れていく予定である。 

 ただし、このシリーズの受け入れられ方に対しては世代の差を感じる。博士課程

２年次の時に作品を全て展示する機会があったが、大学教員ら筆者よりも上の世代

の鑑賞者からこのシリーズについてはほとんど何もコメントがなかった。その一方

で、若い鑑賞者の方がこの作品により興味を抱き好評価する傾向にあった。 

 筆者はこれについて、単純にメディアに対する熟知度の差が出たのではないかと

思う。筆者と同じ世代の鑑賞者はゲームに慣れていて、熱心な利用者ではなかった

場合においてもある程度は経験していると感じるが、おそらく上の世代はそうでは

ないように思われる。筆者の世代ではゲームは映画と同程度に遍在するものである

が、このメディアの視覚的効果および概念を知らない世代には、ゲームに基づいた

作品の理解を妨げる障壁があるかもしれず、アートの高邁な理想に相容れない大衆

エンターテイメントとして片づけてしまうおそれがある。しかし、ゲームは比較的

新しいメディアとして、アートに新鮮な結果を生み出す可能性がある。さらに、ゲ

ームはインタラクティブなメディアでもある点がユニークな特長である。ゲームは

経験をシェアして伝達する方法として利用することができる。 

 

3-5  博士課程2年次における制作のまとめ 

 本節では多摩美術大学博士後期課程2年次に制作した作品を分析し、それぞれの成

功と失敗について述べる。 

 各シリーズは強迫性障害を直接取り入れながら制作を進めた。そうすることで、

制作を通して強迫性障害を検討すること、鑑賞者に強迫性障害の性質を伝達するこ

と、または作品を豊かにするため強迫性障害を分析することができるのではないか

と考えた。 

 強迫性障害を新たに制作の中心にすることで、さらにコンセプトを重視するアプ

ローチになった。これは価値あるものであると思う。 

 例えば、《浄化》シリーズでは、強迫性障害における疑似魔術的な信念と強迫行為

の裏にある浄化の目的、そして強迫行為の無力さを塩で象徴することで、さらに複
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雑で重層的な意味を含む制作アプローチとなった。パフォーマンス的な要素を動画

として絵画と一緒に展示する事で作品がさらに深くなり、鑑賞者とコミュニケーシ

ョンをとる力が強まった。《浄化 III》と《浄化 IV》と同時に展示した動画は強迫行

為がどのようなものであるかをより明白に視覚化し、ある程度強迫性障害の本質が

鑑賞者に伝えられるものだったと振り返る。 

 それと同じく、《LOOP》シリーズでひとつ前に制作した作品の一部を拡大し描写す

るというプロセスを繰り返すことにより、繋がりを持たせるというアイデアは、明

確で満足がゆくものであるように感じられる。 

 新しいコンセプト中心のアプローチに基づき制作された《ゾンビ》シリーズとい

うゲームによる動画作品は、特にゲームの記号と概念に慣れた若い鑑賞者に対して

最も伝達力が高い作品だと感じる。強迫行為の性質を直接的且つ明確に伝えてい

る。 

 しかし、全てのシリーズを通して適用させたこの新しいアプローチには欠点もあ

る。《A CLOSED DOOR》シリーズはそれ自体で見た時に面白い作品を生み出さなかっ

た。このシリーズの作品は以前の作品とは視覚的に区別がつかず、アイデアを伝え

る力も欠けている。 

 《LOOP》シリーズはコンセプトに注目すればシンプルで満足のいくものではある

が、鑑賞者に伝達しようとしていた強迫性障害による激しい嫌悪感がうまく表現さ

れていない。 

 《浄化》と《ゾンビ》のシリーズが全体的には成功し、強迫性障害に関して大事

なことをより伝えていると感じるが、作品そのものとしては十分に感動させられる

ものであるか、そして視覚的に十分面白いものになっているのかどうかは疑問であ

る。 

 《浄化》シリーズは強迫行為の性質を僅かなりとも表わすものであるが、視覚的

には力不足で直感的な魅力はなく、知的訓練を行ったものであるかのように感じら

れる。予めコンセプトを知らなければ、このシリーズを面白く感じ、意味を捉える

のは難しいのではないかと思う。 

 同時に、《ゾンビ》が強迫性障害を最も上手く伝達するシリーズであると感じる

が、一見するとゲームで遊んでいるだけの冗長な動画にすぎないように見えるた

め、このシリーズも直感性に欠けると言わざるを得ない。《浄化》シリーズと同様

に、意味を理解するために説明を聞く必要が生じている。 

 この２つのシリーズでは、説明を聞いて考えることを好ましく感じる鑑賞者に対

しては強迫性障害の本質を少しは伝達できるかもしれないが、結局強迫性障害患者

がどのように周りの世界を感じているかを伝える力がない。筆者が自ら強迫行為を

再現するのを見せるよりは、鑑賞者に強迫行為を行わせた方が現実的にはさらに有

効なアプローチであるように思われる。 

 3-1の終わりで短く説明したように、博士課程2年次における制作ではより実験的

でコンセプトを中心とした制作アプローチへと方向転換した。制作で筆者の強迫性

障害に取り組むこと、またその強迫性障害の本質を少しでも鑑賞者に伝えることを

重視したため、手掛けた作品の視覚的完成度を軽視する必要を感じた。しかし、本

章で紹介した作品シリーズはその方向に少し走り過ぎように見受けられる。直感性

や視覚的魅力が欠乏している作品もあると思う。博士課程2年次における制作では

「もしかして強迫性障害には興味を抱いていない鑑賞者もいる」という可能性を考

えなかったのである。長い説明を受けなければ魅力的に感じることができないとい
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う作品なら、それは成功だとはいえないだろう。これ以降、筆者の作品では精神疾

患について特に知識や興味を何も持っていない鑑賞者にも感動させる力を持たせる

ことを優先したいと考えた。鑑賞者の誰でもが自分にとって有意義な作品として解

釈してもらえるようになれば素晴らしいと思う。作品は難解な学習訓練のように感

じなく、ある程度の普遍性を持つべきだと考える。 

 したがって、今後に本研究を進める上で最優先に考えなければならない課題は、

直感に訴え、作品それ自体で感動させることのできる新しいアプローチの追求であ

る。 
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第4章 精神疾患から影響を受けたアーティストの実例 

  

 精神疾患を扱う作品制作に最も有効的なアプローチを見出すために、美術史から

の実例を考えるのは役に立つだろう。本章では、草間彌生とアンディ・ウォーホル

という精神疾患を持つ二人のアーティストを研究する。草間彌生は自分自身の精神

疾患の体験を公然と描写している。しかし、アンディ・ウォーホルの場合は、精神

疾患の有無がたびたび議論されているが、実はウォーホルは精神疾患患者だったと

いうこと、そしてその精神疾患は作家活動に影響を与えたと筆者は考えているた

め、これを検証する。     

 

4-1 「診断のインフレ」という問題 

 本論に入る前に、この第 4章では主に『DSM-5』に依拠している為、このマニュア

ルと使用にめぐる論争について、簡潔に説明しておく。 

 2013年に『DSM-4』から『DSM-5』へ大幅に改定されたが、の改正過程は、非難を

呼ぶ結果となった。とりわけ、『DSM-4』の監修者のアレン・フランセス(Allen 

Frances, MD)は、『〈正常〉を救え: 精神医学を混乱させる DSM-5への警告』とい

う本で、製薬会社による積極的なマーケティング活動や対政府広報活動、アメリカ

の保険会社の倹約性、そして DSMのゆるい健康診断基準（とりわけフランセスとは

関係していない『DSM-5』の診断基準）のため、精神疾患がむやみに診断されている

ことや向精神薬が過剰に処方されることを激しく批判した。フランセスだけではな

く、心理療法士のガリー・グリーンバーグ(Gary Greenberg)も The Book of Woe: 
the DSM and the Unmaking of Psychiatryの本で心理学の現状を痛烈に非難してい

る。以下の通りである。 
 フランセスは実に恐ろしい統計結果を紹介している。例えば、2005年のある調査

によると、アメリカ人のおよそ半数、ヨーロッパ人の 4割が、生涯において精神疾

患の診断条件を満たしているとの見解を示している22。この人数の全てが精神疾患の

治療を受けているわけはないが、明らかに診断する手順に何か間違った事態が潜ん

でいる。フランセスは主に製薬会社の責任であると述べている。その製薬会社は、

本来正常な人に、自分が精神疾患にかかっていると納得させ、そしてその治療薬を

提供することで莫大な利益を得られることに目を付けた。フランセスは、『DSM-4』

が使用されている期間中、注意欠陥・多動性障害、小児双極性障害、自閉症、社会

恐怖症、大鬱病性障害などの診断が極端に増加したことを指摘している。特に子供

に向けての新たな市場を獲得するための製薬会社による戦略が原因だと思われる。

小児双極性障害のように、いくつかの過剰な診断は『DSM-4』に認識されていない疾

患であったにも関わらず、診断を容易にした『DSM-4』の診断基準によった誤診が

度々引き起こされる事態となっていた。精神疾患診断が社会の中に徐々に広がって

きたその現象はフランセスに「診断のインフレ」と呼ばれている。 

 そのことを改善する明らかな方法の一つは、その診断基準を難しくするというこ

とだが、むしろ『DSM-5』は逆の方向へ進んだ。既存の容易な診断基準をそのまま採

用した上、例えば、よく癇癪を起こす子供をいわゆる「重篤な気分調節不全障害23」

                         
22 アレン・フランセス、『<正常>を救え  精神医学を混乱させる DSM-5への警告』、講談社、2013年、p.175 
23 上掲書、p.275 



47 

 

という精神疾患の患者にするなど、新しい精神疾患を DSMのリストに加え、それに

よって製薬会社に新たな市場を広げた。 

 確かに、このような動きには警鐘を鳴らすべきである。アメリカは製薬会社が直

接患者をマーケットにして広告を出すことが合法の国であるため、健康保険制度の

重圧から逃れるために、医者は患者に精神疾患の診断を即決し、早く患者を部屋か

ら追い出そうとするなど、アメリカは先進諸国の中ではその医療制度が特異な状況

であることから、上記のような問題はほとんどアメリカで起こっていることだと考

えられている。ただし、DSMは世界各地で診断マニュアルとして使用されており、

おそらく実際の有病率とは関係なく世界中に精神疾患の診断が増加した。したがっ

て、筆者が実際に会ったことがない有名なアーティスト 2人の精神状態について思

案するのは無責任であろうか？そうは言えないと思う。 

 まず、精神疾患が診断されすぎているという事態が事実だとしても、その精神疾

患自体が全く存在していないというわけではないことを意識するべきだ。フランセ

スも言うように、注意欠陥・多動性障害が流行的に診断され過ぎる時にも、「流行

している診断は、有益な診断が道を誤ったものであるということだ。現在何かの診

断を受けている人の多くは、いやもしかするとほとんどは、しかるべき理由からそ

の診断を受けている24。」欠点もあるが、DSMに書かれている診断基準は、現在で

も、精神疾患を診断するための最も良い道具と言える。細事にこだわり大事を逸す

るおそれ、すなわち正常な人に実際にかかっていない精神疾患が診断されたため、

その精神疾患自体が誤りで、存在しないものと思われる危険性もある。そもそも精

神疾患は存在しないと主張する人さえいる。もちろん、正常と障害の一線を画すの

は社会によって決められるものであり、そして精神疾患の全てが同じような症状を

説明する人為的産物である。しかし、DSMに寄稿する専門家は、患者を助けるため

に実存する疾患症状によって DSMの疾患定義と基準に定めているのである。したが

って、DSM に掲載されている精神疾患は全て本当の疾患であると言える。例えば、

社会恐怖症は実際に存在し、患者の人生を大変苦痛にさせるものである。ただ少し

恥ずかしがり屋で、少し引っ込み思案の人に薬を販売しようとしている製薬会社か

らの圧力により、社会恐怖症がとても過剰に診断されているだけのことである。フ

ランセスの主張はその精神疾患の存在が虚偽だということではなく、むしろ正常な

人を誤って診断してしまうことによって実際にその疾患にかかっている人を見落と

し、人材を無駄にしてしまっているということである。とりわけアメリカの社会で

は多くの精神疾患が理解されず、恥と思われている一方で、精神疾患と診断される

人の数が多過ぎるという矛盾した状況に陥っている。 

 専門家ではない筆者が、面識のない他人の精神疾患を判断することは危険ではあ

る。しかし、本章で草間とウォーホルの精神状態について何か新しい診断をするわ

けではない。それよりむしろ、既に提案されている診断について考え、様々な資料

に書かれていることやインタビューでの発言、障害が垣間見られる作品などをまと

め、筆者の強迫性障害の体験という立場からの分析によってその診断の信憑性につ

いて熟考するものである。また、本章ではアーティストの精神状態について、スキ

                         
24 上掲書、p.220 
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ャンダラスに取り上げる意図はなく、筆者の制作を促進させるために作品制作と精

神疾患はどのような相互的影響関係があるのかを明確にするため実例を検討する。

草間とウォーホルが各々の精神疾患をどのように制作で扱ったかを考えたい。 

 草間の場合には、彼女が自分自身について発言したこと以外の言説は避けるつも

りだ。草間は常に制作する主たる動機は精神疾患によるものだと主張したが、その

ことに疑問を投じたのは批評家だ。けれども本章では、彼女の主張は信憑性のある

ものとして論を展開する。草間は「強迫性障害」と「離人感・現実感消失症」にか

かり、幻覚も体験し、しかも現在の「診断インフレ」が始まる以前の、1950年代に

既にそう診断されている。（フランセスは診断率の爆発的な増加は、1970 年代のベ

ンゾジアゼピン、リブリウムとヴァリウムの発明と共に行われたと言う25）。本章で

論を展開するように、草間の作家活動は彼女が言っている通り精神疾患の体験と密

接に結びついているため、むしろ彼女の精神疾患の存在を認めなければ、草間の作

品を理解することは不可能になる。草間の精神疾患に正面から向き合うことは不可

欠である。 

 ウォーホルの場合はより不透明だ。本章では、近年出版された研究により、ウォ

ーホルは「ためこみ症」患者であった可能性を検討する。ためこみ症とは、患者が

強迫的に所有物を集め、ものを捨てることに対して大変な不安が発生する精神疾患

である(4-3-1 でためこみ症の定義を徹底的に考える)。正常の蒐集行動と「ためこ

み症」を区別する境界線は不明確であり、したがってこのような疾患にしても過剰

に診断されている。つまり、衝動的行動をめぐる疾患への診断基準が曖昧すぎる結

果、趣味に熱中する人や衝動を上手くコントロールできない人が、精神疾患患者と

して診断されてしまっているとフランセスは主張する26。筆者はその主張を否定しな

い。常識のある人は、「統合失調症」のような疾患は実際に存在すると思い、これ

を疑わない。しかしながら、近年は「セックス依存症」や「インターネット依存

症」などの「行動嗜癖」が増加しているのもメディアによって拡散が加速されたと

考えられ、我々はこの事実には疑問をいだくべきである。実際に「インターネット

依存症」に罹患している人々は多く、彼らは非常に苦しんでいる。だが、正常であ

るにもかかわらず行動嗜癖の各種症状にかかっているように思い込まされている大

多数の人々に処方薬を販売するために悪用され、個人の責任転嫁を促進するような

事態が事実、世の中で起こっているのだ。 

 ウォーホルは正常と異常との間にある軽症だとしても、それでもなお、彼の蒐集

行動が作品制作に影響を与えたことを認めることができる。最終的に、正常と精神

異常を区別する境界線はいつも曖昧であるため、ウォーホルがものを蒐集し続けた

ことが、正常のレベルか精神疾患のレベルであったのかを判断するのは社会であ

る。しかし、ウォーホルの蒐集行動はとても大きなスケールで行われ、それは公私

両方に影響を与えたと確実に言える。彼の周囲にいた人物たちのインタビューから

そのことが明確にされている。明らかにウォーホルは多様性を魅力的に感じ、その

興味が作品に反映されており、それらの作品から筆者のこれからの制作に役に立つ

実例を得る事ができる。精神疾患にかかっていないと主張する、現存のアーティス

                         
25 上掲書、p.151 
26 上掲書、p.292 
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トの精神状態について勝手に思案するのは無謀なことだとしても、ためこみ症の存

在について考えるのはウォーホルの名誉を毀損するわけではない。ウォーホルは既

に 20世紀アートの世界で偶像的な位置を得た。ウォーホルの病的とも言える蒐集行

動の表現性を認めることは、ウォーホルの評判に何のダメージを与えない。むし

ろ、ウォーホルの作品全体に対して少し異なる理解を得ることができる。さらに、

現在活躍している、精神疾患で苦悩するアーティストの社会的汚名を取り払う可能

性もある。例えば、既に地位のあるアーティストが実際には精神疾患を持っていた

と率直に語ることができるようになれば、精神的な問題を患っていたとしても、論

理的で明快な思考でもって重要な作品制作することは可能であることが明らかにな

るだろう。つまり、精神疾患と制作は相互に矛盾しないことがより広く理解される

のである。そして精神疾患についてよりオープンに話せるようになる可能性もあ

る。 

 したがって、精神疾患が過剰に診断されることへの議論は未だ存在するが、草間

とウォーホルの制作に精神状態からの影響を分析することは、否定的な要素より、

ポジティブな長所を多大に感じさせる。確かに、筆者にはその分析を行うことで自

分自身の精神疾患と美術制作を新しい観点から見ることができ、大変有意義なこと

であった。 

 

4-2 草間彌生 

 精神疾患に苦しむアーティスト、特に日本人のアーティストと言えば、必ず草間

彌生の名が挙がる。 

 

4-2-1 精神疾患の主張にめぐる議論 

 草間は常に自身の精神疾患について率直で正直であり、詳細についてはあまり触

れられていないものの、包み隠さずそれを公表してきた。それらの疾患は草間の特

異性が論じられる際に重要な役割も担っているが、皮肉なことにその一方で、草間

の公表している疾患などはすべて偽りであり、人を欺くために利用しているという

噂が存在するのも事実だ。 

 例えば、草間が60年代に制作した代表的な作品群をアメリカの観客に再度普及さ

せる大きな役割を果たした、1989年にニューヨーク CICA (Center for 

International Contemporary Arts)での草間初の大規模な回顧展のカタログに添付

された短いエッセイに、草間の精神疾患の有無を疑問視する声がアレクサンドラ・

モンローによって記されている。 

  

草間のアートを分析するための極めて重要な問題の一つは、草間の精

神は異常かどうかということだ。確かに、この40年の間に彼女が文書

やインタビューで説明した精神病的や神経症的な「症状」が、様々な

彼女の美術作品で表現されている。ただし、はっきりした診断はつか

めない。それは医者と患者の間の元来の秘密主義に基づくものだから

か？それとも感情的な虐待の結果と刺激を受けすぎた想像力の間のよ

うなもので、はっきりしていない心因性の疾患ということなのか？そ

れとも彼女の疾患は，謝ることなしにやりたい放題に振る舞う言い訳

の為のでっちあげで、彼女が美術界で生き残る為の便利な方法として

発見した，エキセントリックという役柄を演じている、ということな
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のか？〔中略〕このような解決されない疑問はこれからも私たちの中

に頻繁に浮かび上がってくることだろう27。 

 

 公正を期すならば、この論考の別の箇所では、モンローは草間の精神疾患の重要

性を認めており、次のように書いている。 

 

作家の心理的強迫観念と美的コントロールの間にうまれた複雑さと、

その有意義なバランスは彼女の美術作品の主題と成り得ている28。 

 

 しかしながら、前者の引用通り、モンローは草間の制作の精神疾患的な要素につ

いてはやや否定的で、疑問を抱いているようだ。草間の作品に対して、精神的な解

釈よりはフェミニスト的な解釈を優先する。確かに、《トラヴェリング・ライフ》

(図49)のような大事な作品から見えるように、草間の制作にはとても強烈なフェミ

ニスト、そして反体制的な要素もある。しかし、草間本人も言うように、草間の制

作は何よりも自分自身の精神疾患についての探究であり、またその疾患と闘うため

であるという主張を否定するのは問題である。 

 草間の作品に対する往年の批評は、彼女の評判を守るため、彼女が真面目に受け

取られるようにと、精神疾患についてはやや控えめに書かれてきたように感じる。

精神疾患を持つ人々によって作られたアート、そしてその作家性がアール・ブリュ

ットとしては特別に分類されることは、そのアーティスト達の気力や自己認識を奪

ってきた。モンローもこの問題を認め、このように言及している。 

 

旧来の美術史では気の狂った女性の作品を単純で、無教育、そして最

終的に美術史のカテゴリーから離れているものとして片づけるかもし

れない29。 

 

 草間の作品がそのように片づけられないために、批評家は草間の自己認識と自制

を注目させるように大変な努力をする。リン・ゼレヴァンスキーは以下のように書

いた。 

 

精神に異常のあるアーティストは多くの場合知的な流行や打算から分

離されて、完全に直感で制作するように一般的に思われている。一方

で、草間は常に「意識的な制作者」であり〔中略〕、ほとんどのアー

ティストと同じように、直感を道具として利用するかもしれないが、

必ず、行っている行動の知的な意義もよく認識している30。 

 

 批評家たちが草間に対してこの点を強調する必要があると感じるのは、野望や自

覚、合理性といった通常の人々が持っている感覚を、精神疾患を持つ人々は持ち合

わせていないと広く一般的に思われているからである。  

                         
27 A.Munroe, “Obsession, Fantasy and Outrage: The Art of Yayoi Kusama” Yayoi Kusama: A 
Retrospective、Center for International Contemporary Arts、1989年、p.34 (以下、日本語訳は筆者による) 
28 上掲書、p.12 
29 上掲書、p.11 
30 L.Zelavansky,“Driving Image: Yayoi Kusama in New York” Love Forever: Yayoi Kusama,1958-1968, Los 
Angeles County Museum of Art, 1998年, p.14（以下、日本語訳は筆者による） 
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 しかしながら、本論文では草間の精神疾患を真正面から取り組んで考えないわけ

にはいかない。筆者も精神疾患に苦しんでいる人間として、精神疾患によって必ず

しも意識清明と自制が除かれないのを当たり前のことだと考える。この立場から

は、本人が常に主張している通りに、主に彼女の精神疾患の体験から制作へのモテ

ィベーションを受けるのを理解できるようになる。 

 

4-2-2 モティベーションとモチーフとしての精神疾患 

幻覚と「自己消滅」 

 草間本人が常に主張するのは、彼女の精神的問題が制作の最も重要なモティベー

ションであり、それらが幼少期のどれほど恐ろしい幻覚体験及ぼしたかを訴えてい

る。『無限の網』という自伝的文書では、例えば「話せる植物」や「草間を溺れさせ

ようとに誘い出してくる池」の経験を述べている。こうした幻覚が草間の顕著な特

徴になっている。最も有名な事例を、以下のように語っている。 

 

ある日、机の上に赤い花模様のテーブル・クロスを見た後、目を天井

に移すと、一面に、窓ガラスにも柱にも同じ赤い花の形が張りついて

いる。部屋じゅう、身体じゅう、全宇宙が赤い花の形で埋めつくされ

て、ついに私は消滅してしまう。そして、永遠の時の無限と、空間の

絶対の中に、私は回帰し、還元されてしまう。これは幻でなく現実な

のだ。私は心底から驚愕した。そして、怖いインフィニティ・ネット

に身体を束縛される。ここから逃げなくては、赤い花の呪詛にかけら

れて、私の生を奪われてしまう。夢中で階段に駆けていく。下を見る

と、一つ一つの段々がバラバラに解体していく。その有様に足を取ら

れて、上から転げ落ち、足をくじいてしまう31。 

 

 以上の多く引用されている文章で説明された経験は、草間の作品で繰り返される

水玉模様、網状、男根像などの多様に集積する模様を創り上げる原因のようだ。建

畠晢は1939年に10歳の草間によって描かれたドローイングの2枚に注目している32。

この2枚を見ると、繰り返しと永遠の増殖についての執着は子供の時から始まってい

たのが分かる。1枚目は多く草間の母と考えられる着物姿の女性を描写して、顔や着

物や背景などの絵の画面の全てが水玉

模様に浸食されている（図37）。 

 2枚目はテーブルの上に花瓶に入っ

ている花の絵である。このドローイン

グにも、水玉模様が壁やテーブルや葉

に広がるが、この絵には花が花瓶から

漏れていて、永遠に増殖するような花

模様が壁まで広がっている(図38)。 

 草間自身も認めているように、彼女

の精神的な問題は幼少期に経験したト

ラウマが原因で発症したと考えられて

いる。軍国主義日本の圧政的な雰囲気

                         
31 草間彌生、『無限の網：草間彌生自伝』、新潮社、2012年、p.61 
32 A. Tatehata,“Kusama as Autonomous Surrealist” Love Forever: Yayoi Kusama, 1958-1968, p.67 

図37: 草間彌生《無題》、

1939年頃、鉛筆と紙、

24.8x22.5cm、作家蔵 

図38:草間彌《無題》、1939

年頃、鉛筆と紙、

24.8x22.5cm、作家蔵 
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の中で育てられ、アーティストになりたいという彼女の夢に反対する家族との関係

も良くなかった。草間は特に権威主義的な母親と闘っていた。草間によると、子供

の頃、彼女の母親は草間に絵をやめさせるために、後ろから忍び寄り、描いている

絵はなんでも後ろからひったくったと語られている33。この母親との仲が直ることは

なかった。1999年、BOMB というアメリカの美術雑誌に掲載されたインタビューに、

草間は1948年に出身の松本市を離れて、京都市立美術工芸学校の日本画専攻に入学

する決断をした理由を語っている。 

 

お母さんの暴力を逃げるためだけだった。そこの学校の授業にはあま

り出席しなかった。その学校は保守的すぎて、教師達は皆時代遅れの

感性をもった場所であったと思う。授業に出席する代わりに寮で絵を

描いていた。私がアーティストになることを母親に猛反対されたせい

で、私は感情的に不安定になり、精神衰弱にかかっていた34。 

 

 この頃に草間は初めて彼女の精神的な問題についての神経医学的カウンセリング

を受けた。信州大学心理医学教授の西丸四方医師と、精神疾患者によって作られた

アートを評価し世に紹介していた式場隆三郎医師を紹介された35。この時に西丸医師

が初めて草間を「離人症」（現在では「離人感・現実感消失症」）と診断した。後で

この診断の定義に戻る。 

 草間が見る幻覚の原因になっている精神障害の具体的な病名が何であるかは別と

して、幻覚が見えているという彼女の主張を疑う理由はない。もしこの話が嘘であ

るならば、驚くほど長くつき続けている嘘ということになる。幼少期のドローイン

グから見られる水玉模様やその他の象徴的なモチーフは、現在まで繰り返し表現さ

れつづけている。     

 《無限の網》の繰り返される円形から、ニューヨークでのハプニングの参加者の

体に描かれた水玉模様や、《増殖》の家具の表面で咲く増殖している男根像まで、繰

り返し使用され、やがて全体を覆いつくすような単一のモチーフが彼女の作品に一

貫して見て取れる。事実として、それら水玉模様は、単に点の描写ではなく、編み

目の線の間の空間を描いていると考えれば、水玉模様と網状は同じモチーフである

といえる。草間もそのことを認めている。 

 

(水玉模様)は否定、またはネガティブを描写するが、私の白い無限の

網はポジティブを表現する36。 

 

 彼女の幼少期の幻覚について、その場に存在している全てを消滅させるまで無限

の水玉などの模様が広がっていくという様は、彼女の言うところの「自己消滅」で

ある。この言葉の意味について草間は「自分自身を消滅させるように、無限の宇宙

に戻る」と語っている37。 

                         
33 Munroe, “Obsession…”前掲書、p.13 
34 G.T.Turner, BOMB, “Artists in Conversation: Yayoi Kusama”(http://bombmagazine.org/article/2192/ 

BOMB vol.66 Winter 1999、2016年9月6日閲覧)（以下、日本語訳は筆者による） 
35 B.Karia & R.Tomii, “Biographical Notes”Yayoi Kusama: A Retrospective, Center for International 
Contemporary Arts, 1989年、p.70 
36 註34を参照 
37 同上 

http://bombmagazine.org/article/2192/


53 

 

 その無限の宇宙の概念をとらえること、つまり絶えず繰り返される模様によっ

て、無限の永遠を表現するということが草間の制作のもっとも重要な目的だろう。

子供の頃に、永遠に増殖していく赤い花の模様に消されてしまうという恐ろしい幻

覚を初めて経験してから、より大きなスケールへの挑戦と野心を持って、この観念

を進展させていくことになる。 

 彼女の子供の頃の水玉模様が描かれているドロー

イングについては既に述べた。1950年代に松本で制

作された水彩やパステルで描かれた水玉模様や網状

の小作品は、明らかにその後のニューヨーク時代の

《無限の網》 の前触れと見てとれる。《発芽》(1952

年, 図39)のように、細かい線が多い。そして、《島 

No.7》(1953年)のように、濃い黒い色の背景から彩

られた特に丸い形状のものが出てくるという作品も

沢山ある。したがって、ニューヨーク時代の制作ス

タイルと構図は少し異なるが、初期作品でも、表面

に必ず水玉やネットが溢れている。 

 1958年にニューヨークに移り住んでからも繰り返

しのモチーフは依然用いられていたが、水彩絵具は

油絵具へと変わり、その作品のスケールも拡大して

いった。初のニューヨークでの個展は1959年10月に

ブラタ画廊で行われ、草間は「非常に大きい白い網状

の絵を発表した。最も大きいもので縦7フィート、幅

14フィートはあった38」と語った。 

 表現方法の幅も広がっていて、コラージュの使用も始めた。1962年から始めた

《ネット・アキュミュレーション》シリーズのように、多数な「無限の網」の格子

を作るために、《無限の網》の作品の写真をたくさん貼り、大きいネットを小さいネ

ットから作りあげる、というコラージュの手法が用いられ始めた（図40）。同じ時期

                         
38 Karia & Tomii、前掲書、p.76 

図39:草間彌生《発芽》、 1952年、イ

ンク、パステル、紙, 24.7x18cm、作

家蔵 

図40:草間彌生《ネット・アキュミュレーション

No.7》、1962年、写真コラージュ、73.7 x 

62.2cm、MoMA 蔵 
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に、草間は《エアメイル・ステッカー》(1962年、図41)のように、赤、青、白の航

空便シールが格子状に並べられているコラージュも生み出している。シールは格子

状に並べられているが、シールの貼り方が不完全な並びになっている。《無限の網》

の完璧ではないループが波のような動きを暗示する(図42)のと同じように、不規則

に貼られたシールの大群は拡大していく波状運動のように見える。 

 《Sex-Obsession》シリーズの、家具に男根像が集まっているソフトスカルプチャ

ーを制作し始めることで、草間の繰り返しているモチーフは2次元の限界を取り払

い、3次元の世界に突入していった。そして次に、《増殖#1》のような個別な作品か

ら、《集合 – 1000艘のボート・ショー》 (1963年、ガートルード・スタイン画廊)の

ような環境作品にまで発展することとなる。この作品は、その展示の中心となる男

根像のソフトスカルプチャーに覆い尽くされた手漕ボートに観客が到達する前に、

観客はそのボートの写真が印刷された999個のポスターが壁一面に貼られた空っぽの

部屋を通過して来なければならないというインスタレーションであった(図43)。草

間は明らかに子供の頃に見えた幻覚を現実の世界で再現しようとしていたのだ。そ

のポスターのイメージは展示の中心になっているボートを見せると同時に、ボート

の形状自体も男根の形にしていた。だがそのポスターは、観客が最後に見ることに

なる男根が生えているボート作品に誘うためのドラマチックな手段だけではなく、

展示の中心であるボート作品自体の永遠に広がる繰り返しも暗示していた。草間が

見えた幻覚と同じように、そのボートが壁に幾重にも張りつき、繰り返し増殖する

ことで現実の全てに侵入していくのである。 

 

図41:草間彌生《エアメイル・ステッカー》、1962年、

コラージュ、キャンバス、181.6x171.4cm、ホイットニ

ー美術館蔵 図42:草間彌生《No.C.A.9》、1960年、油絵具、カン

バス、131.76 x 102.24 cm、LACMA蔵 
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 1964年から1966年にかけて、草間はインスタレーションを作り続けた。1964年に

ニューヨークのリチャード・カステラーニ画廊で草間の個展の「ドライヴィング・

イメージ・ショー」が行われた。この《ドライヴィング・イメージ》シリーズは、

以前の作品の様々なモチーフを用いて調和させたものである。例えば、《Sex 

Obsession》からの、男根像が集まっている壁と家具、《Food Obsession》シリーズ

からの、パスタが貼り付けられた床とマネキン、水玉模様や網状との組み合わせな

どである(図44)。草間の作品では、モチーフはその度ごとに異なっているにもかか

わらず、彼女の作品の核は、常に同じものであるということが分かる。それは幻覚

図43: 草間彌生 ガートルード・スタイ

ン画廊での個展《集合 – 1000艘のボー

ト・ショー》にて、1963年  

図44: 草間彌生 リチャード・カステラーニ画廊での個展「ドライヴィン

グ・イメージ・ショー」にて、1964年 
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から生じた、永遠に増殖する模様である。感染していくように、表面の全てを永遠

に拡大、展開していける限り、水玉、網状、男根像、パスタなどの種々のモチーフ

で覆いつくされる。これらは交換可能であることから、彼女の本当のモチーフは

「繰り返し」であることがわかる。 

 草間は、彼女のみる幻覚模様を物理的な空間に侵入させてから、次は鏡を用いた

インスタレーションで仮想的な空間を作ることに着手する。《無限の鏡の間－ファル

スの原野》(1965年、図45) では、観客が通る部屋は、赤い水玉模様の男根像がソフ

トスカルプチャーとして床にしきつめられ、四方の壁は全面鏡張りである。水玉模

様の入った男根像の永久的な反射は観客を想像世界へと誘い、草間が「自己消滅」

を話す時に言う「永遠」や「全宇宙」を暗示するものである。観客自身も、自分の

姿が水玉や男根像の永久的な反射と同じように鏡の中で繰り返されている光景を見

て、それらと同化し、消滅していく過程を体験するのである。 

 同じように、1966年にリチャード・カステラーニ画廊での個展の「草間のピー

プ・ショー」(図46)でも、草間は、鑑賞者が頭だけを入れることのできる全面鏡張

りの六角形の空間をつくり、その中に同じく六角形に並べている点滅を繰り返す電

球を仕掛けた。点滅する光は水玉模様と同じく永久的に反射され、差し込まれた観

客の頭もそのひとつとなるかのごとく永久的な反射を繰り返し、ビートルズの音楽

が BGMとして再生されていた。このようなインスタレーションは絵画よりも、草間

の現実世界に侵入する幻覚的な経験をそのまま再現しているものである。 

 

 

図45: 草間彌生 リチャード・カステラーニ画廊での個展

「フロアー・ショー－草間」に出品された《無限の鏡の間

－ファルスの原野》で、1965年 図46:草間彌生 リチャード・カステラーニ画廊で

の個展「草間のピープ・ショー」にて、1966年 
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 《ナルシスの庭》(図47)という1966年のベネチアビエンナーレで見せた無許可の

インスタレーションでは、水玉模様は輝く銀色のボールひとつひとつとなり、3次元

の空間に水玉模様が発生するだけでなく、水玉模様自体もついにボールとして3次元

的なものになった。この作品は刺激的なパフォーマンス要素も含んでいた。ビエン

ナーレの高尚な雰囲気の中でアート市場の現実を痛烈に知らしめるため、草間はそ

の1500個のプラスチックボールを通行人に一個1200イタリアリーラで販売した。 

 この時点から日本に帰国するまで、彼女の作品の大多数のものがハプニングとな

った。これも、草間の幻覚を再現するためとしての手法として考えられる。《自己消

滅 》と《人体炸裂》(図48) のハプニングシリーズでは、草間はモデルの体に水玉

模様を描いて、そのモデルを公共の場や憤慨したメディアのカメラの前に登場さ

せ、自由奔放に振る舞わせた。《Sex Obsession》シリーズで取り組んだ、性に対す

る嫌悪感と対峙し続けると同時に、増殖している模様を画廊から解放して、外の世

界や新聞の表紙まで拡大させていったことにより、ソフトスカルプチャが本当の肉

体と交換されるまでに至ったのである。 

 

図47:草間彌生 第33回ヴェネツィア・ビエンナーレにて

《ナルシスの庭》で、1966年 
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 以上の変化を見た時、草間は幻覚で見えたものを表現するために多数なメディア

と媒体を開発、使用し、一歩ずつ、その再現するスケールを大きくしていったこと

が分かる。それにより、草間は自身が経験してきたことをより正確に再現していけ

るようになっていったのである。彼女は制作の全てに渡って、永遠に繰り返される

模様によってこの世界を圧倒させようとしながら、子供の頃の見えた幻覚を実現し

ようとしている。確かに、草間の作品は他の問題にも取り組んだことがある（例え

ば《Sex Obsession》シリーズでフェミニズム的なテーマ、またハプニングで反戦争

的なムードを表した）が、主たる動機は彼女の精神疾患による経験を表現するとい

うことである。 

 

強迫性障害的な要素 

 しかしながら、繰り返しているイメージから分かるように、草間の作品は幻覚的

だけではなくて、強烈に強迫性障害的な要素も含んでおり、それは筆者の強い共感

を呼ぶ。 

 例えば、BOMB誌の1999年のインタビューで、制作の動機は時々見る幻覚だけでは

なく、彼女を苦しませる強迫的な不安もあると草間は述べている。彼女はミニマリ

ストかどうかという質問に対し、以下のように答えている。 

 

 

図48:草間彌生 ニューヨークのセントラル・パークでのハプニング《人体炸裂》、1968年  
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私は強迫的なアーティストだ。他人は私を他のものとして呼ぶかもし

れないが、私は彼らの好きなように呼ばせている。私は自分をアート

の世界の異端者のように考える。制作する時、私は自分のことしか考

えない39。 

 

 1973年に日本に戻ってきたのはそもそもバセドー病と子宮筋腫の治療を受けるた

めだったが、現在まで続いている入院の状況を説明する。 

 

私は強迫性障害的な不安によって入院させられることになった。私に

ついての記事では、私が自主的に病院に住むように選んだと書かれて

いるが、それは間違っている。私は躁鬱病患者でもない40。 

 

 草間は自分自身の強迫性障害について隠すことなく公表し、それについて様々な

話もしてきた。また、作品を見ると強迫性障害を証明する要素が非常に多い。 

 《増殖#1》のように男根像だらけの作品で構成される《Sex Obsession》シリーズ

は、草間の自己消滅的な幻覚を表現したものであるという説明は既に記述したが、

そのシリーズの明らかな強迫性障害的な側面も強調しなければならない。草間は、

詰めものが入っている布袋を作る最初の動機はセックス、特に男性器への恐怖とい

うことだと述べた41。この恐怖によって動かされ、幾度となくそのものを繰り返し制

作せずにいられなくなる。ゼレヴァンスキーは以下のように説明した。 

 

絵画における網状の繰り返しが彼女の幻覚への恐怖感を具体化すると

同時に抵抗するということと同じように、彼女の彫刻における男根像

のフェティシズム的な繰り返しは、性行為に対する恐怖感を同時に具

体化し、抵抗している42。 

  
 このシリーズは時々、主にフェミニズム的に解釈される。特に、女性の家庭生活

を代表する日用品であるアイロン台に、アイロンにつぶされる直前の勃起した男根

がいくつもつけられているという《アイロン台》(1963年)のような作品にはフェミ

ニズム的な要素も確かにある。また、《トラヴェリング・ライフ》(1964年、図49)と

いう彫刻作品では、男根像がたくさん付いている脚立に上っていくハイヒールが見

られる。このフェミニズム的な解釈は分かりやすく、非常に愉快である。まるで草

間は、男性に支配されたアートの世界という仕組みのてっぺんまで上る途中、それ

ら男性のエゴを、とがったヒールで踏んで痛めつける、ということを表現している

ようだ。軍国主義の日本で、厳格な男性上位の縦社会の中で生まれ育ち、1960年代

の男性にコントロールされたニューヨークのアート世界に移動した草間の、そのフ

ェミニズム的な解釈が偶然であるとは思えない。モンローは《トラヴェリング・ラ

イフ》が「（草間が）彼女の迫害者から権力を奪還するという意思とファンタジーと

して解釈できる43」と書いている。パロディーを利用することで、草間は男性的な権

                         
39 註34を参照 
40 同上 
41 R.Taylor, “Accumulation Sculpture and Collages 1961-1965” Yayoi Kusama, F.Morris(ed.), Tate, 
2012年、p.71 
42 Zelavansky, 前掲書、p.18 
43 Munroe, “Obsession…”前掲書、 p.23 
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力を封じ込めようとしていると考えられる。ゼレヴァンスキーは、草間が男根に水

玉模様を描くことで、「男性らしさを幼児化して、支配する象徴的な力を弱めている
44」と述べている。 

 ところが、草間がよくそのものの上に誘惑

するようなポースで写真を撮っていた、男根

像で埋め尽くされた家具と他の日用品の作品

たちは、確かに繰り返しとパロディー的要素

で男性器の象徴的な力を弱めるのに役立った

が、この解釈は草間本人が主調した制作する

動機（セックスと男性器への恐怖）を忘れさ

せるおそれもある。 

 もちろん二つの解釈が同時に存在できる

が、この作品を作る主たる動機は、男性の性

的な力の上に女性の支配を確立するというこ

とよりも、草間の自分自身の強迫的な不安を

検討するための非常に個人的な制作アプロー

チであると筆者は主張したい。つまり、動機

について草間の説明をそのまま受け入れても

いいと考える。この作品シリーズは社会的な

問題にも取り組んでいるが、この制作の主と

なるものは草間の自身の強迫性疾患であり、

著しく個人的なプロジェクトである。2012年1

月に Financial Times とのインタビューで、

草間は以下のように述べている。 

 

 

 

 

 

私はセックスが好きではない。セックスについての強迫観念があっ

た。子供の頃、お父さんには愛人がいて、私は彼らがセックスしてい

るところを見た。お母さんは私をスパイのようにそれを観察しに送り

出した。私は何年もの間、誰ともセックスしたくなかった45。 

 

 筆者は、筆者自身の強迫性障害患者としての経験を考えると、男根像をソフトス

カルプチャーで作ることに対して、草間の説明はとても説得力のあるものだと思

う。しかし、もちろん他の説明も同時に当てはまる可能性もある。多くの強迫性障

害患者は、強迫観念を引き起こすものに対して、相応する反対のものを同時に感じ

ている。すなわち、嫌悪感を抱きながら、何となく魅力も感じているのだ。 

 草間が、彼女の作品の中で、強迫観念を強迫行為的に表現しているという説明を

                         
44 Zelavansky, 前掲書、p.27 
45 D.Pilling, Financial Times, “The world according to Yayoi Kusama,” 

http://www.ft.com/cms/s/2/52ab168a-4188-11e1-8c33-00144feab49a.html 2012年1月21日、2016年9月6日閲覧

（日本語訳は筆者による） 

図49:草間彌生《トラヴェリング・ライフ》、 

1964年、ミクストメディア、248x82x151cm、

京都国立近代美術館蔵 

 

http://www.ft.com/cms/s/2/52ab168a-4188-11e1-8c33-00144feab49a.html
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注意深く考察するべきである。強迫性障害患者を苦しませる強迫的な不安を、アー

トとして再現する欲望があるように、草間の説明は筆者の強迫性障害の経験と非常

に近い。 

 第2章で説明したように、強迫性障害を意識的に制作で取り組むように決める前に

も、最も激しく強迫性障害的な反応を起こすものとして、肉体的・精神的な汚れで

筆者を苦しめてきた昆虫や、嫌悪する政治家を、絵画のモチーフにしてきた。（2-1-

2と2-1-3参照）。草間の場合には、その強迫的な不安の表現は詰め物が入っている布

袋でできている男根像というかたちであった。 

 草間の人生には、性行為は少なくとも大切な役割を果たしておらず、もしかした

ら恐ろしいこととして捉えられていた。1960年代のニューヨークでのハプニングで

は頻繁にヌードが出現し、性や性行為に対して奔放な雰囲気が表現されていたのに

も関わらず、《増殖#2》の上でポーズしている、ハル・レイフ (Hal Reiff) によっ

て撮られた写真（図50）のように、彼女が状況をコントロールできる場合以外で

は、草間本人はほとんど作品で裸にはならなかった46。実際、もしハプニングに参加

しているパフォーマーとモデルと一緒に裸になれば、病気に感染してしまうのでは

ないかと怖く感じ、裸にはならなかったと草間は言っている47。この発言から、筆者

と同じように感染と汚れを過剰に心配するという強迫性障害の存在に気付くことが

できる。そのハプニングの文脈で

は、草間がパフォーマーの裸体に

描いた、あるいは貼った水玉模様

が増殖し、あたかも感染病を暗示

しているようにも見てとれる。 

 マネキンや床の全面に車輪の形

をしたマカロニを貼った、《Food 

Obsession》シリーズでも強迫性障

害の影響が見てとれる。この作品

はよくアメリカの資本主義社会の

貪欲さへの風刺、あるいはマネキ

ンが現す、社会によって女性に与

えられた理想的な身体イメージを

フェミニズムの立場から批評し、

覆い尽くされたパスタの腐敗し

た、病的なイメージを掲示するこ

とで、理想と反対の世界を表現し

ていると解釈される48。しかし、草間自身は《Food Obsession》シリーズをもっと簡

単に説明しており、これらは《Sex Obsession》シリーズと同じように強迫概念を扱

っている作品だと主張している。 

 

アーティストは自分自身の精神的なコンプレックスを〔作品に〕直接

取り組むことはほとんどしないが、私は自分のコンプレックスと不安

をテーマとして利用する。男根のような、長くて醜い物が私の体の中

                         
46 Zelavansky, 前掲書、p.22 
47 上掲書、p.40 (note 88) 
48 上掲書、p.19 

図50:草間彌生 コラージュ（もはや存在しない）、《増殖#2》

で横になっている（撮影：ハル・レイフ）、 1966年頃 
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に入ってくるという考えがとても怖いからこそ、男根像をこのように

たくさん作ったわけだ。マカロニのような、機械が吐き出す物を絶え

ず食べ続けることを想像するとたいへん恐怖感と嫌悪感でいっぱいに

なるからこそ、マカロニの彫刻を作るわけだ。作って、作って、どん

どん作りつづけ、没頭していくこと。私はそれを「消滅」と呼んでい

る49。 

 

 以上の引用から、草間の作品のテーマだけではなく、草間の制作方法にも、「繰り

返し」が根本にあることがわかるが、そのことも強迫性障害を暗示している。特に

ニューヨーク時代では、草間は強迫的に、完全に疲れ切るまで制作を続けた。モン

ローによると、ニューヨークでインフィニティネットの作品に取り組んでいた間、

彼女は疲れ切って倒れるまで、休みなく昼も夜も制作に没頭したようである50。 

 このような制作方法は強迫性障害のメタファーとしてはとても適切である。患者

(この場合、草間)は強迫観念と、それによって生じる不安(彼女の恐ろしい幻覚に消

滅させられるという不安)が頭に出てきて、 その不安を制圧するために無用に繰り

返す強迫行為(網状を描き続けること)を行わないとならないように感じている。 

 とてつもない量の作品を生み出すこと、そして彼女の作品に顕著な、細かな描写

は草間に大切なセラピー的な役割をもたらすようだ。また、草間は大きい立体作品

を既に約500から600個完成させたと主張している51。1977年から草間が暮らしている

清和病院は、創作活動をセラピーの一環として取り入れる方法に積極的であり、草

間本人も作家活動を通して、自己治療法としてアートを使うように努力したと述べ

ている52。 

 加えて、スケールの大きな、繰り返しの描写が中心となっている作品の制作に必

要な集中力を長い制作時間の間維持していられることは、精神疾患にかかっている

からこそだと草間は主張している53。ゼレヴァンスキーは、草間と同世代のアーティ

ストたちの時間節約的な制作方法と比べたら、大変な労働力を要し、手作りを重視

する草間の制作方法は非常に異質なものであると指摘する54。一例として、アンデ

ィ・ウォーホルの、写真製版によるシルクスクリーン。ウォーホルの制作には連続

イメージの複製が中心となっている。その一方で、草間の制作では、幻覚で見え

た、絶えず増殖している永久的に広がる模様を再現するという、永遠に続くかと思

われる描写の連続が、彼女のプロジェクトの中心となっている。以前に述べたよう

に、草間の作家生活を通して登場する水玉と網目模様は、ひとつひとつ完成した個

別の作品というよりも、全作品に一貫して持続的に広がっている制作中の未完成品

として思える。 

 草間の制作に見られる単調な繰り返しの重要性は、フェミニズム的な特徴をもつ

ものであるとモンローは解釈する。モンローは以下のように記述している。 

 

主題に退屈を用いる草間の方法は、単調さと繰り返しという、女性の

                         
49 Taylor, 前掲書、p.71  
50 Munroe, “Obsession…”前掲書、p.18 
51 註34を参照 
52 同上 
53 Taylor, 前掲書、p.71 
54 Zelavansky, 前掲書、p.15 
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原型的な人生経験を象徴している55。 

 

 しかしながら、筆者自分自身の強迫性障害の経験を考えると、草間の制作方法は

極めて正当であり、大いに頷けるものである。精神的な苦しみを抑えるために、大

きな労働力が必要な行動に没頭する傾性が筆者の経験と重なり、共感を呼ぶ。心を

満たす物質的なプロジェクトとしては、美術制作が万能薬である。創作行動の途中

には、思考が生み出されない。つまりあるプロジェクトを作り始め、それに完全に

集中すると、他に何も考える必要性はないのだ。一方、暇な時の方が脳は活発にな

り、自分を悩ませるような新しい不安と心配を絶えず思い付かせる。そのため、筆

者はほとんどリラックス出来ない。空いている時間があっても、オートバイの修理

やゲームなどという半単調な作業で心を満たすようにしている。草間の人生からも

よくわかるように、この傾向は身体を疲労困憊させる作用があるが、と同時に、よ

り上手に自分を守ることができる方法なのだ。筆者の脳が危ういことから、常に頭

を忙しくさせていないと、何を思い付くか、筆者にどのようなダメージを与えるか

がわからず、とても怖い。この対処方法は人生に対する自分なりの作戦にもなって

おり、美術制作のアプローチとしても役に立つものだ。 筆者は、コンセプト中心の

制作よりは、制作時間が長く、直感的なアプローチが必要とされる制作方法を好む

性格だ。（しかし、強迫性障害を取り扱う制作にはコンセプト中心のアプローチが必

要だと分かり、それを受け入れようとしている）したがって、草間の制作方法には

筆者と同じような強迫性障害が認識される。 

 単調さとその日常性は、制作方法だけでなく彼女のモチーフの選択にも表れてい

る。「ドライヴィング・イメージ・ショー」のインスタレーションに出てきた男根像

だらけの彫刻と空間には、やかん、靴、食器、ショベル、はしご、ソファー、化粧

ダンス、ベビーカーなどの日常的な物が選ばれた。これらは家庭での日常生活との

関係の中から選択されたと思われ、フェミニズム的な意味として解釈される56。しか

し、ここでは日常的すぎる取るに足りないつまらないものとして選ばれた物でもあ

ると筆者は主張する。これらは女性の家庭生活との関係だけで選択されたというわ

けではなく、毎日目にし、毎日使われるという日常性のために選ばれた理由もある

と思う。 3-3-1で説明したように、精神疾患、特に強迫性障害の特徴の一つは、死

ぬまで治らずに存在し続け辟易するものである。精神疾患は人をわくわくさせるも

のではない。常に経験して、繰り返すものだ。筆者はこの精神疾患的な立場から、

草間が日常的な、既に見ることに飽き飽きしたような物を制作に利用しているのだ

と解釈する。 

 最後に、草間の文学に見える強迫性障害的な側面について注目したい。1970年代

に日本に帰国し、精神障害のために住み始めることになった清和病院で、彼女は

詩、フィクション、ノンフィクションと大量に書き始めた。そして、1983年に『ク

リストファー男娼窟』が「野性時代新人文学賞」を受賞した。視覚的な制作と同じ

ように、草間の文学には沢山の繰り返し(例えばキャラクターの描写や物語の一節)

が用いられている。これについて、草間は以下のように説明している。 

 

私の疾患が原因となって生じている同じパターンの繰り返しは、美術

                         
55 Munroe, “Obsession…”p.18 
56 上掲書、p.24 
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制作と同じように私の文学にも登場している57。 

 

 一つの作品の中で要素が繰り返されているということだけではなく、あらゆる文

学作品の全般にわたってモチーフとテーマが繰り返されている。草間の文学作品に

は、暴力、タブーな性的関係、中毒、精神疾患がよく出てくる。様々なジャンルの

多岐にわたる表現方法にもかかわらず、草間の制作には一貫して繰り返しと、彼女

が経験する不安への強迫的な探求が認められる。 

 

離人感・現実感消失症 

 筆者が直感的に草間の作品の強迫性障害的な要素を認識する時、彼女が説明した

幻覚については、筆者個人との類似性を見出すことは出来ない。なぜなら筆者自身

が経験したことのない事柄であるからであり、そしてその幻覚の原因と意味につい

てはしばしば論争が起きている。前述の通り、草間はニューヨークへ引っ越す前、

西丸四方医師によって「離人症」と診断されている(depersonalisation 

disorder)。この、現在では「離人感・現実感消失症」

(depersonalisation/derealisation disorder)と呼ばれるものは強迫性障害とは異

なる精神疾患で、彼女が見えた幻覚の原因はこの疾患にあるのではないかと考えら

れる。 

 『DSM-5』によると、離人感・現実感消失症は解離性同一症、解離性健忘や離人

感・現実感消失症を含む「解離症群/解離性障害群」と分類される。『DSM-5』以前に

は離人感と現実感消失症は別々の疾患として分類されたが、現在は、非常に酷似し

ており、ある程度お互いに交換可能なものであると思われている。『DSM-5』では

「解離症群はしばしば心的外傷ストレスを受けた直後に生じ 58」ると述べられてい

る。これは草間が経験した軍国主義日本の圧政的な雰囲気や、家族に虐待された事

実と適合する。 

 離人感は、自分の体から自分自身が離脱していってしまうという感覚を覚えると

説明される。『DSM-5』では以下のように記述されている。 

 

自らの考え、感情、感覚、身体、または行為について、非現実、離

脱、または自分が外部の傍観者であると体感〔する〕 59。 

 

 また、現実感消失症については以下のように説明されている。 

 

周囲に対して、非現実または離脱の感覚を経験する(例:人または物が

非現実的で、夢の中にいるように、霧がかかり、生命力のない様な、

または視覚的に歪んでいるように体感する) 60。 

 

 そして草間の症状との関連を見るとわかるように、現実感消失症は併存率（同時

に違う精神疾患にかかっていること）が高く、強迫性障害との併存がとても多い61。 

 現実感消失症はとても恐ろしい疾患で、患者はそれらの体験をよく、「まるで自ら

                         
57  註34を参照 
58 『DSM-5』、p.289 
59 上掲書、p.300 
60 同上 
61 上掲書、p.303 
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が霧や夢、泡の中にいるように感じられ、自分と周囲の世界の間にベールやガラス

の壁があるかのように感じることがある62」と説明する。 

 主観的な、視覚上（そして聴覚上）の歪曲も特徴になっている。「例えばかすみ

目、視力の亢進、視野の拡大または狭窄、視界が2次元または平板に感じられるこ

と、3次元的感覚の誇張、または物の距離または大きさの変化（すなわち、大視症ま

たは小視症）などを伴う63」。特に併存症の可能性と組み合わせて考えると、このよ

うな歪曲が、草間が見える幻覚の原因だと説明できる。 

 草間の作品には多くの離人感・現実感消失症からの影響が見える。例えば、初期

作品の中に、1950年に制作された《残骸のアキュミレイション》（《離人カーテンの

囚人》という副題は後から付けられた）（図51）という強烈なものがある。この初期

の油絵は、離人症と診断される以前に描かれた（副題は診断を受けた後に付けられ

た）。それにもかかわらず、この作品で草間は、とても恐ろしく、そして強烈にその

疾患の体験を表現している。松本の実家の周りにある、親族の持ち物の畑を描写し

たこの絵では、耕された畑の畝がうねるように立ち上り、死体のような塊も取り込

みながら、肉質的な波状の渦巻きに変身し、視野を囲んでいる。この大混乱の真ん

中に、長いトンネルの先にあるように見える落葉した２本の木が、黄色い空へ向か

って無愛想に立っている。草間は、その遠くの現実にある自由から完全に切り離さ

れ、そこが痛々しい程遠く感じている。建畠はこの作品が、大変恐ろしい現実感消

失の経験によって制作されたにもかかわらず、その論理的で自制心を持って取り扱

われた巧みな構図を注目せざるを得ないと述べている64。このような意見によって草

間の制作全体をまとめることができる。草間は、芸術的な表現力によって、巧みに

その耐えきれない恐怖に取り組んでいるのだ。 

 モンローは草間の文学作品にも、離人

感・現実感消失症が重要なテーマとして

現れていると指摘する。例えば『クリス

トファー男娼窟』の中で、主人公である

ヘンリーがレイプされ、それが原因で恐

ろしい暴力事件を引き起こし、そのトラ

ウマでエンパイア・ステート・ビルディ

ングの上へ逃げ出す。そこでヘンリーは

「自己との間には、何らかかわりあいも

ない、薄い幕のように透けたカーテン

が、彼と外界とを隔てた。〔中略〕彼を離

人カーテンの囚人にしてとじこめてしま

った65」その恐ろしい体験に圧倒され、ヘ

ンリーはエンパイア・ステート・ビルデ

ィングを囲むように漂う白い霧の中へと

飛び下り、自殺するのだ66。 

 ここで、離人感・現実感消失症が「薄い幕のように透けたカーテン」と表現され

                         
62 上掲書、p.300 
63 上掲書、p.301 
64 Tatehata, 前掲書、p.65 
65 草間彌生『クリストファー男娼窟』、角川書店、1984年、pp.72-73 
66 A.Munroe, “Between Heaven and Earth: The Literary Art of Yayoi Kusama” Love Forever: Yayoi 
Kusama, 1958-1968, p.75 

図51:草間彌生《残骸のアキュミレイション（離人カ

ーテンの囚人）》、1950年、カンヴァスに油絵具、

72.3x91.5cm、東京国立近代美術館蔵 
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ていることに、草間の《無限の網》シリーズとの関連を感じさせる（図42）。草間の

多くの作品の表面に広がるその薄いネット（ならびに水玉模様を構成する網目模様

の間のネガティブスペース）を、離人感・現実感消失症によって現実と引き離され

るという草間の体験を表現しているものとして考えることができる。 

 したがって、草間の離人感・現実感消失症を理解すれば、草間の作品と制作動機

がより分かりやすくなる。彼女の作品ひとつひとつを個別に完結した個々の作品と

して考えるよりも、彼女の体験を絶えず表現し作られてきた全ての作品が、人生を

ささげて作り上げた一つの大作であると捉えるべきである。 

 

4-2-3 結論 

 草間彌生のキャリアから感じる明確なテーマは一つの目的意識だ。彼女が精神疾

患によって動かされ、表現し、そして対処していく時の情熱と強迫的な意思は、草

間の制作活動を通して一貫して見られるものである。草間を苦しませる強迫的な不

安や、現実から離脱させる離人感・現実感消失症、彼女を消滅させるように感じて

永遠に増殖している模様を見せる幻覚は、彼女の全作品の背後にある原動力となっ

ている。 

 確かに、草間の作品は制作したその時代の雰囲気を吸収し、他のコンテクストを

獲得したこともある。1960年代のハプニングは当時の反戦争、反資本主義のメッセ

ージ性を獲得し、現代ではルイヴィトンのコレクション67や草間の模様入りのブラン

ド商品などが販売されているように、著しく資本主義的な商品として作り直されて

いる。ただし、草間が制作する真の動機は全く変わっていないのだ。精神疾患を表

現し、対処するという彼女の真の制作動機を照らして考えると、彼女の作品を元に

生じている様々な矛盾はもはや注目するに値しない。つまり、草間の持つ目的は明

確であり、情熱をもってその目的を追いかけることが彼女の決定的な特徴である。

なぜ草間が制作し続けるのかは疑う余地がない。 

 このことから学べる重要な側面が多数ある。最優先するべきは、「そもそもなぜ制

作するのか」という問題に対処することであろう。草間の場合には動機が明確で、

その動機によって作品全体が一つの大作として統一されている。しかし、筆者の動

機は何であるか。 

 筆者の場合にも、制作する動機は自分の精神疾患から来るものであると感じる。

物を作り続け、その物の中に身を置く必要性を感じる。ファインアートと絵画と関

係なくても、絶えず物を作り続け、作業しないとならないように感じる。 

 それは筆者が危険な考えすぎを防ぐための試みである。既に述べたように、草間

の精神疾患は、膨大な時間をかけて単調な細かい作業させる忍耐力を彼女に与え

た。筆者の場合は、考える時間をなくし、新たな不安を生じさせない為に、絵画の

制作やオートバイの修理、コンピューター・グラフィックスなどの時間がかかるプ

ロジェクトに携わることで全ての時間を満たすようにしている。しかも、他の人と

のコラボレーションや相談を避け、一人で描くことやコンピューター・グラフィッ

クスを作ることという単独制作方法を選択するのは、逃避的な対処方法だ。筆者の

人見知りする性格は、人付き合いで大きな不安を生じさせる。その不安が筆者の強

迫性障害を悪化させる。筆者の経験する強迫観念と強迫行為は、自分一人でいる時

の方が適切に対処することが可能なので、筆者自身の疾患による行動が他人の目に

                         
67
 E.Alexander, VOGUE, “Vuitton and Kusama,” http://www.vogue.co.uk/news/2012/07/09/louis-vuitton-

unveils-yayoi-kusama-collection 2012年7月9日、2017年2月18日閲覧 
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触れることはあまりない。 

 しかし、筆者が制作する主な動機は、コントロールできるようになりたいという

思いからである。強迫性障害は疑念、不安を生み出す精神疾患である。結果が分か

らない状況にあうと、悪い結果になることが心配で、耐えられない不安を感じてし

まう。これが強迫観念というものだ。例えば、歩道にあるヒビを踏むと、自分の子

供が車にひかれて死ぬ、というような根拠のない因果関係を作り出し、自分を不安

に貶めるというような症状である。もちろん、その悪い結果が実際に生じるかどう

かは、全く患者のコントロールの範囲外のことである。子供に、道路を渡る前に左

右の安全をしっかりと確認するという良いクセを子供に教えることもできるが、偶

然はコントロールできない。どこまで徹底的に準備しても、事故が起こることもあ

る。しかし、全てをコントロールできるという幻想を作り上げるために、そして激

しい不安を弱めるために、患者は強迫行為に依存する。それはコントロールできな

いこともコントロールできるようになるのだと感じさせる疑似魔術的で、儀式的な

行動である。 

 筆者は、細部までコントロールしにくいカシューニスを使っているにもかかわら

ず、自分が物を作ることは、これがコントロールできる範囲内のものだからだと考

える。作家活動以外の世界は恐ろしく、理解し難く、秩序がない場所のように思え

る。世界をコントロールできるための作り直しに努力し、さらに秩序立った、さら

に愉快な現実を作り出すために、筆者の作品で現実を満たそうとしている。自分の

計画通りにできたものを生み出せば生み出すほど、筆者のコントロールの範囲内の

現実のエリアを広く感じることができ、筆者が処理できる個人的で私的な世界の実

現が近づいてくるのである。 

 ほぼ同じ理由で、なぜ筆者がゲームに深い魅力を感じているのかという説明もつ

く。ゲームで遊ぶ人の意見として、ゲームは現実逃避的なファンタジーであり、分

かりやすく、厳しいルールを守る単純な世界であると言える。しかし、筆者がゲー

ムを作りたいと欲する欲望は、自分の必要性と好みに合った、筆者が完全に支配で

きる別な世界（とても簡単なバーチャルな世界でも）を作る切望と違わない。本当

の現実の中で生じる強迫性障害による不安と心配で苦しむからこそ、自分のイメー

ジ通りにコントロールできる世界を作りたくなる。同じように、草間はニューヨー

クでのハプニングでの彼女の役割について、「私は神だった68」とだけ述べた。見え

た幻覚と不安を表現する作品で世界を満たす草間の強迫的なプロジェクトも、筆者

と同じような動機があるのではないかと思う。草間の経験を追体験できるように、

現実の世界に彼女の私的体験を作り直そうとしている。  

 筆者の現実逃避的な行動が果たす役割をもう少し検討するべきである。根本的

に、筆者は余計な不安に患っている。現実は予測が不可能ということを恐ろしく思

っている。強迫性障害というのは、その不安を処理する方法である。ただし、失敗

に終わる方法である。心配していることが実現しないために迷信的な行動に依存す

ることは、最終的にさらに大きく不安を高める。 

 上記のように、ゲームをプレーすることも、現実逃避的に不安を処理する方法で

ある。現実に発生する不安を逃げるために、より楽しく、より予測できるゲーム内

の別の現実へ逃げることができるからだ。（ただし、3-4で述べたように、最もスト

レスにかかっている時にはゲームで遊んでも、そのゲームの世界の中でも強迫行為

を行わなければならないように感じる）。 

                         
68 Munroe, “Obsession…” p.30  
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 不安を処理するために現実逃避的な方策をとる傾向は、精神的にも身体的にも、

筆者の人生の様々なところで現れる。筆者の趣味は多く、精神的に「いま」から自

分を切り離した。ゲーム、SF映画、複雑なファンタジー世界を舞台しているミニチ

ュアゲームのモデルに色を付けるような筆者の趣味は、スポーツなどと異なり、一

人で楽しめ、現実に存在する必要性はない。 

 それと同様に、歴史への興味や歴史とともに生活する理想（例えば未だ古い建物

がたくさん残る都市に住むこと）も「いま」からの逃避として解釈できる。 

 母国のイギリスから物理的に離れ、地理学的にも、文化的にも、言語的にも、非

常に遠い日本という国へ引っ越すという決定も現実逃避として解釈できると考えら

る。不安が生じる「ここ」という苦しい現実から逃げようとしたのだ。 

 そのように考えると、日本画を専攻することに決めた理由も現実逃避だと考えら

れる。美術大学に入学する前は、現在も描かれている日本画は、技法とモチーフが

とても伝統的だと思っていた。したがって、筆者はイギリスでの生活の「ここ」と

「いま」から離脱し、日本の歴史へ逃げようとしたのだ。そのように、強迫性障害

という不安を処理する戦略と同様に、日本画を選択したことも現実逃避であり、不

安を処理する戦略として考えられる。 

 しかも、3-1で説明した水墨画を独自に解釈してニスなどを用いて描いた試作のよ

うに、筆者の制作は度々歴史的なモチーフに戻っている。再び「いま」から逃げる

試みだと言えるだろう。そしてその作品を強迫性障害から影響を受けた政治家とゴ

キブリの作品（2-1-2、2-1-3）の隣に並べて比較してみると、作品全体は筆者が感

じている不安と関係性あると考えることは理にかなっている。 

 次に、草間の制作活動から学んだもう一点について言及する。それは、作品の中

で自分自身の精神疾患に取り組むことに対し、心配や、謝罪をせずに進むというこ

とだ。以前は、自分の強迫性障害を扱うのは自己中心的すぎて、社会問題のような

主題に取り組むべきだと筆者は感じていた。しかし、草間の作品が明確にするよう

に、どちらであっても他人は作品を主観的に解釈し、受け入れたいメッセージのみ

を受け入れる。モンローが草間の作品を主にフェミニズムの立場から解釈できると

主張するように。繰り返すが、フェミニズムは確かに草間の作品の一つの要素にな

っているが、第一の動機ではない。 

 さらに、草間は常に正直で、彼女の制作動機は精神疾患の病状を描写し、その疾

患に対処しているだけだと包み隠さず主張しているにもかかわらず、この発言の真

意をめぐり批評家や美術史家たちは激しく論争を繰り返している。したがって、ア

ーティストが発表する目的と制作コンセプトにもかかわらず、鑑賞者は作品を自分

の個人的な経験と興味に引き寄せて意味を見いだす。作品全体から伝わってくる情

熱と統一感によって草間の作品は好評を得ていると思う。草間の精神疾患を疑う人

であっても、作品に感動し、テーマの一貫性を感じざるを得ない。 

 これにより、筆者自身の強迫性障害を表現する制作の意味を、真正面から探求す

ることに集中できる。実際、これが筆者が取り組むべき最重要課題だと認識してい

る。 

 

4-3 アンディ・ウォーホル 

 美術史から注目したい二人目のアーティストは、偶然にも草間と同世代のアンデ

ィ・ウォーホルだ。草間と同じように1960年代のニューヨークで活躍し、時々驚く

ほど彼女のものに似た作品も生み出した。ウォーホルの《Red Airmail Stamps》
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（1962年、キャンバスに合成ポリマー絵具、図52）と草間の《エアメイル・ステッ

カー》（同年、シールによって制作されたコラージュ、図41）には明確な類似性が見

受けられる。草間は、ウォーホルが他のアーティストからアイディアを「マネの卸

売業を運営しているよう69」に大量に盗んだと非難した。そしてニューヨークでのハ

プニング時代にも、草間とウォーホルは、スキャンダル好きのマスコミを相手に、

その注目を惹こうと意識的にお互いに競争した70。しかし、そのような造形上の類似

性を越えて、ウォーホルと草間は心理学的にも似ているところがあった可能性を考

えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-1 コレクター、またはためこみ症患者？ 

 不思議なことに、近年になってようやく、ウォーホルは精神的問題を抱えていた

のではないかという議論がなされるようになってきた。一番最近に書かれた書物

で、クローディア・カルブ(Claudia Kalb)が著わした Andy Warhol was a Hoarder: 
Inside the Minds of History’s Great Personalities71というポップ・心理学の本

がある。この中で著者は、題名通りに、ウォーホルは「ためこみ症」（または「強迫

的ホーディング」、「ホーディング障害」とも呼ばれる）にかかっていたと主張し、

論議を呼んだ。この主張は、ウォーホルの有名な癖である、物をコレクションする

ことが中心となっている。このことは、未だ事実として広く受け入れられていない

ため、ここではカルブの主張を守りながら、そのためこみ症はウォーホルの制作に

どのような影響を与えたかを説明することにする。 

 ウォーホルは、その買い物による浪費癖と、ほとんどの人にとってゴミとしか思

えないようなものから、美術作品、骨董品、玩具までコレクションすることで悪名

高かった。ひと昔前のウォーホルに関する文献は、こうしたコレクションのことを

彼の執着心と、生来のエキセントリックな性格を表すものとして説明するだけで、

その精神疾患的な側面を見落としていたように思える。しかも、“hoarding”という

                         
69 註34を参照 
70 Munroe, “Obsession…” p.30 
71 C.Kalb, Andy Warhol was a Hoarder: Inside the Minds of History’s Great Personalities, National 
Geographic Society, 2016年 

図52:アンディ・ウォーホル Red Airmail 
Stamps、 1962年、カンヴァスに合成ポリマー

絵具、シルクスクリーン、40.64 x 50.8 cm、

LACMA蔵 
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実態に即した言葉ではなくてより一般的な“collecting”という言葉のほうが好ま

れて使われていた。筆者がこれまで見た本の中で、ウォーホルの行動をはっきりと

精神疾患と呼んでいるのはカルブの近年出版された本と、スコット・へリング

(Scott Herring)によって書かれた The Hoarders: Material Deviance in Modern 
American Culture72という本のみであり、この2冊にしてもここ3年以内に出版された

ものである。この背景には、まだ生きているウォーホルに対して「精神疾患」とい

う言葉を使わないことで敬意を払うという著者の意図があった可能性がある。精神

的問題に関連する社会的汚名は最近になってようやく少しなくなるようになってき

た。しかし、近年になってウォーホルについてそのような言葉が使われ始めてきた

のは、精神疾患の問題について人々の理解が少しずつ深くなってきており、また、

ためこみ症についての関心が高まってきたということを反映していると言えるだろ

う。 

 興味深いことに、『DSM-4』まででは、ためこみ症は強迫性障害の一つの種類とし

て考えられていた。だが2013年の『DSM-5』の出版から、ためこみ症は別のものとし

て分類されるようになった。現在では「強迫性障害および関連障害群」という章に

含まれており、強迫性障害との共有点もあるが、異なる障害として分類できるほど

性質の異なるものだと思われている。その違いの一つは、ほとんどの強迫性障害者

は自分自身の不合理的な行動に悩まされ、やめたいができないという特徴を持つ一

方で、ためこみ症の患者は新しい物を集めるのを楽しむ（そのものの全てと一緒に

住むという結果は楽しまなくても）ことにある。 

 『DSM-5』の定義によると、ためこみ症は所有物を手放すことがとても難しい。患

者は所有物への美学的、経済的などの価値を強く意識するため、情緒的な愛着を持

つ。『DSM-5』では以下のようにも指摘されている。 

 

ためこみ症をもつ人の約80-90%が過剰に収集を示す。最も頻回に認め

られる取集の形式としては、過剰な買い物、次に無料の品物の取集

（例：ちらし広告や他人の捨てたもの）73 

 

 ウォーホルの大人になってからの浪費癖は有名な話であったが、これは少年のこ

ろから既に始まっていたようである。ウォーホルは元々、アメリカに渡ってきたチ

ェコスロバキアの貧しい移民の子供で、6歳ぐらいから映画スターのサインが入った

写真のコレクションを始めていた74。これは、蒐集とセレブに対する憧れへの興味の

初期段階を明らかにするものである。面白いことに、草間も同じようなコレクショ

ンを持っていた。草間は雑誌から何千枚ものセレブの顔を切り取り、ニューヨーク

で作ったコラージュに使用するために集めた。その作品は今では失われてしまった

が、草間のニューヨークのアトリエを撮影した写真の中で見られる75。ゼレヴァンス

キーは「強迫的な集積は、草間の作品の最も一貫した要素だと言ってよい」と書い

ている76。 

 ウォーホルの、繰り返されるイメージも、私的な蒐集癖も、「強迫的な集積」がと

                         
72 S.Herring, The Hoarders: Material Deviance in Modern American Culture, The University of Chicago 
Press, 2014年 
73 『DSM-5』、p.245 
74 J.Baal-Teshuva (ed.), ANDY WARHOL 1928-1987, Prestel, 1993年、p.108  
75 Zelavansky, 前掲書、p.15 
76 同上 
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ても適切な説明として当てはまる。1987年に彼が死んだ時、East 66th Street の5階

建ての家は、骨董品や美術作品、玩具と、数百本にわたるクッキー瓶など、さまざ

まな物によってぎゅうぎゅう詰めにされた状態だった。カルブによると、「ウォーホ

ルは死ぬまでの間、ほとんどベッドルームだけで暮らしていた77」ようである。これ

は『DSM-5』のためこみ症の診断基準の一つに合致する。 

  

所有物を捨てることの困難さによって、活動できる生活空間が物で一

杯になり、取り散らかり、実質的に本質的に本来意図された部屋の使

用が危険にさらされることになる78。 

 

 多くのウォーホルの知人は、彼の5階建てのレキシントンタウンハウスがいかに物

でいっぱいになっていたかをコメントしている。入り口に初期のピンボール機、や

筋肉測定器 （Test Your Strength Machine：体力を図るためにハンマーでレバーを

打つ）などのサーカスで使われるようなゲーム機があった79。ただし、来客は一階以

上には入らせてもらえず80、彼の死後初めてそのコレクションのスケールが明らかに

なった。 

 ウォーホルの死後、サザビーズが彼の所有物をオークションで販売することにな

ったが、それは膨大な数に上った。1988年のアンディ・ウォーホル・コレクション

は、約10,000個の物が出品され、6冊のカタログが発行されるに至った(図53)。彼の

蒐集のスケールに多くの人は驚愕し、オークション自体はメディアから冷笑を買っ

たものの、$2500万以上の売り上げを生んだ81。ウォーホルの家は使用できるスペー

スはほとんどなかった。例えば、広いダイニングルームは入り口を通ることができ

ないほど品物で埋め尽くされていた。その内容としては、アンティーク家具や絨毯

からもので詰めこまれた段ボール箱やレジ袋のようなものまで含まれた82(図54)。手

紙や請求書などを家具の隙間に詰め込む癖もあったようである83。 

 

 

 

 

                         
77 Kalb, 前掲書、p.66（以下、日本語訳は筆者による） 
78 『DSM-5』、p.245  
79 Emile de Antonio とのインタビュー (P.S.Smith, Warhol: Conversations about the Artist, 
U.M.I.Research Press, 1988年、p.188) 
80 Henry Geldzahler とのインタビュー (Smith, Warhol…, p.183) 
81
 Kalb, 前掲書、p.75 

82 同上 
83 Kalb, 前掲書、p.66 (Victor Bockris からの引用)  
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 ウォーホルはニューヨークに「ファクトリー」と呼ばれる作品制作のための作業

場を構えていたが、彼の蒐集癖はそこでの制作にも影響を及ぼした。このことは、

彼が単にコレクターではなく、ためこみ症を患っていたことを暗示する。ロニー・

カトローン(Ronnie Cutrone)は60年代にウォーホルに会い、70年代にアシスタント

として一緒に働いていた。パトリック・スミス(Patrick S. Smith)によって書かれ

た、ウォーホルについてのインタビューを集めている本の中で、カトローンは最も

率直にインタビューに答える人の一人であった。860ブロードウェーへ引っ越すこと

になった決断は、ただもっとスペースが必要だったからと彼は主張した。それ以前

のファクトリーには「もう何もできないほどスペースがなかった」と語り、新しく

引っ越したビルについても「ここは12,000平方フィートあるけど、もう一杯になっ

てしまった。〔中略〕彼は何も捨てない。ここでそれは大きな問題になっている84」

と語った。古いビデオテープや写真を手放さないウォーホルについて質問されたカ

トローンは、率直に「病気だと思う85」と答えた。 

 スペースのほとんどは、「タイム・カプセル」と名付けられた、物がいっぱいに詰

                         
84 Ronnie Cutrone とのインタビュー (Smith, Warhol…, p.357) （以下、日本語訳は筆者による） 
85 Ronnie Cutrone とのインタビュー、上掲書、p.356 

図54:ウォーホルの死後のダイニングルーム、

1987年 (撮影: Evelyn Hofer) 

図53:サザビーズの倉庫でウォーホルの所有

物、1988年 (撮影: Frederick Charles) 
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められた箱を保管するために使用された。カルブは、箱に物を詰める癖はファクト

リーからの引っ越しが原因で始まったが、引っ越しが終わってからもウォーホルは

箱に物を入れ続けたと言及し、箱について「あれは簡単な解決法だった。ウォーホ

ルは何も捨てなくてもよくなったから86」とも書いている。カトローンは、展示に

「タイム・カプセル」を出すアイデアが元々あったことを指摘した。 

 

（ウォーホルは）箱だけがある光景は展示としてきれいに見えるとい

つも言っていた。私はそれに付けるセールスポイントを考えていた。

〔中略〕箱の中身を全て見ずに買ってもらうことを思いついた。でも

全ての箱に均一な価値をつけるために、必ずドローイングが一枚ずつ

入れることを徹底しようと思った。それで、あとは何が入っているか

は受け取ってみないとわからない。ゴムの人形とか、そういうものが

入っているかもしれない87。 

 

 しかしながら、その展示の計画は実現しなかった。所有物を処理する計画をたて

るものの、それが実現するまでに至らないことも、ためこみ症と診断できる基準の

一つである。 

 

その他のためこみ症のよく認められる特徴としては、優柔不断、完璧

主義、回避、先延ばしにする、計画を立て仕事をまとめるのが困難、

注意散漫が含まれる88。 

 

 ウォーホルの「タイム・カプセル」に関連している蒐集癖と、何でも先延ばしに

してしまう習性について考えたが、他の作品にもそのような傾向が見える。ネイサ

ン・グラック(Nathan Gluck)は50年代半ばから60年代半ばまで、ウォーホルの商業

的な作品制作のアシスタントだった。インタビューでは「(ウォーホルは)人のチン

ポを描くことに大きな情熱をもっていて、人の下半身のドローイングが描かれてい

るスケッチブックは何冊も持っていた89」と言った。 

 

 テッド・ケーリー (Ted Carey) は50年代と60年代初期にはウォーホルの友人であ

った。数年はデザイナーとしての時々彼のアシスタントになり、ポップアートのキ

                         
86 Kalb, 前掲書、p.64 
87 Ronnie Cutrone とのインタビュー (Smith, Warhol…, p.357) 
88 『DSM-5』、p.247 
89 Nathan Gluckとのインタビュー (Smith, Warhol…, p.62) 
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ャリアが始まってからもウォーホルと交流を持った

一人だ。その彼によると、ウォーホルはそのいわゆ

る《Cock Drawings》（図55）で本を作る計画を立て

ていたが、結局実現せず、そのドローイングも複製

されなかったようである。そのドローイングはほと

んど「例えば、パーティで誰かに会って、その人が

面白いか魅力的な人だと思ったら、彼は『あの、え

っと、チンポ描かせてくれない？今チンポの本を作

ってて．．』と言った。そしてびっくりすることに、

ほとんどの人はそのように頼まれたら、喜んだ90」。

ウォーホルの死後、この絵は数枚オークションで販

売された91。しかし実際ウォーホルはこのドローイ

ングをコレクションはしたものの、実際に生きてい

る間に本にできなかったことは、ためこみ症と関連

した何でも先延ばしにしてしまうことの傾向を示し

ている。 

 「タイム・カプセル」は、ためこみ症をまた違っ

たスケールで表わしている。ウォーホルの生涯に渡

って増え続けた「タイム・カプセル」は、計610個にも及んだ。（箱569個、鉄製キャ

ビネット40個とトランク１個）。今は、ピッツバーグにあるアンディ・ウォーホル・

ミュージアムに所蔵されており、「タイム・カプセル」の中身は、敬意を表して定期

的に公開されている。「タイム・カプセル」は、彼の重要作品のひとつとして考えら

れている。これはシルクスクリーンによる作品と同様にウォーホルが当時、皆の日

常を記録し続けた結果として考えられる。実際にいくつかの箱には、アミーガ（と

いう当時のコンピューター会社）の為に作ったコンピューターによる初期デジタル

作品が保存されているフロッピーディスク（5-1参照）や、今では貴重な資料となっ

ている、同世代のアーティストやセレブ達と共に写されたウォーホル自身の写真な

どという「お宝」が入っていた。ところが、それらと同様に、広告チラシ、請求

書、薬の処方箋、カビが生えているパン、盗んだ機内用食器、下着や汚れたかつら

などの、ごみとしか言えない様な物もたくさん含まれていた92。「タイム・カプセ

ル」の美術的価値がいかにあろうとも、これが彼の精神疾患の症状を表すものだと

言わざるを得ない。 

 ウォーホルのためこみ症は、彼の成功とそれによる富によって促進された。これ

は彼がニューヨークのデザイナーとして名声を得たことで始まった。この頃彼は、

ネイサン・グラックの例に倣い、美術品を買い始めるようになった。グラックのイ

ンタビューを参考にすると、この頃からウォーホルは、パウル・クレー、マグリッ

ト、ジャスパー・ジョーンズ、ピカソやジョン・チェンバレンなどの作品の蒐集を

始めたようである93。 

 しかし、このアートコレクションは、蒐集というよりもためこみ症を示すもので

                         
90 Ted Carey とのインタビュー、上掲書、pp.93-94 
91 Phaidon, “Andy Warhol’s Gay Archive Goes on Sale” 

http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/june/18/andy-warhols-gay-archive-goes-on-sale/ 2013年

6月18日、2016年9月6日閲覧 
92 Kalb, 前掲書、p.60 
93 Nathan Gluckとのインタビュー (Smith, Warhol…, pp.58-59) 

図55:アンディ・ウォーホル 《飾られ

たペニス》、1950年代、紙にボールペ

ン、43.2x35.6cm、アンディ・ウォーホ

ル美術館蔵 

http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/june/18/andy-warhols-gay-archive-goes-on-sale/
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ある。真のコレクターでならば、そのコレクションを展示しなくても、少なくとも

丁寧に保管しようとするものだが、ウォーホルの死後、それらがどのように保管さ

れていたかが明らかになった。それらは、「クローゼットにピカソの作品が乱雑にし

まい込まれ、ベッドの中から埋もれていた宝石が見つかった94」というものだった。

シムスとのインタビューで、バディー・ラディッシュ (Buddy Radish、アート監督

とグラックの友人)はグラックとウォーホルのコレクションし方の違いについて話

す。グラックのアパートには「壁の空間の全てに作品がかけられた」が、グラック

は「アンディの作品に対する無頓着な扱い方にいつも怒っていた95」。 

 これはもう一度、『DSM-5』のためこみ症の診断基準に合致するものだと言える。 

  

通常の蒐集行動は、例え実際の所有物の量がためこみ症をもつ個人に

よって蓄積された所有物の量と変わらないとしても、その行動が系統

的に組織づけられているという点で、ためこみ症と対照的である96 

 

 これと似て、テッド・ケーリーはウォーホルの集め方の変化や無秩序さについて

コメントしている。1957年に初めてウォーホルに会った時、ウォーホルの趣味は

「ティファニーのランプやクジャクの剥製のように、奇妙な物や変な物のほうだっ

た」が、ケーリーから影響を受けて、アメリカーナを集めるのも好きになった97。ケ

ーリーは、ウォーホルと一緒にニューヨークのギャラリーを回って、作品を買い回

った経験も話している98。 

 ウォーホルは明らかに物を購入するのが好きであったが、ためこみ症にある程度

悩まされた、あるいは少なくても問題だと意識していたことを示唆する発言をして

いたことは注目すべきである。『DSM-5』では、ためこみ症の診断にはそのような意

識が必ずしも必要とは言えないが、次のような記述もある。 

  

ためこみは、臨床的に、苦痛、または社会的、職業的、他の重要な分

野における機能の障害（自己や他者にとって安全な環境を維持すると

いうことも含めて）を引き起こしている99 

 

 ウォーホルは「私の心が、何も捨てさせてくれない。例えその物が欲しい物でな

くても、そうだ100」や「私の手に物が渡されたその瞬間に、窓からそれを投げ捨て

てやりたいが、その代わりにありがとうと言って、今月の箱の中に落としてしまう
101」、「私の生き方やこのガラクタの全てに本当うんざりしているが、いつも新しい

ものをまた家まで持って帰ってきてしまう102」と語っている。明らかに、ウォーホ

ルは後悔していた。 

                         
94 Kalb, 前掲書、p.65 
95 Buddy Radish とのインタビュー (Smith, Warhol…, pp.120-121) 
96 『DSM-5』、p.246 
97 Ted Carey とのインタビュー (Smith, Warhol…, p.93) 
98 Ted Carey とのインタビュー、上掲書、p.95 
99 『DSM-5』、p.245 
100 A.Warhol, The Philosophy of Andy Warhol (From A to B, and Back Again), Harvest, 1977年、p.94（以

下、日本語訳は筆者による） 
101 Warhol, 上掲書、p.145 
102 A.Warhol, The Andy Warhol Diaries, Warner Books, 1987年、“Wednesday May 2nd 1984”からの引用（日本

語訳は筆者による） 



76 

 

 ためこみ症と強迫性障害が最も似ている点は、どちらも不安を対処する方法だと

いうことである。医科学のジャーナリストとしての経歴を持つカルブは、ためこみ

症患者は、所有物がいつか役に立つになると思うか、強い愛着を感じるがゆえに、

所有物を捨てることに対して激しい不安を感じると指摘している。物を捨てないの

はその不安を避ける手段であるのだ。 

 さらに、蒐集することはその他にも例えば死やトラウマによって生じる不安を対

処する手段としても使用される。つまり、「大変な圧力を感じ、予測できない人生の

代わりに、無生物の「もの」に依存するようになる103」。この傾向と、自分がコント

ロールできる範囲内で私的な現実を作ることの切望に起因する制作動機と共通点が

見える（4-2-3参照）。ためこみ症患者の所有物は、安全性とコントロールの幻想を

もたらし、呪物のような疑似魔術的な側面をもつ。強迫性障害における強迫行為の

具現のようである。強迫性障害患者の場合の、強迫行為を行うことでもたらされる

不安からの一時的な解放は、ためこみ症患者の場合には、その所有物によって得ら

れる。ただし、その対処方法のどちらも、日常生活に負担をもたらす。 

 カルブは、ウォーホルは非常に孤独で苦しんだ人だと述べる。ウォーホルはいつ

も多くの人々に囲まれ、ゴシップを聞くのが好きだったのにもかかわらず、「それは

他人の人生の断片にすぎなかった104」と言及している。ウォーホルは蒐集した物

で、真の人間関係を代用した。カルブは、ウォーホルが執拗に音声とビデオを記録

したのは、それがためこみ症の一つの症状だったからだけではなく、「人間関係の複

雑さや混乱から距離を確保できるものだったから105」と指摘する。ウォーホルはテ

ープレコーダーを彼の「奥さん」と茶目っ気たっぷりに呼んだが、その発言にも真

実の一端があると思う。ウォーホルは深い人間関係を所有物で代用したようだが、

そこには虚しさがある。ウォーホルは以下のように語った。 

 

テープレコーダーの獲得は私の生活の感情的な側面を殺したが、なく

なってせいせいした。〔中略〕問題であったことが面白いテープに変

わったのだ。問題が面白いテープに変化したことで、それはもはや問

題ではなくなった106。 

 

4-3-2 ウォーホルの作品への影響 

 ウォーホルが人間関係の代わりに所有物の蒐集を続けたことは、彼の制作に直接

影響を与えたと思える。同じスープ缶を並べた、繰り返されたイメージ(図56)は確

かにためこみ症と関連しているように考えられ、同じように多数形へのこだわりを

示す。カルブが言うように、ウォーホルには「いつも必ず、多いことは少ないより

                         
103 Kalb, 前掲書、p.73 
104 同上 
105 Kalb, 上掲書、p.74 
106 Warhol, The Philosophy…, p.26 
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良いことだった107」。 

 セレブとして魅力的で偶像的な同じイメージを持続的に繰り返して生み出すこと

にも、同じような虚しさがある。ウォーホルは名声、富、成功の証となるあらゆる

ものに執着した人であったが、彼による偶像的なセレブのイメージの繰り返しは、

その虚しさをより際立てている。これにはもちろんウォーホルのためこみ症との類

似性がある。ピカソの作品や、宝石のような立派な物の集積があるが、その集積で

彼は満足できない。難しい真の人間関係と、不安を感じさせる現実に対する虚しい

代用品にすぎない。ウォーホルの制作で行われた終わらない繰り返しと、彼の終わ

らない蒐集の背後には同じ動機があるようである。 

 また、危険を伴う不衛生なレベルに至るまでペットを飼うこともためこみ症患者

の一つの症状になる108。ウォーホルのスーパスターズ（Andy Warhol Superstars）

や、公の場で必ず一緒にいたウォーホルの付き人達も同じようなコレクションとし

て考えることは容易い。その人々は、ウォーホルが作ったマリリン・モンローの繰

り返しのイメージと同じぐらい虚しいもののように見てとれる。ウォーホルのため

こみ症と私生活と制作は、密接に絡まっているようである。 

 ウォーホルが写真や音声やビデオを執拗に記録したのは、それがためこみ症の一

つの症状だからだということは既に述べた。友人のジョン・ジョルノ(John Giorno)

が5時間20分、1テイクで、寝ている様が撮影された《スリープ》（1963年）のような

映画で、ある意味でウォーホルは現実を蒐集しようとしていたと言える。それと同

じように、6時間36分（1秒24フレームで撮影されたが、約8時間5分になるように1秒

16フレームで映写される）の1テイクでライトが点滅しているエンパイア・ステー

ト・ビルディングを見せる《エンパイア》(1964年)も、ためこみ症的な考え方を示

している。ウォーホルは写真を何万枚も撮り、アンディ・ウォーホル・ミュージア

ムには、ウォーホルによって録音されたオーディオテープが4000個も保管されてい

る109。アート作品であると同時に、これらは難しい現実から距離を取れるための方

                         
107 Kalb, 前掲書、p.63 
108 『DSM-5』、p.247 
109 Kalb, 前掲書、p.74 

図56:アンディ・ウォーホル 《32個のキャンベル・スープ缶》、1962年、カンヴァスに合成ポリマー絵具、各

50.8x40.6、MoMA蔵 
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法であり、コレクションの一部とみなすことによってそれらを自分の支配下に置こ

うと試みたのだろう。 

 ためこみ症に影響される他の作品の実例も沢山あるようだ。とても単純なレベル

で、ウォーホルはよく自身の作品を彼のコレクションへと変身させていった。半永

久的に生産し続けることができるシルクスクリーン作品を、ウォーホルはアンティ

ークや他の物に交換した110。 

 1970年代では、ヨーロッパ、アメリカや日本のサラリーマン、セレブや王族の肖

像画の依頼がウォーホルの主たる収入源になっており、それによってコレクション

も増加していったとスミスは述べる111。肖像画を頼んだ客がアトリエに寄った際、

ウォーホルはその人物の写真を何百枚も撮り、動画にも録画し、もちろんその全て

を保管した112。 

 集めた物が実際に制作に役に立った例があるように、ウォーホルの精神疾患と作

品制作にはつながりがあった。ファインアートの世界で有名になる以前にそれは既

に始まっていた。デザイナー兼イラストレーターとして働いていた頃、ウォーホル

は頻繁に彼のインク・ブロット技法を使用して、古典絵画やドローイングから人物

像を引用するなどして他のアーティストの作品をコピーしていた。これらの資料

は、彼が購入した絵本や版画からだったが、ニューヨーク公共図書館からは、何枚

もの絵を盗んだ。というのは、絵を借りても返却せず、結局その後に巨額の罰金を

払うこととなったからである113。 

 スミスは、有名な資料からコピーされたものが、違ったようにアレンジされ、新

たな意味や文脈を与えられた実例をたくさんあげている。例えば、Love Is A Pink 
Cakeでのウォーホルが描いたオスカー・ワイルドのイラストは実際に《The 

Lover’s Quarrel》というカリアー＆アイヴス（Currier and Ives）のリトグラフ

からの男性の人影の輪郭線が使用された114。

ただし、原画ではその人物は椅子にもたれ

ているのだが、ウォーホルのイラストには

その椅子がないことから、男性が女々しい

ポーズをしているように見える。そして、

股の部分を強調するために、ウォーホルは

その辺に線を一本だけ加えた。蒐集したコ

レクションからも、それを資料として使っ

た実例が沢山ある。例えば《僕の庭の奥

で》（図57）からのウォーホルのキューピッ

ドは実際に17世紀のジャック・ステラ

（Jacques Stella）によるイラストから引

用されたものだが、そもそもの文脈が失わ

れたことによって、同性愛的な新しいニュ

アンスができた115。そのように、ウォーホルのキャリアにわたって、彼は集めたも

                         
110 Suzi Frankfurt とのインタビュー（P.S.Smith, Andy Warhol’s Art & Films, U.M.I.Research Press, 
1988年、p.175）  
111 Smith, 上掲書、p.186  
112 Ronnie Cutrone とのインタビュー (Smith, Warhol…、p.356) 
113 Smith, 上掲書、p.49 
114 Smith, Art & Films, p.50 
115 上掲書、pp.60-63 

図57:アンディ・ウォーホル 《僕の庭の奥で#9》、 
1956年、紙にインク、アニリン染料、34.9x42.5cm、

アンディ・ウォーホル美術館蔵 
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のからよくインスピレーションをうけた。 

 もう一つの例として、ウォーホルの露骨な性描写の《Sex Parts》とさらに内容が

弱い《Torsos》という1977年のシリーズは、ウォーホルの写真と、その保管先から

生み出された作品と言われている。ある男性が、自分の大きいペニスを自慢しにウ

ォーホルに会いに行くと、 

 

ウォーホルはその男性の性器の写真を撮ることにし、その写真は 

“Sex Parts”と適当に書いてあった箱に入れられた。その後、ウォ

ーホルは箱のラベルに気づき、作品シリーズへのアイデアを思い付い

た116。 

 

 このシリーズは以前述べた、ウォーホルの《Cock Drawings》からも影響を受けた

可能性がある。 

 ウォーホルには、保管していた以前の作品の中から魅力を再発見し、新しい作品

へと発展させて行った実例もある。ロニー・カトローンは、70年代にスキャンダル

を起こした有名な《酸化絵画》（または《Piss Paintings》、図58）シリーズの出発

点は、60年代にキャンバス上に排尿し、それを10年間以上保管したものだと言った
117。そのように、ウォーホルのコレクションは、彼がいつでもインスピレーション

を得ることの出来る資料としての役割を果たし、作品に大きな影響を与えたと言っ

てよい。ウォーホルが以前に制作した作品も、彼が買った物もしばしばその役割を

果たしていたようである。 

 

 

例えば、ヤコブ・バール・テシューヴァ(Jacob Baal-Teshuva)は、『Andy Warhol 

1928-1987』の中で、1983年にチューリヒのビショフバーガーギャラリーで開かれた

子供向け作品の展覧会(図59)は、彼のコレクションの影響が見て取れると述べてい

る。バール・テシューヴァも、他の批評家などと同じように、“Hoarding”という言

葉を使用しない。バール・テシューヴァは「彼のコレクションは多岐に渡る大衆文

                         
116 The Warhol, “Dirty Art: Andy Warhol’s Torsos and Sex Parts” 

http://www.warhol.org/responsive/event.aspx?id=2056 2016年9月6日閲覧（日本語訳は筆者による) 
117 Ronnie Cutrone とのインタビュー（Smith, Warhol…, p.355） 

図58:アンディ・ウォーホル 《酸化絵画》、1978年、麻に銅塗料、尿、198x573cm、 サーチ・ギャラリー蔵 

http://www.warhol.org/responsive/event.aspx?id=2056


80 

 

化の一覧と言える118」と温かく述べている。しかし、ウォーホルの子供好きの事実

よりも、その作品シリーズは「作品にインスピレーションを与えてくれた自分の玩

具コレクションへの愛情」を表すためのものだったと述べている119。本シリーズの

作品は文字と組み合わせて玩具を描写する明るくダイナミックなイメージで構成さ

れており、ウォーホルの蒐集の良い側面も示している。ウォーホルのコレクション

は彼が好きなように解釈して利用できる図像学的イメージの巨大な倉庫になってい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-3 結論 

 ウォーホルの物と蒐集への執着心は、筆者の強迫性障害とあまり関係がないよう

に感じる。筆者にとって草間の作品は直感的に理解でき、魅力的に感じるが、一方

ウォーホルの作品はそうではない。草間の作品のほうが筆者の共感を呼ぶ。しか

し、ためこみ症とアートの関係を追究することで、ウォーホルの作品への理解を一

層深めることができ、学ぶことも沢山あると思う。 

 はじめ、ウォーホルは精神疾患を道具として作品制作に用いた。大量に集めた物

が資料として役立ち、作品を豊かにした。その上、疾患を制作に利用することで、

作品制作とためこみ症のつながりを築き上げ、それは結果興味深い作品を生み出す

こととなった。ウォーホルの制作がためこみ症を表現するだけのものだと主張する

のは単純すぎるが、ウォーホルが執拗に写真を撮って、記録したことやシルクスク

リーンの不変のイメージの繰り返しなどから見えるウォーホルの、多数のものへの

愛と、ためこみ症による蒐集は明確な関係があると言える。 

 ウォーホルも草間も疾患を利用し、鑑賞者が作品の裏にある精神的な問題を理解

しなくても、その作品は一貫しており理解しやすい。筆者が本章で行なっているこ

とと同じように、鑑賞者は彼らの作品の中に自分自身と関連している主観的な意味

を探し続ける。ウォーホルと草間の作品のほぼ全てはとても個人的な情況や精神疾

患から動機を受けたものであったが、どちらも普遍性があり、誰でも楽しめる。こ

れからの筆者の制作には、そのことが重要な問題の一つになる。筆者の強迫性障害

を利用し、それを活かして、強迫性障害を理解しない鑑賞者にも、面白くて一貫性

を持つ一連の作品を作るアプローチを考えなければならない。 

 同じぐらい重要なことに、4-3-1で述べたように、ためこみ症は患者を不安から守

る手段であり、患者は恐ろしくてコントロールできない現実の代わりに無生物であ

                         
118 Baal-Teshuva, 前掲書、p.65（日本語訳は筆者による） 
119 同上 

図59:アンディ・ウォーホル 《宇宙船》、1983年、

キャンバスにアクリル、シルクスクリーン、27.9 

x 35.6 cm、アンディ・ウォーホル・ミュジアム蔵 
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る「もの」を代用するということが筆者の情況と密接な関係性がある。ためこみ症

患者は不安を消し去るために、所有物に依存する。また、強迫性障害患者は強迫行

為に依存する。4-2-3で書いたように、筆者にとっては、ものを作る衝動の主たる動

機は、コントロールできない世界に対して、それをコントロールできる、と思える

ものが欲しいということである。激しい不安に陥った時、筆者のコントロールの範

囲内に作った物でこの世界を満たしたいと思うのだ。このように、草間の永遠に続

く水玉模様や網状、ウォーホルのスープ缶（キャンバスに写るスープ缶も、コレク

ションで集めたスープ缶も）、筆者の制作も、同じようなことを表現している。それ

は、激しい不安に対して、コントロールできる世界への欲求から、この世界を処理

して作り直すために制作しようとするのだ。 

 そのことが、筆者が制作する根本にある動機で、筆者の作品の全ての本質がそこ

から生み出されるという発見は、これからの制作に重大な影響を与えるものであ

る。 
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第5章 現在と将来の制作へのアプローチ 

 

第5章では、第3章で述べた博士課程２年次における制作と、そして第4章で述べた草

間彌生とアンディ・ウォーホルの例を踏まえた上で、新たに考えた制作アプローチ

について記述する。 

第3章で博士課程2年次に制作した絵画シリーズそれぞれの長所と短所を分析した

結果、強迫性障害に取り組んだ作品であった場合でも、強迫性障害についての知識

や興味がない鑑賞者に対しても、作品自体に魅力があり、作品全体を通して一貫性

があるように制作しなければならないことに気づいた。博士課程２年次を通して制

作したシリーズにはそれぞれに面白い要素もあったが、しばしば学習訓練のように

感じられ、直接感動させる力が欠乏していた。 

第4章ではこの疑問に焦点を当てた。草間もウォーホルもそれぞれの精神疾患から

影響を受けながら制作を行った。ウォーホルの場合は顕著ではなかったが、草間は

自身が体験した精神的問題を明らかにしている。それにもかかわらず、草間の精神

上の問題を否定または軽視し、フェミニズムなど別の立場から草間の作品を解釈し

た批評家もいる。一方、ウォーホルについては、彼の精神疾患はごく最近になって

から正しく認知されるようになったといえる。しかし、ウォーホルも草間も、非常

に高く評価されたアーティストである。明らかに、彼らの精神的問題が制作に影響

を与え、作品を豊かにしたにもかかわらず、その問題を意識しなくとも作品に感動

し、意義あるものとして受け留めることができる。 

 それと同様に筆者も、強迫性障害に関心のない鑑賞者にもアピールできる作品の

制作を心がけるべきだと考える。筆者が強迫性障害を表現する制作アプローチを採

用し、強迫性障害を認識させることでその作品の意味が重層的になったとしても、

筆者の《ゾンビ》シリーズのような、鑑賞者があらかじめ長い説明を受けなければ

作品そのものを味わえないような制作手法は回避してゆきたい。 

 他にもう一つ大切な点について、これらアーティストの実例を踏まえて考察し

た。それは、筆者が制作する主たる動機である。ウォーホルのようなためこみ症の

患者は予想がつかない現実の不安を、ものを所有することで代用させるのと同じよ

うに、強迫性障害の患者はその恐ろしい現実によって発生する不安を制圧するため

に強迫行為を行う。魔術的に繰り返される行動により、制御不可能な現実がある程

度コントロールできるものになるという信念である。このため、ものを作りたいと

いう衝動も、私にとっては現実をコントロールしたいという欲求の表われであり、

パーソナルな現実を築き上げようとしているのである。 

 以上が現在の制作に置いても筆者が忘れないように心掛けている教訓である。 

 

5-1 インタラクティブ・デジタル作品 （ゲームをアートのメディアとして考え

る） 

 ウォーホルのキャリアから学ぶべきことがもうひとつある。それは、新しい技術

とメディアを恐れず、ファインアートの世界の外に存在していると思われているも

のを熱心に採用したということだ。 

 4-3で書いたように、ウォーホルの死後、彼の残した所有物の大半がピッツバーグ

のアンディ・ウォーホル・ミュージアムに収蔵された。集められたものの中には数

枚のフロッピーディスクとハードディスクもあった。それらがデジタルアーティス

トのコリー・アーケンジェル(Cory Arcangel)によるウォーホルの失われた作品を復
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活させる運動の原動力になった。 

 1985年にウォーホルはコマドール・コンピューターズと共同し、アミーガ1000

（Amiga1000）というパソコンとその「グラフィクラフト」（GraphiCraft）というア

ートソフトウェアの発売をプロモーションしたビデオに出演した。現在ではユーチ

ューブでも視聴可能なこのビデオは、ウォーホルがそのソフトウェアを使用し、《キ

ャンベル・スープ缶》（図60）、《自画像》（図61）、三つの目が顔に付いているボッテ

ィチェリのヴィーナス（図62）などを制作している光景を映し出しているものであ

る。しかし、それらのデジタル作品自体は、ウォーホルの熱狂的なファンであるア

ークエンジェルがその存在を確認するまでは行方不明のままだった。彼がアンデ

ィ・ウォーホル・ミュージアムに連絡し、ウォーホルの集めた所有物の中にパソコ

ン関係のものもあるかを尋ねた時、ミュージアムは状態が悪化している多数のフロ

ッピーディスクとハードディスクの存在を確認したが、その内容はまだ誰にも調査

されていない状態だった。カーネギーメロン大学のコンピュータークラブの助けに

より、時間経過によるファイルの損傷によってほぼ永遠に消滅しかけているファイ

ルの内容を救うため、デジタル考古学的なプロジェクトに着手した。データを回復

した後、次にそのファイルフォーマットを読み取る方法を検討した。数ヶ月に及ぶ

努力により、ついにその内容が明らかになった。そのウォーホルによる先駆けたデ

ジタル作品は、アミーガのプロモーション以来誰もその本物を見ていないというも

のだった120。 

 

 

 

 

 

                         
120 L.Stinson, Wired, “An Amazing Discovery: Andy Warhol’s Groundbreaking Computer Art,” 

https://www.wired.com/2014/04/an-amazing-discovery-andy-warhols-seminal-computer-art/ 2014年4月28

日、2016年9月6日閲覧 

 

 

図60:アンディ・ウォーホル 《キャンベル・スープ

缶》、1985年、アミーガ1000のグラフィクラフト 
図61:アンディ・ウォーホル 《自画像》、1985年、アミ

ーガ1000のグラフィクラフト 

https://www.wired.com/2014/04/an-amazing-discovery-andy-warhols-seminal-computer-art/
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 この作品から導き出される教訓は二つある。まず、ウォーホルは商品の販売のた

めに自分自身の名前が使われることを気にしていなかった。そしてさらに筆者にと

って重要なことに、いつもより便利でより早い制作方法を探していたウォーホル

は、新しい技術を取り入れる事に抵抗がなかった。筆者は制作にゲームを取り入れ

るように試みてきた(3-4)が、もしウォーホルがまだ生きていたとすれば、彼もそう

していただろうと信じている。 

 5-1では、本論文で語るには広すぎる話題であるため、ゲームはアートであるとい

う主張はしない。その代りに実例を出しながら、ゲームはアートの媒体として、と

りわけ精神疾患の体験を伝えるための潜在能力があることを指摘したい。年齢層が

高くなるにつれ、ゲームに対するイメージが悪くなると言える。しばしば低俗なエ

ンターテイメントとして、最悪の場合には少年の頭にダメージを与えるものとして

見なされている。しかし、ゲームは単なるメディアの一つであり、本や映画と同様

に独自の長所もある。 

 まず第一に、若い鑑賞者には、ゲーム文化はすぐに理解しあえる視覚的そして概

念的な共通言語になっている。第二に、ゲームは物語を進めていくために利用者か

らのインプットが必要なメディアであるが、利用者の興味をそそり、利用者にある

行動を遂行させるといった共通の経験をシェアできるのは優れた点だと指摘でき

る。現在存在しているゲームはほとんどアートと呼べるものではないとしても、そ

れは決してゲームはアートとして成立しないという意味ではない。筆者は「インタ

ラクティブ・デジタル作品」という言葉を是非とも強調しておきたい。ゲームとは

文字通りそういうものである。ゲームを通して重い主題を真面目に扱う試みもあ

り、近年のゲームではその事例もある。 

 

5-1-1 精神疾患を取り扱うゲームの実例 

最近、ゲーム開発を行うための安価で有力なソフトの流通が盛んになると共に、

インディペンデント・ゲーム開発が盛んになってきている。インディペンデント映

画と同様に、実験的でより重い主題に取り組んだ製品が溢れている。ジェンダーや

同性愛、そして精神疾患といった社会問題を主題に取り扱うゲームが勃興してきた

のだ。 

大まかに言うと、現時点での精神的問題を扱うゲームは、主に二つのうちどちら

図62:アンディ・ウォーホル 《ヴィーナス》、1985年、

アミーガ1000のグラフィクラフト 
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かの手法を用いている。まず一つ目はゲームの典型的な形式や習慣を利用し、その

広く知られている遊び方の中に深刻なメッセージを隠してプレーヤーに伝達すると

いう手法である。このようなゲームは娯楽を目指すと同時に、プレーヤーに考える

ことを目的とする。二つ目は、精神疾患という主題を隠さずに率直に取り扱い、ゲ

ームの習慣や娯楽の目的を重視しないといった手法である。ここで両方の実例を検

証する。 

 

Sym 
 Sym121というゲームは「社交不安症」(social anxiety disorder)といった問題に

取り組むが、パズル的な要素を入れ、初期の「スーパーマリオブラザーズ」と同じ

ようなプラットフォームゲーム（数階級のステージがあり、キャラクターは前か上

の方向に進んで行くというゲームの初期年代からのジャンル）の形式にしている。

プレーヤーはあるステージの開始地点から出発し、終了地点へ向かい、途中に障害

物や敵を飛び越え、倒されないように努力しながら前進する。 

このゲームは多様な手法で不安という主題を扱う。まず、ゲーム全体の世界はコ

ントラストが目立つ白黒のみで非常に細かく不安定に見える線で表現されている

（図63）。プレーヤーに操作される主人公のキャラクターは、細い上に曲がってお

り、長すぎる手足のついた棒人間である。このようなキャラクター・デザインに見

られるグラフィックスのスタイルが、プレーヤーに虫唾の走るような不安を感じさ

せるよう促す。ゲームの世界にある全てが鋭く尖っており危険に見える。 

次に、プレーヤーの敵となるキャラクターの表現方法にも不安を感じさせる仕掛

けがある。ゲームの世界にプレーヤーを監視する目玉が数多くあり、敵はプレーヤ

ーを食べて殺そうとするのだが、それはまるで、世界が巨大で脅威的であり、自分

がとても小さく脆弱なように感じる患者が抱える「社交不安症」を暗示しているよ

うである。 

ゲームの背景には文章が表示されるが、その文章はゲームの操作方法を説明した

り、あるパズルの解決方法にヒントを与えたりするだけではなく、例えば「彼らの

目が私を狩っている」というように、キャラクターの精神状態も明確にしている(図

63)。 

 

 

 

                         
121 Sym, Atrax Games, http://atraxgames.net/Sym/ 2015年5月8日から Steamで発売、  

http://store.steampowered.com/app/342100/ 

 

http://atraxgames.net/sym/
http://store.steampowered.com/app/342100/
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パズルはこのゲームの展開上最も面白い仕掛けとなっている。上記のように、ゲー

ムの世界は全て白い空間と黒い空間で出来上がっている。基本的には白くなってい

る空間をプレーヤーが通過し、世界のその他のバリア（壁、地面など）は黒くなっ

ている（図63）。ゲームのコントローラ上にある下方向のボタンを押すと、キャラク

ターは地中に潜り込み、世界の白と黒が交換される。この時点からキャラクターは

白い空間を通過することができなくなるようになり、逆に黒い空間を通ることがで

きるようになる（図64）。ゲームのコントローラ上にある上方向のボタンを押すと再

び世界は逆転し、キャラクターは元の世界に戻ってくる。 

 

 

 ゲームの終了地点に到着するためには白と黒両方の空間を通過しなければならな

いため、この機能はゲームの進行上大切な設定である。片方の空間ではプレーヤー

に接触してくる敵などの脅威があるが、逆の空間にはそれが無い。 

象徴としてもその機能は大切である。他人から離れた地下の黒い世界は、「社交不

安症」の患者が作る個人的で安全な世界を表現している。白い世界は人前の世界だ

が、一方の黒い世界は、自分だけに作られた不安のない安全な世界である。様々な

仕掛けでそれが強調される。 

 まず、白い世界にいる間にプレーヤーを監視する目玉は、プレーヤーが黒い世界

に入るとその目を閉じる。すなわち個人的な現実に引きこもると、他人に見られる

図63:Atrax Software Sym, 2015年、白い世界でのプレー  

図64:Atrax Software Sym, 2015年、黒い世界でのプレー  
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ことによるプレッシャーを感じなくなるということが暗示されている。また、白い

世界ではプレーヤーを捕食しようとする広い口に鋭い歯がたくさん生えた怪物に脅

かされるが、黒い世界には罠のみがある。黒い空間にいる間に、プレーヤーは回転

する丸のこ刃によって倒されることがある。これによるメタフォーは解釈が容易で

ある。人前にいる時は他人との交流が非常に危険で恐ろしいことのように感じ、他

人は脅威であるという妄想をする。他人はまるで怪物のようである。プレーヤーは

これらから逃避するために自分自身で作りあげた自分の姿のみがいる黒い世界に引

きこもることはできるが、回転する丸のこ刃によって表現されるように、引きこも

った世界の中でも危険性が自らの脳によって発生される。脳が心配することを思い

付かせるため、長い期間を一人で過ごすのは自滅的でもあるのだ。 

さらに、ゲームの設定上プレーヤーは一人で隠れている方が安全に感じるが、そ

うしていると人間性が失われるようにデザインされている。白い世界だとキャラク

ターは細長い手足が緊張しているように見える人間だとすぐ分かるが、地下に入る

と繭のようなものに変身する（図64）。また、白い世界での BGMは少し悲しげなピア

ノ曲であるが、一方で黒い世界に入ると BGMははっきりしないブザーのような音

と、洞窟の中を思い起こさせるような水のしたたる音になる。 

ゲームが伝えるメッセージは、白い世界には恐ろしい人々がいて危険に感じる

が、その世界が本当の現実であり、そこで緊張しているキャラクターは実際の人間

だと考えられる。一人で引きこもることにより、キャラクターは徐々に人間らしさ

が減ってしまい、ジメジメした暗い世界で昆虫のようなものに変化する。「社交不安

症」にかかっている人は前進し続けるために（ゲームではパズルを解決し進むため

に）、時には一人しかいない自分だけの世界へ逃げる必要もあるが、他に人がいる地

上の白い世界が現実の世界であり、そこへ立ち向かったほうがよい。 

それは目立たぬように仕組まれた緻密な計画が練られている。そしてプラットフ

ォームゲームの通常の形式や習慣を残すことで、精神疾患に興味がない人も Symを
手に取る可能性を高める。典型的なゲームの形式に包み込み、「社交不安症」につい

てのメッセージをプレーヤーにこっそりと持ち込む。しかし、それはこのゲームの

短所にもなっている。最後まで「社交不安症」を暗示する要素に気付かず Symをク

リアすることも十分有り得る。それらの要素が取り除かれたとしても、このゲーム

は基本的にあまり変わらないと予測できる。プレーヤーの娯楽を目的とするため、

このゲームには「ゲームらしい遊び」が残りすぎている。 

 

Depression Quest 
 Symと正反対のゲームとしては、Depression Quest122が挙げられる。このゲーム

の開発を監督したゾーイ・クイン（Zoe Quinn）は青年期から鬱病と注意欠陥・多動

性障害にかかっており123、Depression Questは典型的なゲームのような愉快な体験

を目指してはいない。それを証明するように、冒頭は以下のような記述で始まる。

「このゲームでは楽しく陽気な体験を提供するつもりはない124」そしてさらにゲー

ムを作る動機を伝える声明文を掲げている。 

 

                         
122 Depression Quest, Z.Quinn, http://www.depressionquest.com 2014年8月11日から Steamで発売 

http://store.steampowered.com/app/270170/ 
123 S.Parkin, The New Yorker, “Zoe Quinn’s Depression Quest,” 

http://www.newyorker.com/tech/elements/zoe-quinns-depression-quest 2014年9月9日、2016年9月8日閲覧 
124Depression Quest, 前掲書 (以下、日本語訳は筆者による) 

http://www.depressionquest.com/
http://store.steampowered.com/app/270170/
http://www.newyorker.com/tech/elements/zoe-quinns-depression-quest
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このゲームは目的が２つある。まず、鬱病にかかっていない人に対し

てはより鬱病を理解してもらうために、できる限り鬱病患者の感覚を

はっきり描写したい。〔中略〕次に、できる限り忠実な鬱病のシミュ

レーションを発表することにより、患者は自分自身が独りではないこ

とを知り、それが安心につながれば幸いである125。 

 

この冒頭陳述が証明するように、このゲームと筆者の制作目的は酷似している。

Depression Questはゲームファンの一部の間ではアート的すぎると受け止められて

いる。保守的なユーザーには気取っており、本物のゲームではないとして責められ

た。しかし、これの大半はゲーム批評のふりに過ぎなく、実際に反フェミニズム的

なインターネット上のいじめであった126。  

とはいえ、Depression Quest も基本的な形式はテキスト・アドベンチャーという

確立されたジャンルから成っている。プレーヤーは操作しているキャラクターの状

況を説明する文書を読み、その状況に応じるために選択肢の中から一つ選ぶ。その

選択によって状況が変わり、次の文書を受ける。このゲームには、操作する主人公

のキャラクターは鬱病患者であり、例えば「起きて仕事に行かなければならない

が、行けないほど鬱を感じる」、といったシナリオがプレーヤーに与えられる。プレ

ーヤーは行動の選択肢の決定により、キャラクターの鬱病が少し治るか、さらに深

刻になるかが決まる。主人公には家族や恋人がおり、嫌いな仕事へ行き、追い求め

ている情熱もある。この生活の各局面が上手くいくかどうかはプレーヤーの選択に

より決まる。鬱病の治療を受けるかどうか、薬を飲むかどうか、知り合いや愛して

いる人に鬱病について教えるかどうか、といった選択肢が用意されている。 

このゲームの文章が非常に優れていることも大きい。Depression Quest は文学作

品であり、現実味を帯びた作文である。主人公や主人公の恋人、家族など全てのキ

ャラクターは生々しく、性格付けがしっかりされている。どのキャラクターも共感

しやすいが、欠けている部分もある。このためプレーヤーに与えられるシナリオが

さらに真に迫るものとなり、ゲームがさらに鬱病患者の感覚を描写でき、制作者の

目的をかなえるようになる。そしてプレーヤーはよりストーリーにのめり込むよう

になる。プレーヤーは主人公とその周りのキャラクターも好きになり、そのキャラ

クターにとって最良の選択肢を取ることを望む。したがって、プレーヤーはどの選

択肢を選ぶかさらに真剣に考えるようになるのだ。 

このゲームの企画意図もこの深刻な主題によく則している。まず、そして最も重

要なこととして、あるシナリオに対して客観的には最良と考えられる選択肢に線が

引かれており、プレーヤーはそれを選べない。例えば恋人からパーティーへ招待さ

れたとすると、主人公が落ち込んでいるため、パーティーへ行き楽しもうとすると

いう最良の選択肢を選択できない。重い気持ちを引きずって行くという選択肢と行

かないために嘘をつくという選択肢しか残らない（図65）。 

 

                         
125 同上 
126 Parkin, 前掲書 
 



89 

 

  

  

この機能は非常に優れており、鬱病に苦しんでいる人の生活問題を素直に伝達し

ている。ある状況にどのように反応すれば一番良いかを理解している。また、他人

は同じ状況で何をするかが分かっているが、その最良な選択肢を鬱病患者には選択

肢することができない。鬱病により普通の生活を送ることが不可能になる。 

もしプレーヤーの選択によってキャラクターの鬱病が直らずに、むしろますます

深刻になれば、さらに多くの選択肢に線が引かれるようになる。より深刻な鬱病は

ますます患者のやる気を減らし、自信を奪ってしまう。大半は文章のみで出来上が

っているゲームだが、プレーヤーに鬱病患者と同じ感覚を与え、意外と直感的に彼

らが生活の中でどう感じているかを伝達している。例えば、恋人との関係を良好に

するためには何をすればいいか分かり、最善の選択肢は見えるが、苦しいことにそ

の選択はできない。この簡単な手法で、ゲームは鬱病について教示し、そして鬱病

はどのように患者の意思決定プロセスに与える影響についてプレーヤーに伝達し、

プレーヤーの共感と理解を高める。ゲームというメディアのインタラクティブな側

面を活かすことで、鬱病患者の体験を再現しその体験を伝えることは非常に重要で

ある。 

このゲームでは画面の下にあるボックス内に（図65）主人公の状況が表示されて

いる。そのボックス内では主人公がカウンセラーに会っているか、抗鬱薬を飲んで

いるか、そして自分自身が何を思うかといった事柄を示し、それによりどこまで鬱

病に苦しんでいるかを説明するのだ。これは主人公の精神状態に反応して BGMでも

強調される。Symと同様に Depression Questの BGMは通常悲しげで消えそうなピア

ノ曲であるが、プレーヤーの選択によって主人公の鬱病がより深刻になると BGMに

反映され、雑音が混ざる不穏な音楽になる。一方で、プレーヤーの選択によって主

人公の精神状態が改善される場合には、BGMがより軽く賑やかな感じになる。同時

に画面下のボックス内の説明文はより肯定的になり、主人公が自身をより前向きに

判断していることがわかる。 

視覚的にこのゲームはとても平易で、グラフィックスが少ない。画面上にはその

図65:ゾーイ・クイン Depression Quest、2014年、選択肢 
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時のシナリオと関連しているポラロイド写真がある。一例を挙げると、主人公がコ

ンピューターを使用している時はコンピューターの画面を見せ、パーティーに参加

している場合はビール缶を見せるなどのわかりやすい場面設定である。その他に関

しては、大部分の画面が少し乱れたような灰色の背景の上に黒い文字で構成されて

おり、選択肢は青い文字で、選べない選択肢は取り消し線が掛かった赤い文字で書

かれている。視覚的な要素は「灰色・単調・平凡」であり、鬱病と精神疾患全般を

適切に表現している。筆者が自身の強迫性障害について説明したが、それと同様に

鬱病の体験も単調であることが特徴のようである。つまり鬱病患者はやる気がな

く、周りの世界を虚しく感じ、無駄に生活の形を取り繕っている。そのため、この

ゲームが視覚的には単調で退屈であるというのは適切なデザイン決定であるといえ

る。 

最後に、Depression Quest があえて曖昧な結末で終わる点も指摘したい。このゲ

ームは集まってきた家族と食事する場面で突然終了する。そこではこのゲームで闘

争相手のような存在となっている、主人公の鬱病を理解できないが悪気はない母親

が主人公の状態を尋ねる。その時点までのプレーヤーの選択肢により、主人公の答

えは異なってくる。主人公は生活状況を思案した後、「未だに困難な状況ではあるが

改善されてきた」、または、「絶望的になってきた」と答える。ハッピーエンドで終

わる可能性はない。それは大半の精神疾患の経験を反映しているようである。跡形

もなく完治するということは珍しく、たださらに上手く処理できるようになった

り、疾患によるダメージが減少するのみである。 

上記のような Depression Quest の鋭い企画意図により、プレーヤーは鬱病患者が

人生に関して選択できることとできないことを体験する。このように、Depression 
Questはゲームの経験の伝達が可能なメディアとしての特徴を活かしている。 

しかしこのゲームにはいくつかの短所もある。まず、もっとも望ましい選択肢に

は大抵の場合取り消し線が引かれているため選ぶことができないものの、主人公の

生活状況を改善するために、残りの選択肢からどれを選んだほうがよいのかが時に

分かり易過ぎることである。そのためプレーヤーがゲームの結末までに主人公をよ

り悪い方向へ向かわせる方が珍しく、大体は改善する方へ誘導できる。時には、悪

い選択肢しか残っていないように感じる現実の鬱病患者の経験とは若干異なるであ

ろう。鬱病患者は最善の努力にもかかわらず、さらに深い鬱病に陥ることが時々起

こるが、ゲームの場合だと選ぶべき選択肢がほとんど分かりやすいため、そのよう

な事態にはなりにくい。ゲームを行う上では最悪の選択肢を選ぶ理由はないが、実

際の鬱病患者はよくそのような選択をする。ゲームは鬱病のシュミレーションを目

指しているが、正解のわかり易さがその足枷となっている。 

このゲームは鬱病に興味を持つ利用者に対し、既にわかりきったことを繰り返し

ている恐れがある。ゲームの主人公の生活状況は悲惨なシナリオに則るからこそ、

視覚的にとても単調で、娯楽を完全に無視しているのはゲームのメッセージを強調

するために大切なことではあるが、利用者をゲームの主題に興味を持っている人々

に制限してしまう。一般的なゲームファンが敢えて Depression Questを選び、プレ

ーを通して鬱病について学ぶ機会を得るとは想像し難い。既に鬱病を経験した人、

または既に精神疾患に個人的な興味をもっている人が自分の経験と比較するために

このゲームを選ぶという可能性の方が高いと思われる。このように、Depression 
Questはそのゲームを試みたいと考えるような人に対しては精神疾患の体験をさら

に上手く伝達できるかもしれないが、ある意味で Symの方が重要なテーマを典型的
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なゲームの形式に忍ばせプレーヤーを知らずのうちに教育する手段として、

Depression Questよりも効果的だと言えるであろう。 

 

5-1-2 《Symmetry Quest》 

 以上の実例は強迫性障害を取り入れるインタラクティブ・デジタル作品の制作方

法を考えるのに役立つ。Depression Questは鬱病患者と同じ立場にプレーヤーの身

を置くためにとても効果的なデザイン上の仕組みを含んでいるが、余分な装備を取

り除いた表現形式はゲームの主題に興味をもっていない人を寄せつけず、ゲームの

プレーヤー数を制限する。一方 Symは典型的なゲームの形式の中に「社交不安症」

についてのメッセージを忍ばせてプレーヤーに伝えようとするが、実際に「社交不

安症」を扱う要素は切り離しても遊ぶことができる。したがって、Symはメッセー

ジを伝えるコミュニケーション力が少し不足している。 

筆者は目下 Depression Quest と Symそれぞれが取る２つの異なる手法を合わせて

のインタラクティブ・デジタル作品の制作を試みている。表現形式に関しては、視

覚的な部分が強烈になるよう自分の絵画をゲームの必須要素として使用し、一見す

ると典型的なゲームのように見えるものを制作する予定である。だが、ゲームのメ

ッセージは見落とすことがないよう根本になる仕組みには強迫性障害を直接的に取

り入れ、プレーヤーに強迫性障害の体験を少しでも伝わるようにしたい。 

《ゾンビ1》（3-4-1参照）で表現したような、「シンメトリー」が中心になる強迫

行為をプレーヤーが体験できるように設計する予定である。青年期に右手で何かに

触れると左手でも全く同じように触らなければならないと感じたように、ゲームで

も操作しているキャラクターの体の右側が壁に接すると、体の左側も壁の同じ箇所

に同様に接するように操作しなければならないように感じた。《ゾンビ1》では「バ

イオハザード3」のプレーを通して上記のような強迫行為を再現した動画を作品とし

て見せたが、今現在立案しているゲームでは、プレーヤーも同様な動きでキャラク

ターを操作しなければゲームをクリアできないという設定にする予定である。これ

によりこのインタラクティブ・デジタル作品は筆者が体験したような強迫行為を再

現するものとして強迫性障害のシミュレーターになるが、精神疾患には特に興味を

抱いていないプレーヤーにも門戸を開くために、典型的なゲームのように見える作

品になるように計画している。 

 つまり、Symにも適用されていた、第一作目の「スーパーマリオブラザーズ」と

同様の典型的なプラットフォームゲームの構成を用いてゲームを開発する予定であ

る。実はこの作品のアイデアは、筆者が第一作目の「スーパーマリオブラザーズ」

を使用し、「シンメトリー」の強迫行為を遂行する動画作品の試作から生み出され

た。マリオが体の前にある壁に触れれば、全く同じように体の裏でその壁に触れる

ように操作した。そこでもし間違えて体の裏で壁の少しずれた箇所に触れてしまっ

たら、その新しい箇所を体の前で再び触れる必要性を感じる、というように続いて

プレーした。その画面を録画し、鑑賞者にもその強迫行為が分かりやすくなるよう

動画を編集した。マリオの体の前側を青、体の裏側を黄色というように色彩を変

え、体のどちらで壁に触れたら、壁の触れた箇所にもその色を付けた（図66）。この

動画作品を踏まえ、動画ではなくインタラクティブ・デジタル作品の中心となる仕

組みとして応用することを発想したのである。そしてプレーヤーはシンメトリーに

関する強迫行為を行うことから《Symmetry Quest》というタイトルを付けた。 
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 現在は以上のアイデアを中心として、アンリアルエンジン4127を使用しながら2d

プラットフォームゲームを開発している途中であり、完成後には無料でインターネ

ット上にリリースする予定である。また、開発が上手く進行すれば、ゲームや精神

にまつわる諸問題と関係するコミュニティにネットを通してゲームを公表すること

を検討している。 

 プレーヤーは主人公のキャラクターを操作し、「スーパーマリオブラザーズ」に代

表されるようなゲームと同様に2次元のステージを通り、敵や障害物を避けるという

遊び方をする。そして「スーパーマリオブラザーズ」などのゲームと同じく、明る

い BGMや漫画的なグラフィックスを含む（図67）。しかし、キャラクターの表側は

青、裏側は黄色である。キャラクターの片側が壁に触れたら（ゲームの世界を通る

途中でそれは確実に起こる）、触れたところがその色で染まる。その時点から音楽が

より不吉な感じに変調し、筆者の絵画のイメージが明るい背景から漏れ出し、ゲー

ム内の空間がカシューニスのうねる皺に変化する。そして、キャラクターは縮み始

めるのである。シンメトリ―に関する強迫行為を正しく遂行し、ステージの同じ箇

所にキャラクターの反対側でも触れると、キャラクターは元の大きさに戻り、グラ

フィックスと音楽も通常のものとなる。それが失敗に終わった場合には、キャラク

ターは消えて無くなるまで縮み、画面がカシューニスに圧倒され、ゲームが終了す

る。 

 

 

                         
127 Epic Games, “What is Unreal Engine 4”https://www.unrealengine.com/ja/unreal-engine-4 2016年9月

8日閲覧 

図66:「スーパーマリオブラザーズ」をプレーして撮影した映像作品からの一コマ、2016年 

https://www.unrealengine.com/ja/unreal-engine-4
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 このようなゲームの仕組みにより、プレーヤーに強迫性障害がどのように展開し

ていくのかを伝達できるものと考える。筆者が実際に行った強迫行為を再現するの

はそのためだ。強迫行為を行わなければならないという精神的な圧力は、不吉な音

楽や背景から漏れてくるカシューニスで表現される。カシューニスは筆者による

《浄化》シリーズ(3-3-1参照)において強迫観念を象徴していた。 

 強迫性障害患者の世界は一瞬触れただけでは明るく元気があるように感じられる

かもしれないが、ただものに触れるという何の変哲もない行為が引き金となってパ

ニックを起こし、強迫行為を行わなければならないように感じる。患者は正しく遂

行できたと感じるまで、激しい不安に陥り、心配していることが実際に起こると信

じてしまう。これが理由で主人公のキャラクターは縮むのである。壁に触れてから

タイムリミットを設け、ゲームを進行させなければならないという圧力を与えるだ

けではなく、患者が強迫性障害によってどのように苦しんでいるのかを寓意的に説

明する。強迫行為を満足いくまで遂行できなければ、強迫性障害患者は大変な不安

を経験し、自信を失う。ある期間では普通の日常的な行動を取ることが全くできな

ったりもする。 

 最後に、強迫行為は非常に時間を費やす無駄な行動であるため、プレーヤーは

「回避行動」という強迫性障害患者が持つもう一つの側面を再現するようになるか

もしれない。回避行動というのは強迫行為を避けるために取る別の行動で、例えば

この場合プレーヤーは何も触れないようにステージをのろのろとしたペースで操作

する可能性がある。 

 以上の仕組みにより、プレーヤーに強迫行為を行うという直接的な体験をもたら

すというのが全体の計画である。この作品により筆者が強迫行為を行っている動画

を観せるよりも、強迫性障害という疾患を、より多くの人々により深く理解させる

ことができると期待している。最終的に本作品の結果が成功するかしないかにかか

図67:開発中の《Symmetry Quest》、2016年 
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わらず、デジタル作品制作にまじわる教訓がより効果的で強力なものをもたらすで

あろうことは間違いなく、まずはこの作品を必ず完成させるということを決意して

いる。 

 

5-2 絵画作品 

5-2-1 《連鎖球菌》の絵画シリーズ 

博士課程3年目に入ってからは連鎖球菌（Streptococcus bacteria）の絵を数多く

描いている。これには様々な動機がある。 

まず、精神疾患は、患者の性格上の欠陥ではなく、病気だという事実を強調した

い。ただし、精神疾患は肉体的な病気や傷害と違って、症状がとても微妙で見逃さ

れがちである。足を骨折した場合には、周りの皆は松葉づえが見え、どのような問

題を持ち、どのような状況でそうなったか、そして生活にどのような影響をあたえ

るかが想像しやすい。連鎖球菌性咽頭炎(扁桃炎)の場合にも、医者は喉を検査する

と簡単にその病気を特定できる。そのような健康診断が既存しており、顕微鏡をの

ぞけば、喉からの連鎖球菌が実際に見える。 

 しかし、精神疾患にはそのような検査は存在しない。連鎖球菌などのような、わ

かりやすい悪い細菌はいない。4-1で述べているように、精神疾患を正常から区別さ

せるための診断基準はあるが、その診断基準は最終的に人為的であり、社会によっ

て作られたものである。アレン・フランセスは以下のように記載している。 

 

精神疾患の分類は、誤謬も限界もある概念にすぎず、真実を追いつつ

もけして見だせない --- が、これが精神疾患を論じ、治療し、研

究するうえで、現状では最善の方法であるのは変わりがない128 

 

 このような根本からの曖昧さにより、そもそも精神疾患など実際には存在しない

と言い切る少数派もいる。しかし、インフルエンザなどと同じような検査はできな

いが、「統合失調症」、「強迫性障害」、「大鬱病性障害」などは同じ症状が何人にも現

れる実際の疾患であり、患者の生活に深刻な影響をもたらす。ただ、区別を明確に

する境界線の定義がより曖昧で複雑だということだけである。  

 したがって、連鎖球菌の絵画を制作する動機の一つは、精神疾患は実際に存在す

る病気だと再認識させるためである。実際に存在するもので、患者に実際の影響を

与え続ける。筆者も含め精神疾患を持つ多くの患者は、周囲の人々が見えない問題

として矮小化し、簡単に片づけようとすることに対して非常に不満を持っている。

筆者が実際に言われた、「薬を飲む必要性はないよ。ただリラックスすればいい」と

いう悪気のない無知な発言はよく耳にするものだ。 

さらに重要なことに、精神疾患は脳内の仕組みや科学成分に左右される病気であ

ることから、それを持つことに関して何の負い目を感じる必要はないのだ。インフ

ルエンザにかかる人は恥を感じないし、笑い者になることへ恐怖心を抱いているは

ずはない。それを雇用主や家族に告白することに対し、また治療を受けることに対

して羞恥心を抱くことはない。鬱病や「社交不安症」なども同じように受け止めら

れるべきだ。これらは道徳心や性格の欠陥の結果ではなく、脳内の仕組みによって

生じている結果であるからだ。 

                         
128 フランセス、前掲書、p.58 
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それではなぜ他の菌類ではなく、連鎖球菌を選択したのか。実は、連鎖球菌の感

染と強迫性障害との関係性が疑われているのだ。未だ激しく論議されていることで

あるが、「シデナム舞踏病はリウマチ熱による神経学的徴候であり、A群連鎖球菌感

染が原因で引き起こされる129」、そしてそのシデナム舞踏病は他の問題と共に強迫性

障害も引き起こせることを示す証拠もある130。いわゆる PANDAS（「溶連菌感染症関

連小児自己免疫神経性精疾患131」、英語で Pediatric autoimmune neuropsychiatric 
disorders associated with streptococcal infection）も、ある場合には子供に強

迫性障害が発病されることに関連しているように思われるが、これも未だに議論の

絶えない研究分野である。いずれにせよ、連鎖球菌と強迫性障害の発病との関連の

可能性があることにより、強迫性障害に取り組む作品には連鎖球菌が最適なモチー

フになると考えた。 

しかも、顕微鏡だけでしか見えない病原体を描写するのは、筆者の強迫性障害に関

する作品のモチーフとしては最適である。なぜなら筆者は、衛生や肉体的な（そし

て精神的な）汚れに対して強迫観念を激しくもよおし、強迫行為を頻繁に行わなけ

ればならないからだ。2-1-2で記載したように、特に公衆トイレを使用する時に、蛇

口やドアの取っ手などに触れると、以前に触った人によって残された微細な寄生虫

の卵や細菌を想像し、それに対して長く手を洗う強迫行為を行う必要性を感じる。

したがって、連鎖球菌はあらゆる感染性因子のイメージが繰り返して描写するもの

としては最適であり、（2-1-2参照）以前に描いたゴキブリの作品と感覚的には近

い。どちらでも筆者の強迫観念の可視表現となっている。 

 しかも、第１章で詳しく説明したように、強迫性障害の大きな特徴は、「繰り返

し」である。まず最初に患者にダメージを与える思考（つまり強迫観念）が頭の中

で繰り返され、次に無駄な行動（つまり強迫行為）が繰り返される。それ故に、永

久に増殖しようとしており、少し怖ろしくて丸みのある個々の塊でできた鎖の連鎖

球菌(図69)のイメージが、強迫性障害を描写するために最適なモチーフだと考え

る。 

 最後に、その増殖していて、エイリアンの様で、少し怖ろしいが、同時にとても

色鮮やかなベリーのように見える細菌のイメージは、筆者の強迫性障害という主題

を超越すると考える。社会環境の側面から考察すると、現在では抗生物質への耐性

がますますついてきているという状況から、菌類を描写するのは適切である。早急

に世の中に出回るような新たな抗生物質は未だ開発中の段階で、最終手段である抗

生物質に対しても耐え得るよう、細菌が進化してきたという状況下にあり、敗血症

などの感染症によって命を落とすことが頻発するという医学の暗黒時代に戻るおそ

れが実際に考えられている。この問題は人々の注目や新薬開発の補助金が不十分な

ことから、作品で喚起させるのが大切なことであろう。 

しかし、そのような時事問題も超えて、増殖している細菌のイメージは、病気や

死のイメージを呼び起こすものとして多くの人の共感を呼ぶだろう。また病原体の

顕微鏡写真は、ゴキブリのイメージと同じように、筆者が好む、グロテスクさと美

しさの間の狭いエリアに存在するものである。肉眼で見えるより何倍にも拡大され

た細菌の鎖は不思議で異質なものである。曖昧な線や凹みや隆起の以外にはほとん

ど変哲もない球面であるが、鑑賞者に生理的な嫌悪感を覚えさせる。全ての細菌が

                         
129 『DSM-5』、p.259 
130 同上 
131 同上 
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人間に害を与えるわけではないのに、それらの増殖は人間にとって脅威であり、そ

して彼らの生命は取るに足らぬ、小さくて単純で、生きている意味もないようなも

のだと思われている。 

 それが故に、細菌のイメージはとても魅力的に感じるのだ。強迫性障害患者とし

ての心配を表現できるモチーフであると同時に、強迫性障害についての知識がない

鑑賞者も、専門知識抜きで共に作品について語り合うことを可能にさせる。 

 

表現方法  

 本作品シリーズは、制作の初期段階には二つの別な表現方法を試みた。一方では

血液培養のように肉眼で見えるスケール(図68)で描写し、もう一方では連鎖球菌を

丸みがある塊の鎖として微細なスケール(図69)で描写である。 

 

 連鎖球菌の一つ目のシリーズでは、菌が血液寒天培地に入っている段階の実験室

での培養の様子(マクロ・レベル)を描写した。連鎖球菌は種類によって異なった攻

撃を赤血球に対して行う。A群連鎖球菌感染が原因で引き起こり、上記にあるよう

に強迫性障害の発病と関連していると思われる化膿連鎖球菌（Streptococcus 

pyogenes）の場合には、赤血球を完全に破裂させ、細菌集落の回りが空になる。そ

して血液寒天培地の深紅の中に黄白色の丸として出てくるのである。これは視覚的

にも非常に魅力的（図68）であり、カシューニスは赤、橙色、茶色や金色の表現を

得意とすることから、カシューニスを素材として採用した。血液寒天培地の光沢が

ある深紅はカシューニスで美しく表現できる。 

 緋色の背景を作るために、胡粉またはジェッソの下塗りの上に様々な色、特にカ

シュ－ニスの「赤」、「朱」、「洗い朱」や「だいだい」を塗った。最後に薄めたカシ

ュ－ニスの「紅溜」の層を重ね、それでカシューニスが厚く塗ったところが縮んで

皺になり、表面のすべてが深い赤になる。 

 次に、白っぽい細菌集落を表現するために、まずカシューニスで深紅の表面を塗

り、その層が乾燥していないうちにカシューニスをはじく膠を丸い形で垂らすとい

う手法を試みた。乾いた後その膠をはがし、パラフィン蝋を溶けるまで温め、膠に

より空になっている丸いエリアにそのパラフィン蝋を垂らした。この手法により、

空の丸の中に培養している細菌集落のような、絵の表面から盛り上がった丸くて白

いドットができる（図70）。 

 

図69:化膿連鎖球菌の顕微鏡写真 図68:血液寒天培地で発育している化膿連鎖球菌 
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 しかし、その赤とオレンジ色の背景と

その表面から出てくる白い凸凹という組

み合わせは配色としては魅力的だと感じ

るのに、大きな作品には視覚的に面白く

ないように感じた（図71）。これはパラ

フィンの使用による可能性がある。実際

の細菌集落は嫌悪を感じさせるクリーム

色であるが、一方パラフィンはとても純

粋な白になり過ぎる。このシリーズに試

作した作品は、実際の血液寒天培地の同

時に現れる美しさもグロテスクさも再現

できず、実物と関係なくても作品として

は面白さも生み出せなかったため、失敗作だと考えられる。 

 

 

顕微鏡で見えるスケールがモチーフになった作品は、染められた連鎖球菌の写真

（図69)を基に描き始め、木のパネルの上にジェッソと盛り上げ胡粉で背景を築き上

げ、それから色が付いた背景としてカシューニスを薄めて塗るという、筆者が度々

使う画材で制作した。細菌の鎖を立体的に作るために、パラフィン蝋から手で形を

作りあげ、顕微鏡写真で見えるような鮮やかな色をつけるためにそれをカシューニ

スにつける。それから色が付いた背景にそれを押し付け、長い細菌の鎖になるため

にその時の気分に合わせて直感的にアレンジする（図73）。 

 この手法で様々な作品を制作してみたが、結果に満足できなかった。様々な大き

さで作品を作り（25cm の正方形パネルから183cm の正方形パネルまで）、また上記の

基本作り方に様々な変更を試みた。例えば、背景を多様な違う色彩、手法や画材で

作ってみた。ある作品にカシューニスで色つけた盛り上げ胡粉で背景を築きあげ、

ほかの作品に岩絵具で背景に色をつけた。他の試作で筆者の《カシュー色彩》シリ

ーズ(3-2参照)のような作品を最初に制作し、その上にパラフィンでできた細菌を上

に貼った。そのパラフィン細菌の大きさ、色彩、表面の質感も変更するのを試みた

(図72、図73)。 

 

図70:《連鎖球菌 A1》、2016年、カシューニス、パラ

フィン蝋、胡粉、28x49cm 

図 71:《連鎖球菌 A2》、2016

年、カシューニス、パラフィン

蝋、ジェッソ、胡粉、61x91cm 
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こうした多様な調整にもかかわらず、この制作方法における最大の問題点は、視

覚的な奥行きに欠けることだ。色付けた立体な細菌は不快に絵画の表面に置いてい

る。作品は二つの別な層で存在しているように見える。パラフィンでできた小さな

オブジェは作品の表面に単に「座っている」だけであり、描いた背景にあわなく、

そこにあるはずのないように見える。したがって、この最初の表現は失敗である。

細菌の科学写真とも、筆者の想像していたものとも違って視覚的に魅力的なもので

はない。 

 

可能な解決  

 これらの問題点への明快な答えの一つは、「細菌をパラフィンから立体的に成形す

ることの代わりに、絵の表面に描くこと」、または「背景と別な要素として存在する

パラフィンで成形された立体的なものではなく、半立体的に背景から出てくるよう

に、背景を作る方法と同様に盛り上げ胡粉で細菌の形も作り上げる」という二つの

解決策を考えた。現在、こういったアプローチを試みて描いているが、絵画シリー

ズとしては問題があるが、パラフィンでは細菌を一個一個成形するのをやめたいと

は思っていない。 

 これは細菌を一個一個成形すること自体が象徴的、そして療法的な行動だという

理由である。草間は性交に対して感じる恐怖的な強迫観念を表現するために、布の

袋を沢山詰め込んで《Sex Obsession》シリーズの男根像を作ることに多くの時間を

割いた。この非常に単調な作業に多大な努力を費やしたこと自体が作品に意味を持

たせる一要因となっている。この作品は草間の強迫性障害によって影響され、同じ

く強迫性障害を表現している(4-2-2参照)。 

 同様に、パラフィンで細菌の形を一個一個成形することに必要な時間が多大にか

かるという、何度も反復される動きは、筆者の強迫性障害に深く根差している。強

迫性障害によって、筆者は何年間も同じ行動や思考を継続し、そして時に一日に何

百回も繰り返すこともある。したがって、手作りの小さな細菌のオブジェは一つず

つが強迫行為の行いの象徴なのである。それ故に、《連鎖球菌》シリーズからこの要

素を捨て去りたくないのだ。この要素は筆者が強く共通点を感じていて、多くのイ

図 73:《連鎖球菌 B8》、2016年、カシューニ

ス、パラフィン蝋、ジェッソ、183x183cm 

図 72:《連鎖球菌 B7》、2016 年、カシューニス、

パラフィン蝋、ジェッソ、インク、92x92cm 
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ンスピレーションを与えてくれた草間彌生とも、制作の原動力になっている筆者の

強迫性障害とも、直接的な繋がりを持っている。 

 しかも、草間は布の男根像を詰め込むことや、水玉を次々描くことを含め、作品

を制作するために繰り返す行動の全てがセラピーになっていると述べている。それ

と同様に、筆者は手でパラフィンの小さなオブジェを細かく作ることで自分自身を

とても落ち着かせているように感じる。4-2-2で述べているように、深く考えなくて

も進められる細かい作業は楽しめる。パラフィンで細菌を作ることは最も代表的な

事例であろう。細菌の小さな形を作ることで少しリラックスでき、強迫性障害を穏

やかにするような効果が脳に対してある。それによって、筆者にとってパラフィン

でできた細菌は強迫性障害の象徴と同時に、強迫性障害からの解放である。 

 有望なアプローチとして、上記の二つの表現技法の、表現の仕方を少しだけ変え

ていく方法と、筆者の古い作品を組み合わせるという手法がある。パラフィンでで

きた細菌は、色をつける以前の状態がより魅力的だと制作の途中で気付いた。パラ

フィンを扱う時の温度によって（溶かした蝋から成形するか、ただ柔らかくなるま

で温めた蝋から成形するか）、そして成形する方法によって、できた細菌の透明度が

異なる。一つの細菌の表面にも、表面の箇所によって、透明度が異なるのだ。ほと

んど透明に近いものからとても純粋な白色まで変化のある、光沢を伴ったその表面

は、非常に美しいと考えている。 

 しかも、色を塗ったものより、白いままのもののほうが曖昧な形であり、まるで

昆虫の卵やカイコの繭のようで、様々なものに解釈できる。筆者は肉体的な汚れを

怖ろしく感じ、その恐怖は寄生虫と昆虫にもつながりがある（2-1-2参照）。だから

こそ、昆虫との関係は適切な見立てである。作品の意味がさらに曖昧になり、解釈

方法が多数になればなるほど、作品がさらに豊かになると思う。 

 その色が塗っていなく、さらに美しいパラフィンの形を赤い背景と一緒に揃え、

マクロ・レベルの《連鎖球菌》の作品からの白と赤の魅力的な配色を再現してみて

きた。前述のように、そのマクロ・レベルの作品は、カシューニスが赤、オレンジ

色や金色などをとても美しく表現できるため、配色がとても魅力的ではあるもの

の、本作品は少し単調であり、特に背景が視覚的に面白くない。 

 最近、強迫性障害を意識して制作で取り組もうと考える以前の作品群から、モチ

ーフに強迫性障害からの影響が見える作品（特に昆虫や好きではない人物を描写し

ている絵画、2-1-2と2-1-3参照）を選び、その絵の上に《連鎖球菌》のマクロ・レ

ベルの作品と同じように描き直している。目立たせたいエリアを選択し、カシュー

ニスの「赤」、「だいだい」、「朱」や「洗い朱」で強調する。最後にマクロ・レベル

の作品と同様に深い赤の背景を生み出す際に、元の作品が表面の下に残って見える

ように、カシューニスの「紅留」を薄い層でその上に塗る。 

 その層が乾いたら、その上に色が付いていないパラフィンのオブジェを直感的、

即興的にアレンジする。最後に、その上に溶かしているパラフィン蝋を何層も流

す。これによって、細菌のオブジェが表面に接着されると共に、細菌がさらに絵の

表面から前方に現れるように見える。絵の背景の上に単に不快に置いてあるのでは

なく、絵の層の一つから生み出されているように変容するのである（図74）。 

 本シリーズには、以前のアプローチよりも現在の手法の方が視覚的に面白い。元

の古い作品と、血液寒天培地からの美しい赤と白の配色と、色が付いていないパラ

フィンの形の半透明な白、これらが上手く組み合わされることを期待している。さ

らに、上から溢し、溶かされたパラフィンによる視覚的なアクセント効果もある
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（そのパラフィンが乾いて固まったら、絵の表面に多様な透明度が生まれる）。その

溶かしたパラフィンは《カシュー色彩 I》（図15）と《カシュー色彩 III》（図16）か

らのコントロールされていないカシューニスの流れ（3-2参照）と同様に、ほとんど

コントロールできないように絵の表面で流れ、作品に筆者が好むようなランダムな

要素を与えている（3-1参照）。 

 また、制作アプローチを組み合わせることにより、作品に多様な解釈の仕方や意

味を与えることを希望している。実際、強迫性障害がモチーフの選び方に影響を与

えていた過去の作品の上に描き直すことは有意義だと思う（図74、図75、図76、図

77）。特に連鎖球菌の小さな一つ一つのオブジェは増殖する強迫観念と行為を象徴す

ることから、それは過去の作品にも、筆者の日常生活や思考にも、強迫性障害の役

割を象徴し得るものと感じている。 

 

 

 

  

 例えば、細菌として、または昆虫の卵として、色が塗っていない長円形に様々な

図74:《連鎖球菌 C3》、2016年、《ゴキブリ I》の上

に、カシューニス、パラフィン蝋、36x28cm  

図75:《ゴキブリ I》、2011年, 漆、岩絵具、箔、和

紙, 36x28cm  

 

図77:《サッチャー首相の肖像》、2013年、カシューニ

ス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 

図76:《連鎖球菌 C4》、2016年、《サッチャー首相の

肖像》の上に、カシューニス、パラフィン蝋、

92x92cm  
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解釈があり得ることと、背景に残っていて見える様々なイメージの組み合わせは興

味深いコントラストになり、視覚的に魅力を感じさせ、様々な意味をもたらすと期

待している。 

 

5-2-2 《Inner World》のシリーズ 

 前項では絵画だけではなく、筆者が手掛けた立体作品も考察した。制作すること

の原動力は、筆者がコントロールできる範囲内のエリアを広く感じるためだという

発想を踏まえ（4-2-3参照）、鑑賞者を取り囲むように、見る者の頭を入れて鑑賞す

る3次元的な絵画空間の制作も試みた。ある部分において、このアイデアは「草間の

ピープ・ショー」(4-2-2、図46)に影響されたと言える。草間は自分自身の精神疾患

の体験をより忠実に再現するために、作品のスケールをますます大きくし、3次元の

作品へ向けたとともに、制作表現の幅を広げて行った。「草間のピープ・ショー」で

鑑賞者は、点いたり消えたりを繰り返す電球が仕込まれた全面鏡張りの空間に鑑賞

者の頭を入れ、草間の見る永遠に続く増殖を追体験した。それは永久に増殖してい

る模様に浸食され、自分自身がその模様に溶け込まれ、消滅するという草間による

「自己消滅」というアイデアをより完全に表現した作品であった。 

それと同様に、鑑賞者が頭を入れ、内面全面がべたべたしているように見え、光

沢あるカシューニスが塗ってある球形を現在制作している。鑑賞者が作者である筆

者のコントロール下の世界に入り、筆者によって作られた現実に完全に没頭させる

ことを目的としている。強迫性障害患者は強迫行為によって、現実の上でコントロ

ールが上手く行き届いていると間違った感覚を抱いているが、その強迫行為に依存

することによって実際は疑似魔術的なルールに支配されており、より狭く、より限

られた現実を受け入れるしかないのだ。この事実を暗示させる為に、球形の中に作

った現実空間は不愉快であり、圧迫性を感じさせるスペース（そしてニスの臭いに

よって悪臭を伴うスペース）となっている。 

 本シリーズでは、強迫行為の空虚な無益さを表現することを意図している。強迫

行為により、患者は心配事の上にコントロールが可能な私的現実が作られるが、そ

の現実は圧迫的であり、そして患者の生活に過酷な負担を強いている。 

このアイデアを基に、一つの試作品を制作した。針金で枠を作り、それを布で巻

き、最後にカシューニスを塗った。重いカシューニスが布を通り、内面で集まり、

鍾乳石のような滴りの形で乾燥し、そこに長居したくなくなるような、不穏で汚い

世界を作り上げる。その球形は鑑賞者の頭部を入れるための大きな穴が開けられて

いて、その穴の周りに唇のように布が集まっている。不快な生物的な形を制作した

かった。垂れているカシューニスの線がこれを強調する。大腸などのように肉質の

見た目ができた。球形の裏が布の下にある電球で照らしている。これからの光は黄

色めのニスを通り、球形の中を柔らかい金色の光を映す（図78)。 

 



102 

 

 

 

本シリーズの概念を実証する作品としてはこのプロトタイプはある程度は成功し

ていると感じるが、実作品はさらに大きく制作しなければならないと分かるように

なった。外から球形の中の全てが見えたため、プロトタイプは鑑賞者の頭部が入る

ほど大きくない。これは作品の根幹を成すコンセプトを弱体化させ実証性にも欠け

ている。 

この試作は照らし方にも問題があった。一つの弱い電球よりは、多数の小さい電

球を使用したほうが効果的になるのではないかと思っている。これらの電球をゆっ

くり点滅するように工夫する可能性も考えている。そうすると、内側がさらに不思

議で、生物的に見え、作品の色彩や影が変化するようになり、そのことにより少し

の動きを感じさせるものと思われる。 

《Inner World》シリーズは視覚的にも概念的にも筆者の他の作品との一貫性を共

有するものであり、そして強迫性障害の体験と心労ととても関係性が深いと感じて

いる。本作品が強迫性障害に興味をもたない鑑賞者にもアピールできるように、視

覚的に目を惹起、体験的な要素を持つ力強い作品になることを希望している。 

 

5-3 現在、制作している作品シリーズのまとめ 

本章で言及したシリーズは、全て現在制作中である。《Symmetry Quest》も、《連

鎖球菌》の絵画も、《Inner World》の立体作品も開発中で、未完成なシリーズであ

る。 

本研究を基に展開している作品が全て完成すれば、さらに満足いくだろうが、本

テーマの制作には終わりがない。本研究で明らかになった通りに、筆者の作品や制

作する原動力は全て強迫性障害と関係性があるため、強迫性障害と関連している制

作の全てが完成したと言えることはないのであろう。 

 

 

 

 

 

図78:《Inner World（試作）》、2016年、カシューニ

ス、布、針金、電球、直径約75cm 
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第6章 結論 

 現時点における美術と精神疾患の相互関係をめぐる言説は、狭い領域でのものに

すぎない。狂気じみたアーティスト（つまり優れた障害者）といういつまでも変わ

らないステレオタイプが世の中に多く信じられている。フィンセント・ファン・ゴ

ッホはそのステレオタイプに当てはまると思われている。このステレオタイプによ

ると、精神疾患を患うアーティストは狂気になっているのに、その精神異常のおか

げで、正常の人々には想像できないイメージを生み出せると言われている。彼らは

病んでいるが、彼らの作品は人々の生活を豊かにしている。 

 もちろん、そのステレオタイプは真実に合わなくて、侮辱的であり、そして危険

なアイデアを思い込んだものである。そのステレオタイプを本当だと信じること

は、精神疾患にかかっているアーティストが、論理的に考えた上で自己決定し、行

動する力を否定するということである。そのステレオタイプによって、精神疾患に

かかっているアーティストたちは正常な人々から隔離され、社会の枠組みの外で、

正常な思考から外れたところで活動していると見做される。ゴッホは西洋美術史の

中にその存在を認識されているが、精神的な問題で苦しむ他のアーティストの多く

は美術史の外に存在させられている。例えば、アールブリュットのような分類によ

って、正統な美術界から隔離されている。また、病気のため論理的で明快な思考が

できない、というように考えられており、安易に「他者」として退けられる傾向に

ある。そのステレオタイプは彼らの制作は情熱、才能、思考や努力の結果ではな

く、むしろ完全に疾患によって生み出されていると、侮辱的に示唆している。つま

り、彼らは直感のレベルだけでしか活動できないことを含意している。 

 西洋での初めての回顧展が開催された時(例えば、4-2-1の中で前述した、1989

年、ニューヨークの CICA におけるアメリカ初の大規模な回顧展)、その展覧会のカ

タログにエッセーを書いた批評家たちは、草間がそうした物語の犠牲者として解釈

されることを避けるために、草間の精神疾患をあえて重要視しなかった。批評家た

ちは草間を狂気じみたアーティストという「他者」として片づけるのではなく、真

面目なアーティストとして受け入れるために、彼女の制作と彼女の精神疾患との関

係を殆ど論じなかった。しかし、その作戦によって、逆の問題を引き起こした。草

間は注目を浴びたいと願って精神患者のふりをしているという噂が広まったのだ。

このようなことから、狂気じみたアーティストというステレオタイプの危うさが明

確になる。そのステレオタイプは精神疾患患者は自己意識が低く、論理的で明快な

思考の上での作品制作ができないとしている。そして、草間彌生は実際そのような

作品制作ができているからこそ「したがって、彼女は精神疾患患者ではない」と見

做されてしまう。 

 しかし、本研究ではそのステレオタイプが正当ではないことを証明できたのでは

ないかと期待している。精神疾患に苦しんでいると同時には論理的で明快に考え、

作品を生み出す人としての存在もあり得る。本研究で、筆者は自分自身の制作と精

神疾患をできる限り論理的、そして客観的に分析しようと試みた。そうすることで

研究の対象は「他者」として扱う狂気じみたアーティストではなく、筆者や草間ら

が存在する、より興味深くて境界線が曖昧な領域を模索している。 

 自分自身の制作プロセスと作品を分析することにより、筆者の強迫性障害と作品

制作との交わりがとても複雑なものだと分かるようになった。完全に良いことでも

なく、完全に悪いことでもないが、強迫性障害は制作プロセスの全ての段階に筆者

の選択肢に影響を与えるものである。もし強迫性障害に患っていなければ筆者はど
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のような生活、どのような制作しているかをよく考えた。筆者は強迫性障害患者で

はなければ、どのような作品を生み出しているか？しかしながら、これは無駄な質

問である。自分と自分の強迫性障害を切り離すことはできない。3-2で分析する《A 

CLOSED DOOR》というシリーズはそのことを明確にする。美術制作から強迫性障害の

影響を消し去るのは無理だということが理解できた。それ故に、《A CLOSED DOOR》

シリーズの作品は失敗作になったと思える。 

 強迫性障害は常に筆者の思考と大事に思っていることに影響を与えている。とい

うよりもむしろ、大事に思っていることや心配していることが強迫性障害の強迫観

念と行為に反射され、その強迫観念と行為によって、心配がさらに強まり、この循

環が繰り返される。第2章で明らかになったように、本研究を始める以前にも、強迫

性障害は筆者の作品テーマや内容に影響を与えたと言える。博士課程入学以前に制

作したゴキブリや右翼政治家の絵画作品は筆者の肉体的や精神的な汚れと関連して

いる強迫観念を反映していたのだ。それをグロテスクな表現方法を採ることによっ

て昆虫や嫌いな人を見る時に感じる嫌悪感を描写しようとしていたのである。 

 しかし、作品のモチーフや制作中の各瞬間の選択肢に影響を与えることよりも、

第4章で示しているように、強迫性障害は根本的にものを作り、想像力を駆使する欲

望、つまり制作原動力とも密接に絡まっているものである。そのように自分自身へ

の洞察力を深めたため、第4章が本論文の最も大切な文章だと言える。他のアーティ

ストに精神疾患と彼らの美術制作との交流を分析することは、自分自身をさらに深

く理解するために役に立った。 

 草間の作品は、彼女の離人感・現実感消失症の怖しい症状、および併存している

強迫性障害による心配を表現するための統一している一貫性のある作品群である。

草間は何故制作するかについて疑問を抱く余地すらない。ウォーホルの場合には、

最近だけ明らかになったためこみ症の立場から考えると、彼が写真やオーディオや

ビデオで現実を絶えずに記録していたことがより明確になり、また彼の「タイム・

カプセル」が何も捨てられない症状の典型として受け取ることができるようにな

る。ピッツバーグのアンディ・ウォーホル・ミュージアムが主張する通り、「タイ

ム・カプセル」が作品だとしても、と同時に、それらは精神疾患の症状が具現化し

たものである。多くのためこみ症患者と同様に、ウォーホルは自分で処理できるプ

ライベートな別世界を作る上げることで、予測不可能な現実から逃避した。そのプ

ライベートな世界とは、彼が集めた所有物でできた世界であった。強迫性障害患者

としての筆者は強迫行為を行うことでウォーホルと同様のことをしようとしてい

る。儀式的な強迫行為に依存することで、怖しくて予測不可能な現実をコントロー

ルしようとしているのだ。 

 筆者の制作の大部分が同じような衝動に端を発している。ためこみ症のような側

面もある。筆者は制作することにより、ある程度自分自身のプライベートな世界を

作ろうとしているのが分かるようになってきた。強迫行為という儀式的な行動を行

うにもかかわらず、現実は筆者がコントロールできる範囲外であるが、作品制作は

そのほとんどがコントロールできる範囲内である。作品を沢山作れば作るほど、現

実を作り直せたように感じ、不安を少しだけでも弱めることができるのだ。 

筆者にとって制作活動には現実逃避的な要素もある。現実の息抜きとして、自分

の作品のような人工的なものへ逃避しようとしているのだ。それと同じ指向で、ゲ

ームという別な世界を魅力的に感じると考えている。しかもそのことは日本画に感

じた興味とも関係があると思う。母国のイギリスと離れ、とても遠い文化を持つ国
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へ行くことも、歴史に興味があることから歴史と共に生活を送りたいという欲望も

現実逃避的な傾向だと言える。現実、つまり「ここ」と「今」を逃げようとしてい

るのだ。自分のために作り、逃げようとするプライベートな世界を視覚的に表現し

ようと試みている《Inner World》のような最近のシリーズが、現実からの逃避など

にも取り組もうとした発露なのである。 

この逃避的行動は現実に発生する不安からの逃避であるが、強迫性障害も同じ不

安を減らすための効果のない処理方法である。しかし、筆者は逃避的な行動で強迫

性障害自体からも逃避しようとしている。ただし、説明したように、強迫行為は不

安を抑えるための行動なのに、結果的には患者の不安が強まる。手を洗うことのよ

うな日常的所作や絵画を描くことのような楽しいはずの行動を、時間がかかる強迫

行為でストレスがかかる障害にする。強迫性障害も現実逃避的な行動も余計な不安

を減じるための対策だが、強迫性障害は実際にさらに不安を発生させ、それで現実

逃避的な傾向を強める。作品制作は、ある程度、現実から逃避できる別な世界を作

り上げようとしている行動だと解釈できる。 

したがって、自分自身や自分の制作と強迫性障害を分離させることは理不尽なア

イデアのようである。両者は深く絡み合い、互いを支えているのだ。筆者の強迫性

障害は病気であり、病気としては管理がなされる必要があるが、20年間にも渡りこ

の疾患を患い生活を送っているので、もはや強迫性障害は筆者の一部となってい

る。そして完全に悪いものではない。 

草間とウォーホルにも同じことが言えると考える。第4章での考察によって、以前

よりは彼らの作品が持つ意味を深く理解できるようになっており、草間にもウォー

ホルにも精神疾患との闘いによって制作がより豊かで面白くなったと感じている。

少なくとも、その闘いが作品に大きな影響を与えたと言える。ウォーホルの場合に

は、所有物を集める衝動と多様性への興味が彼の繰り返されるイメージから看取で

きる。草間の場合には、離人感・現実感消失症の病状を意識すれば、彼女の増殖し

ている模様と「自己消滅」という概念をさらに理解できるようになると考える。 

筆者は特に草間自身と草間の作品とのつながりを感じてきた。筆者の心に響き、

草間の精神的な悩みや美術的な目的が筆者と共通しているように感じるのである。

作品全体から見える恐ろしい強迫観念は筆者にはすぐに認識でき、彼女の作品に対

する新たな理解によって草間から非常にインスピレーションを受けるようになって

いる。彼女は精神疾患に関する諸問題を制作原動力と制作テーマとして使用し、作

品全体に一貫性をもたらすようにその精神疾患を分かりやすく描写する方法を導き

出したのは驚嘆すべき偉業である。草間の作品全体は明快な自分意識と自制を保持

しながら、自分の精神疾患を前向きで効果的にいかして援用するのはあり得ること

を証明した。精神疾患にかかっている人は論理的な意思決定能力に欠けており、疎

外された世界においてのみ活躍できるという軽蔑的なアイデアを否定している。 

それにもかかわらず、ウォーホルも草間も、精神疾患の背景を意識しなくても、

十分に作品の魅力を感じることができる。草間の作品全体には彼女の病態が中心的

な役割を果たしているが、それと同時に異なる解釈を許す。そして非常に視覚的に

強烈で統一している理由で、新しい経験としての楽しみ方もある。 

筆者にはそれがとても重要な教訓である。本研究と共に生み出した作品は強迫性

障害を説明し、検討し、表現するという目的で、修得プロセスとしてはとても有意

義だったと思う。しかしながら、今後の制作には強迫性障害を作品の主題にしたと

しても、特に精神疾患に興味をもたない鑑賞者を感動させる作品を制作することも
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大切だと思う。長い説明を受けずともその画面から何かを感じ、何かの意味を見い

だすこともとても重要である。どんなに深いコンセプトから制作が始まっても、作

品として感覚的な刺激と一体感があるように制作しなければならない。 

 第3章で分析した2年次における制作が上記の思考を証明した。よりコンセプト中

心な制作アプローチで強迫性障害を真正面から取り組もうとした《ゾンビ》や《浄

化》のようなシリーズは長所もあり、それ以前には考えたこともないメディア、例

えば映像やパフォーマンスなどを使うように走らせた。そしてそれは最近だけ初め

て考えているインタラクティブ・デジタル作品などのさらに多様なメディアの使用

に導いた。ただし、筆者には上記のシリーズは少し不可解なのではないかと思われ

る。特に《ゾンビ》は筆者に知性を刺激するように強迫性障害を扱っているが、一

見しただけでは理解しにくい作品として鑑賞者には受留められ、作品のコンセプト

の長い説明を受けなければ、作品を理解し楽しむことは不可能なのではないかと危

惧している。 

 鑑賞者に深い思考が必要であり、重層的な意味を孕む難しい作品がとても重要だ

と思う。しかしながら、知的訓練にすぎないような単調で意味が不可解であり、わ

ざと鑑賞者を突き放すような作品には異論を唱える。鑑賞者がさらに深く考えた

く、さらに意味を発見したくなるぐらい視覚的なインパクトがあり、表面的にも魅

力を感じさせる作品を作ることが筆者の希望である。だからこそ、直感性と視覚的

な力を重視したい。2年次の制作は筆者を安全地帯の外に出すために大切であった

が、作品から視覚的な直感性が乏しくなったと思う。これに対して草間とウォーホ

ルはとてもいい手本である。彼らの精神疾患問題を理解すれば、作品がさらに興味

深いものになるが、鑑賞者にその理解がなくても、作品が驚異的なものであること

には違いはない。 

第5章では、最近作ではそのような教訓を忘れないようにしている旨を述べた。強

いて言えば、筆者の制作した作品の中から最も満足している作品は何かと言われた

ら、コンセプトが特にないもの、本研究を行う前に描いた《カシュー色彩1》(図15)

を選ぶだろう。《LOOP》シリーズなど、最近制作した作品は純粋な視覚イメージとし

ては完成度に欠けていると言える。そこでは《カシュー色彩 I》や《カシュー色彩

III》のような作品の持つランダム性と簡潔さが失われている。しかし、《連鎖球

菌》のような最新シリーズでは、コントロールできない溶かしたパラフィンを流す

ことで、その要素を復活させようとした。視覚的なインパクトを残しながら本研究

で発展させたコンセプト中心のアプローチを根底に据え、制作を続けることを希望

している。 

 精神疾患と美術がともに論議されると、アート・セラピーがしばしば話題に上

る。本論文ではセラピーについては殆ど言及していないが、筆者の場合には、強迫

性障害の全てと同じように、複雑な状況だと考えられている。インタビューで草間

は絵画作品の細かい網状や水玉の何千個も描くことや、沢山の布袋に中身を詰める

ことなどというとても時間がかかり繰り返している作業は、彼女が疾患に悩んでい

るからこそできると述べており、しかもそのような作業はセラピー的な役割を果た

していると言っている。筆者にも同様に脳を満たし、強迫性障害的な傾向を抑える

単調な、ある種の肉体作業が存在する。《連鎖球菌》シリーズに使用するパラフィン

の長円形を成形することは、そのような作業の一例である。少しだけ思考が必要で

あるが、深い思考ではなく、肉体作業である。筆者には持続的な深い考えは新たな

強迫観念と行為、つまり新たな心配を生み出すことが多い。パラフィン蝋で細菌を
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制作することはそのような思考を沈静化させる。草間も同様に、制作で精神疾患の

悩みから息抜きができると筆者は考える。 

 しかし、強迫性障害は美術制作を悲惨なものにすることもある。第2章で述べたよ

うに、失敗をとても怖く感じるという強迫観念が制作のプレセスを通して、時間と

ストレスがかかる強迫行為を引き起こす（例えば、作品が台無しにされないため

に、または自分自身にとんでもないことが起こらないために、手を絶えずに洗い続

けることや何回もその作品の同じところを描き直すことなど）。そのような時、制作

が非常に苦痛になり、断念したくなる。強迫性障害によって、制作から即興性と喜

びが失われ、制作がより恐ろしい作業にもなるのである。 

 したがって、筆者には強迫性障害と作品制作の関係がとても深く、複雑な影響を

及ぼしていると言える。本研究によって、その関係をより深く理解できるようにな

った。本論の執筆は個人的成長を足し、より興味深く強烈な作品の制作に繋がるも

のと期待している。 

 本論文の目的の一つは、同時制作した作品とともに、第三者の強迫性障害の理解

を深化させるということであった。この目的を果たしたかどうかは筆者には判断し

にくいことであるが、その目的を追求することで、以前には考えたこともない新た

な制作アプローチで試作するようになってきた。とりわけゲームを使う作品、すな

わちインタラクティブ・デジタル作品の可能性に興奮している。第5章で述べている

ように、このメディアでの初めての作品は制作中で未だ完成していない。そしてそ

の作品のアイデアも未熟だと言える。このような作品制作は絵画とは必要な技術が

全て異なり、大変時間がかかる。しかし、このメディアの可能性と限界は未だ徹底

的に調査されたものではない。それにより、この分野で働くのは非常に魅力的だと

感じる。利用者からの直接入力が必要だという理由で、利用者が個人的なレベルで

巻き込まれるということがこのメディアの特徴なのである。その長所により、イン

タラクト・デジタル作品は同じ経験を分かち合うことに、もしかしたら理解や共感

を持たせることまでも理想的なツールだと考えられている。 

 筆者は研究や作品によって一般社会における精神疾患問題に関する意見を、大き

く変更できるとまでは思っていない。最も効果的に社会問題に取り組んだ美術運

動、例えばエイズ危機について意識を高めたグラン・フュアリ(Gran Fury)は、とて

も意欲的に活動し、美術界にも一石を投じたが、結果的には社会運動の一部でしか

なかった。とはいえ、一方で筆者の制作がより大きな動きの一部になり、精神疾患

に対する偏見を弱め、理解を深めるための小さな役割を担うことができればと思

う。この研究を通して得た経験として、最も有意義だったと感じたことについてこ

こで触れておきたい。プレゼンテーションで初めて自分の強迫性障害のことについ

て非常な緊張とともに発表した後、筆者の発表を聞いてくれていた二人から（個別

に）声をかけられた。彼らは自らが強迫性障害患者だと筆者に告白してくれ、筆者

のこうした取り組みを今後も続けるようにと励ましてくれた。これは筆者にとって

はとても重要な出来事であった。 

 少なくとも、本研究は、筆者にはアーティストとしても、個人としても有意義な

ものである。自分の強迫性障害と作品を合理的に分析する機会として、本研究は自

分への意識と理解を高めた。そして、「そもそも私は何故制作しているか？」という

すべてのアーティストにとって最も有意義な命題を考えるチャンスを筆者に与えて

くれた。強迫性障害は筆者の全てのことに影響を与えているから、その問いの答え

にも強迫性障害が密接に絡まっているという事実は驚くべきではない。しかしなが
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ら、その強迫性障害は外から見えるものではなく、しかも筆者に当たり前のものと

思い込んでしまいやすく、他人の皆が同じ考え方ではないことをつい忘れてしま

う。もっと厳密に言えば、他人は皆、病的な程度までは同じ考え方ではないことを

忘れてしまうのである。誰でも各々の不合理な思い込みや習慣に依存している。そ

のように考えれば、強迫性障害は正常な人間が過熱した状態になっているとも言え

よう。 

 強迫性障害に焦点を絞り、改めて検討し、視覚的に表現するように、言葉で説明

するように努力を要したこの機会は、個人としてもアーティストとしても筆者を安

全地帯の外に出したチャレンジであった。強迫性障害の症状を緩解させること、お

よび強迫性障害から生活や制作に与える影響を弱めることにはなってはいないが、

その影響をより深く理解することができた。筆者は強迫性障害が作品制作への影響

を把握できたことで、その二つをより上手く仲裁できるようになるのではないかと

思う。草間は精神疾患による悩みを作品のテーマと原動力にすることで、一貫性の

ある驚異的な作品群を制作し続けることができた。筆者にはそれが感動的な事例で

ある。筆者は作品を制作するのをやめられなく、そして強迫性障害がその制作に影

響を与えることも止めることができない。しかし、その強迫性障害をより上手く処

理し、活用することで、より魅力的でユニークな作品ができるかもしれない。 
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図版リスト 

図2:《浄化 II》、2015年、カシューニス、塩、膠、ジェッソ、 92x92cm 

図 2:《ゴキブリ I》、2011年, 漆、岩絵具、箔、和紙, 36x28cm  

図 3: 《ゴキブリ II》、2011年、 漆、岩絵具、箔、和紙、 36x28cm  

図4:《レーガン大統領の肖像》、2013年、カシューニス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 

図5:《サッチャー首相の肖像》、2013年、カシューニス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 

図 6:サッチャー 

図 7：フリードマン 

図 8:ジョンソン 

図 6-8:《イギリスの反革命の英雄》からの作品、2013年,ジェッソ、カシューニス、盛り上げ胡粉, 92x183cm x 

5点 

図 9:雪舟《四季山水図（夏）》、重要文化財、1469年前、絹本着色、75.8x149.2cm、東京国立博物館蔵

http://juemon.com/artimg/jpssesh02.jpg 

図 10:雪舟《四季山水図（夏）》からの作品、2014年、ジェッソ、カシューニス、岩絵具、盛り上げ胡粉、墨, 

92x183cm 

図 11:加藤良造《山水境》、2013 年、和紙、岩絵具、水干、130x227.3cm、作家蔵、画像は作家から 

図12:加藤良造《山水境》からの習作、2014年、ジェッソ、カシューニス、盛り上げ胡粉、 92x183cm 

図13: 芸阿弥《観瀑図》、重要文化財、1480年、紙本墨画淡彩、30.8x106.9cm、根津美術館蔵

http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/images/2008/11/09/184.jpg 

図14: 芸阿弥《観瀑図》からの習作、2014年、カシューニス、盛り上げ胡粉、箔、 53x92cm 

図15:《カシュー色彩1》、2013年、カシューニス、ジェッソ、 92x92cm 

図16:《カシュー色彩3》、2013年、カシューニス、ジェッソ、 92x92cm 

図17:《A CLOSED DOOR I》、2015年、カシューニス、ジェッソ、 92x92cm 

図18:《A CLOSED DOOR II》、2015年、カシューニス、ジェッソ、 92x92cm 

図19:《浄化 I》、2015年、カシューニス、塩、膠、水干、 92x92cm 

図20:《浄化 II》、2015年、カシューニス、塩、膠、ジェッソ、92x92cm 

図21:《浄化 III(縦パネル)》、2015年、カシューニス、塩、膠、新聞紙、92x92cm 

図22:《浄化 III(床パネル)》、2015年、カシューニス、ゴム手袋、92x92cm 

図23:《浄化 III》、(動画からのそれぞれなコマ)、2015年 

図24:《浄化 IV》、2015年、カシューニス、塩、新聞紙、92x92cm 

図25:《浄化 IV》、(動画からのそれぞれなコマ)、2015年 

図26:《LOOP I》、2015年、カシューニス、胡粉、92x92cm (図27のエリアは緑でハイライトしている) 

図27: 《LOOPI》から選択して、《LOOPII》で拡大したエリア 

図28:《LOOP II》、2015年、カシューニス、胡粉、92x92cm (図29のエリアは緑でハイライトしている) 

図29: 《LOOPII》から選択し、《LOOPIII》で拡大したエリア 

図30:《LOOP III》、2015年、カシューニス、胡粉、漆喰、92x92cm (図31のエリアは緑でハイライトしている) 

図31: 《LOOPIII》から選択し、《LOOPIV》で拡大したエリア 

図32:《LOOP IV》、2015年、カシューニス、胡粉、漆喰、92x92cm (図33のエリアは緑でハイライトしている) 

図33: 《LOOPIV》から選択し、《LOOPV》で拡大したエリア 

http://juemon.com/artimg/jpssesh02.jpg
http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/images/2008/11/09/184.jpg
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図34:《LOOP V》、2016年、カシューニス、胡粉、漆喰、92x92cm 

図35:《ゾンビ1》からのそれぞれのコマ、2015年 

図36:《ゾンビ2》からのそれぞれのコマ、2015年 

図37: 草間彌生《無題》、1939年頃、鉛筆と紙、24.8x22.5cm、作家蔵

http://www.cinra.net/news/gallery/30892/8 

図38:草間彌《無題》、1939年頃、鉛筆と紙、24.8x22.5cm、作家蔵 

http://www.cinra.net/news/gallery/30892/9 

図39:草間彌生《発芽》、 1952年、インク、パステル、紙, 24.7x18cm、作家蔵

http://whitney.org/image_columns/0037/5672/14_kusama_the-germ_web_572.jpg  

図40:草間彌生《ネット・アキュミュレーション No.7》、1962年、写真コラージュ、73.7 x 62.2cm、MoMA蔵

https://www.moma.org/collection/works/49993?locale=en 

図41:草間彌生《エアメイル・ステッカー》、1962年、コラージュ、キャンバス、181.6x171.4cm、ホイットニー

美術館蔵 http://whitney.org/image_columns/0037/5663/kusama_airmail_stickers1962_640.jpg 

図42:草間彌生《No.C.A.9》、1960年、油絵具、キャンバス、131.76 x 102.24 cm、LACMA蔵

http://collections.lacma.org/node/188228 

図43:草間彌生 ガートルード・スタイン画廊での個展《集合 – 1000艘のボート・ショー》にて、1963年  

http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/timeline/ 

図44: 草間彌生 カステラーニ画廊での個展《ドライヴィング・イメージ・ショー》にて、1964 

http://www.formidablemag.com/yayoi-kusama/ 

図45: 草間彌生 リチャード・カステラーニ画廊での個展「フロアー・ショー－草間」に出品された《無限の鏡

の間－ファルスの原野》で、1965年 http://arttattler.com/archiveyayoikusama.html 

図46:草間彌生 リチャード・カステラーニ画廊での個展「草間のピープ・ショー」にて、1966年 

http://uk.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2012/february/02/the-fantastical-world-of-yayoi-

kusama/?idx=23&idx=23 

図47:草間彌生 第33回ヴェネツィア・ビエンナーレにて《ナルシスの庭》で、1966年 

http://www.bard.edu/news/events/event/?eid=126477&date=1398376800 

図48:草間彌生 ニューヨークのセントラル・パークでのハプニング《人体炸裂》、 1968年 

http://www.formidablemag.com/yayoi-kusama/ 

図49:草間彌生《トラヴェリング・ライフ》、1964年、ミクストメディア、248x82x151cm、京都国立近代美術館蔵 

http://www.nact.jp/exhibition_special/2016/kusama2017/img/traveling-life.jpg 

図50:草間彌生 コラージュ（もはや存在しない）、《増殖#2》で横になっている（撮影：ハル・レイフ）、1966年

頃 http://images.artnet.com/images_us/magazine/books/corbett/yayoi-kusama-2-15-12-6.jpg 

図51:草間彌生《残骸のアキュミレイション（離人カーテンの囚人）》、1950年、キャンバスに油絵具、

72.3x91.5cm、東京国立近代美術館蔵 http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/kusama-and-anti-war-

activism 

図52:アンディ・ウォーホル Red Airmail Stamps、1962年、キャンバスに合成ポリマー絵具、シルクスクリー

ン、40.64 x 50.8 cm、LACMA蔵 http://collections.lacma.org/node/208710 

図53:サザビーズの倉庫でウォーホルの所有物、1988年 (撮影: Frederick Charles) 

http://www.press.uchicago.edu/books/excerpt/2015/Herring_Hoarders.html 

図54:ウォーホルの死後のダイニングルーム、1987年 (撮影: Evelyn Hofer) 

http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/warhol-house-dining-room-new-york-1987-news-

photo/530015381#warhol-house-dining-room-new-york-1987-picture-id530015381 

図55:アンディ・ウォーホル 《飾られたペニス》、1950年代、紙にボールペン、43.2x35.6cm、アンディ・ウォ

ーホル美術館蔵 https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/2f/94/56/2f94562b8fea5aac9f26131cde90abbd.jpg 

図56:アンディ・ウォーホル 《32個のキャンベル・スープ缶》、1962年、キャンバスに合成ポリマー絵具、各

50.8x40.6、MoMA蔵 https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962 

http://www.cinra.net/news/gallery/30892/9
http://whitney.org/image_columns/0037/5672/14_kusama_the-germ_web_572.jpg
https://www.moma.org/collection/works/49993?locale=en
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http://arttattler.com/archiveyayoikusama.html
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図57:アンディ・ウォーホル 《僕の庭の奥で#9》、1956年、紙にインク、アニリン染料、34.9x42.5cm、アンデ

ィ・ウォーホル美術館蔵 
http://guyhepner.com/wp-content/uploads/2015/06/9.png 

図58:アンディ・ウォーホル 《酸化絵画》、1978年、麻に銅塗料、尿、198x573cm、 サーチ・ギャラリー蔵 

http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/andy_warhol_20.htm 

図59:アンディ・ウォーホル 《宇宙船》、1983年、キャンバスにアクリル、シルクスクリーン、27.9 x 35.6 

cm、アンディ・ウォーホル・ミュジアム蔵 

http://www.warhol.org/uploadedImages/Warhol_Site/Warhol_Responsive/Pages/other_and_special_pages/spa

ce-ship.png 

図60:アンディ・ウォーホル 《キャンベル・スープ缶》、 1985年、アミーガ1000のグラフィクラフト 

https://www.wired.com/2014/04/an-amazing-discovery-andy-warhols-seminal-computer-art/#slide-1 

図61:アンディ・ウォーホル 《自画像》、 1985年、アミーガ1000のグラフィクラフト 

https://www.wired.com/2014/04/an-amazing-discovery-andy-warhols-seminal-computer-art/#slide-1 

図62:アンディ・ウォーホル 《ヴィーナス》、 1985年、アミーガ1000のグラフィクラフト 

https://www.wired.com/2014/04/an-amazing-discovery-andy-warhols-seminal-computer-art/#slide-1 

図63:Atrax Software Sym, 2015年、白い世界でのプレー  

図64:Atrax Software Sym, 2015年、黒い世界でのプレー  

図65:ゾーイ・クイン Depression Quest、2014年、選択肢 

図66:「スーパーマリオブラザーズ」をプレーして撮影した映像作品からの一コマ、2016年 

図67:開発中の《Symmetry Quest》、2016年 

図68:血液寒天培地で発育している化膿連鎖球菌

http://www.bacteriainphotos.com/photo%20gallery/Streptococcus%20pyogenes%20colonies.jpg 

図69:化膿連鎖球菌の顕微鏡写真

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Streptococcus_pyogenes.jpg/260px-

Streptococcus_pyogenes.jpg 

図70:《連鎖球菌 A1》、2016年、カシューニス、パラフィン蝋、胡粉、28x49cm 

図 71:《連鎖球菌 A2》、2016 年、カシューニス、パラフィン蝋、ジェッソ、胡粉、61x91cm 

図 72:《連鎖球菌 B7》、2016 年、カシューニス、パラフィン蝋、ジェッソ、インク、92x92cm 

図 73:《連鎖球菌 B8》、2016 年、カシューニス、パラフィン蝋、ジェッソ、183x183cm 

図74:《連鎖球菌 C3》、2016年、《ゴキブリ I》の上に、カシューニス、パラフィン蝋、36x28cm  

図75:《ゴキブリ I》、2011年, 漆、岩絵具、箔、和紙, 36x28cm  

図76:《連鎖球菌 C4》、2016年、《サッチャー首相の肖像》の上に、カシューニス、パラフィン蝋、92x92cm  

図77:《サッチャー首相の肖像》、2013年、カシューニス、胡粉、黒いペンキ、92x92cm 

図78:《Inner World（試作）》、2016年、カシューニス、布、針金、電球、直径約75cm 
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