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「練習しててずっとできなかっ

たことが急に 

できるようになる」。動きつづ

けることで生 

    みだされる加藤泉の作品群 

 
3月 4日から 4月 17日まで、ニューヨークのローワーイーストサイドにあ

るペロタンギャラリーで個展 を開催している加藤泉。ペインティングから

木彫や石彫、ファブリックを吊る立体作品のインスタレ ーション、そして

新しいプラモデルを取り入れた一連の作品を展示する本展は、ギャラリー

での展示 としては加藤のキャリアでも史上最大規模のものだ。ニューヨー

クでは 5年ぶりとなる個展のために、 まだまだコロナの影響が残るニュー

ヨークに滞在する加藤に話を聞いた。  

 

聞き手・文=藤高晃右  

 



 

 

 

加藤泉 Courtesy of Perrotin and the artist. Photo by Guillaume Ziccarelli.  ──ニューヨークでの 5年ぶりの個展ですが、どういうことを意

識しました か?  

展覧会は世界中どこでも嬉しいけど、アートの中心ニューヨーク

で見せるこ とははやはり意識したよね。とはいえ仕事はいつもど

おりだけどね。ファブリ ックの作品をニューヨークで見せるのは

初めてで、いつもは見せる国の材料で つくってきたけど、世界中

から人が来るニューヨークの場合は、逆にこれまで 色んな国でつ

くって発表してきたものをまとめて見せたほうがニューヨークら 

しいかと思って、そうしたんだよね。今回、最新作を含んだ約

70点くらいも ってきたけど、ペインティング、石の作品、木彫



 

 

の作品、そしてファブリック の作品と総合的にわかりやすく展示

できたはず。ニューヨークのペロタンの 2 フロア使った広いほう

のスペースで展示することができて、ギャラリーでの展 示として

は最大規模になったかな。  

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. 

Courtesy the artist & Perrotin.  

   ──これまでいろんな国で作品を見せてこられましたが、今回の
ニューヨーク 

   の人の反応はいかがですか? 

ニューヨークの人はね、石の作品が好きみたいだね。手が入って

いるクラフ ト的なものよりも、考え方が面白い石を組み合わせて

絵を描いただけという作 品が好きみたい。逆に、アジアの人は、

木彫が好きで、手が入っているのがわ かりやすいものが好きみた

いだね。絵はどこもかわらないね。好きな人は好き って感じ。こ

っちにも石を掘る人はいるけど、あまり石を積み重ねてっていう 



 

 

人はあまりいないからかなあ。ウゴ・ロンディノーネなんかがつ

くっているく らいかな。  

 

加藤泉 無題 2020 石にアクリル絵具、ステンレススチール 31x25x14cm Photo by 

Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. Courtesy the artist & Perrotin  

   ──グローバルに展開するペロタンで、東京、パリ、香港、ニュ
ーヨークと世 

   界中のいろんな場所で展開がありますが、作品制作の段階で、

見せる場所を意 

   識しているのですか? 
 

スタジオでつくる作品に関してはそういうのはあまりないかな。

ファブリッ クの作品と石の作品だけは、そういうことを考えるけ

れど。昨年のパリでの個 展のときはフランスの古い布を予め探し

て、それで作品を作って見せたり、香 港でもやっぱり、香港のマ



 

 

ーケットで購入した布でつくったものを見せたりそ ういうことは

あるんだけど。他の絵とか彫刻は、できたものを見せていくとい 

うかたちで、見せる場所にあわせてつくることはないな。  

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. 

Courtesy the artist & Perrotin.  ──清水寺でのグループ展(「CONTACT つなぐ・結ぶ 日本と世界

のアー ト」、2019年)で、国宝の西門に展示された作品も今回入

ってますが、ギャ   ラリーのホワイトキューブで見せることに関

してはいかがですか? 

この作品は清水寺でサイズを図り、その展示のためにつくったも

のだけど、 他にも東京の原美術館(個展「LIKE A ROLLING 

SNOWBALL」、2019年)や、 メキシコ(個展「IZUMI KATO」、

Fundación Casa Wabi、2019年)と香港 (グループ展「

Unconstrained Textiles: Stitching Methods, Crossing Ideas」、 

CHAT [Centre for Heritage, Arts and Textile]、2020年)の展覧会



 

 

で見せたもの と、フランスの布で制作した新作と全部持ってきた

けど、ファブリックの作品 は場所が変わると全然見え方が違って

面白い、自分で見ても別の作品のようで 面白い。これはこれであ

りだなと。  

 

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. 

Courtesy the artist & Perrotin.  



 

 

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato.  

Courtesy the artist & Perrotin. ──ニューヨークということで、作品のモ
チーフの意味とか意図、絵画の分析  

   を求められることは多いですか? 

まあ、世界どこに行ってもそのことを聞かれることは多いね。ア

メリカだか らというわけではない。説明できることはちょっとは

あって、どの国でも答え ることはだいたい同じだな。聞かれても

わからないことはわからないって答え るし。ただ、フランスの観

客はすごく感想を言ってくれる気がする。私はこう 思う僕はこう

考えたという意見を周りに言ったり、俺に話かけたり。アメリカ 

は意外とそういうわけでもないかな。  



 

 

──展覧会のプレスリリースや、カタログ内のエッセイで、加藤
さんの作品の 背景として神道や土着のもの、縄文というキーワー

ドが説明として使われてい るが、それについてどう思いますか?  

日本以外の国では、ギャラリーがそういう説明の仕方をしている

かな。とく に意識してつくっている訳ではないので、細かいとこ

ろではちょっと違うと感 じるところもあるけど、海外の人がそれ

でイメージがしやすくなるのであれ ば、いいと思う。見た人が逆

にそれとは全然違うと思う人もいるかもしれない けど、ひとつの

とっかかりとしてはいいんじゃないかな。  

   ──また、カタログ内で宮崎駿のアニメに出てくるキャラクター
と対比する文 

   章もありました。 

    俺は宮崎駿好きだから、いいと思うけど、宮崎駿が俺の実家(

島根)の文化 

   とか、日本の古い文化に影響されていると思うんだよね。俺が

宮崎駿に影響さ 

   れてるんじゃなくて、お互いに影響されているものが似ている

んじゃないかな 

   と思う(笑)。 



 

 

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato.  

Courtesy the artist & Perrotin. ──最新作のプラモデルの作品に出てくる
動物はアメリカのものだそうです ね?  

 

主にアメリカの 50年~60年代につくられたプラモデルを使って

いるんだけ ど。その年代のものを作品に使うのによくて、プラス

チックの状態とか、色も きれいだし、面白い形なんかがいいなあ

と思って。その年代はアメリカとイギ リスにちょっとしかなくて

、他の国ではほとんどなかったみたい。だから ebayでたくさん

買っちゃった。その後の時代は日本のもあるんだけど、造形 があ

まかったり、プラスチックの材質が変わってしまって柔らかくな

ったみた いでだめなんだよね。結構いろんなものを買って試して

みた結果アメリカのそ の年代のにいきついた。こっちで見てくれ

た人でも年配の人で、懐かしいって 言ってくれてた人はいたなあ



 

 

。 

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. 

Courtesy the artist & Perrotin. 

 ──これまでもプラモデルは好きだったそうですが、作品には使
ってこなかっ  

たんですよね?  

いまだから使えるっていう感じかな。こういうことはプラモデル

に限らず、 結構他にもあって、昔から好きだけどいまだから投入

できる技術とか趣味があ るんだよね。石もそうだし、ファブリッ

クもそうだったね。俺の作品にそうい う新しいマテリアルを投入

できる技術とかテクニックが、いま身についてきた っていうこと

だと思う。材質への知見とかではなくて、組み合わせる表現の技 

術、造形的な技術のレベルが上がったんだと思う。俺にしかでき

ない作品にす る技術がついたんだと思う。前はできなかったこと

ができるようになった。  



 

 

   ──その技術というのを少し聞かせてください。それは日々進歩
するものです 

   か? 

日々の練習が実っている感じ。スポーツと一緒だけど、練習して

てずっとで きなかったことが急にできるようになる。そういう感

じ。練習といっても、ス タジオで作品制作するだけじゃなくて、

生活の全部に渡ることだけどね。休む こと、他のことすること、

展覧会をすることももちろん大事、いろんな理解が 深まって、能

力が上がって、ある瞬間にできるようになる。スポーツみたいな 

んだよね。心技体が高まるみたいな、そんな感じ。  

 

ペロタンニューヨークの展示風景より Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi Kato. 

Courtesy the artist & Perrotin.  



 

 

──作品を見て、その技術が進歩していることをわかる人はいま
すか?  

ちゃんとした絵描き同士ならわかるよ。俺だって人の作品みて、

こいつ適当 にやってるなとか、すごい攻めてるなとか全然わかる

。アーティストが褒める アーティストっていうのはちゃんと仕事

やってるやつだよ。つねに自分を更新 しようと思って、自分の記

録を破ろうとするみたいな。ホックニーとかすごい と思うよ。ず

っと絵画の可能性を常に追求していて、見てて俺も頑張ろうと思 

うよね。  

 

加藤泉 無題 キャンバスに油彩 252×130.5cm Photo by Guillaume Ziccarelli ©2020 Izumi 

Kato. Courtesy the artist & Perrotin  



 

 

   ──ファブリックや石などの新しい材料を使ってみるというのは
どういうきっ 

   かけたったんですか? 

絵の行き詰まり方を乗り越える術を見つけたっていう感じ。それ

まではただ スランプになって変な絵ができてボツになってたのが

、彫刻で解消しようと思 うようになってから、何かで行き詰まっ

たときに、絵を進めるために他のこと をやるくせみたいなものが

できた。そういう練習の仕方を意識的にやってき た。それが石と

かファブリックとかのきっかけ、だから絵のためにやっている ん

だと思う。そのうち絵にフィードバックされる予感はあるけど、

無理にはや らない。今回の絵の作品もすべてキャンバスが 2枚に

分かれているのも、立体 やファブリックの作品と全部関連してい

る。彫刻がジョイントしたり分かれた りしているのが絵に還元さ

れているんだと思う。  ──コロナで多くのことがデジタルに移行しましたが、制作プロ
セスにデジタ  

   ルなものを使っていくことはありますか? 

展覧会の宣伝なんかに使うことはあるけど、制作には使えないな

あ。うまく 使えるんだったらいいと思うけど、俺には全然うまく

使えないから使わない。 粒がわかんないんだよ、デジタルだと。

デジタルだと粒がそろってるわけじゃ ん。絵具は全然そろってな

いんだよ。俺は手で描いてるからわかるんだけど、 ザラザラして

るやつもあれば、ぬるぬるしてるのもあるけど、デジタルだと全 

然それができない。粒をまばらに置くとグラデーションになるし

、粒をそろえ るとツルッとした表面ができるわけで、さらに粒と

粒を重ねたりもできて、彫 刻的なこともできる。だからものすご

い情報量なわけよ。デジタルでうまく再 現できないから、俺が使

う意味がいまはない。3Dプリンターとイラストレー ターみたい

なのがうまく合体したようなのができれば、もしかしたらできん

の かもしれないけど、いまはあまりイメージわかないなあ。  



 

 

   ──次にやりたいこと、取り組みたいことはなんですか? 

コロナが収まったら、展覧会のオープニングにバンドのライブを

やりたい。 あと、いまファブリックとか石で立体でやっているこ

とを絵に還元したい。も うちょっとできる気がするんだけど、な

かなかすすまないので、今後それをや りたいなあ。  

   ──現在、加藤さんの拠点は東京と香港ですが、その状況は変わ
りませんか? 
 

いまの感じは気に入っていて、1ヶ所にいるより、2ヶ所という

のがいいん だよね。ただ、香港だけに拘らないので、ニューヨー

クでもいいし、パリでも いいし、メキシコでもいいし、何か縁が

あるところにどこかスタジオをあけて おきたい。もっと言えば東

京である必要もないから、移ることがあるかもしれ ないけど、と

にかく 1ヶ所でいるよりも動いているほうが、健康的にできる気 

がする。さっきも話した絵で行き詰まったときに、他のマテリア

ルをやってみ るのと同じで、他の場所に行ってやってみるのもい

い。自分のペースをつくる ことができる気がする。  ──最後に、加藤さんは日頃から若手に向けてもっと外に出たほ
うがいい、海 外に行ったほうがいいとおっしゃっていると思うん

ですが、あらためて聞かせ てください。  

おれは、歳を食ったこともあってちょっと意見を言いたいんだよ

、説教親父 じゃないけど(笑)。よく日本の絵描きって田舎こもっ

て自分の絵を磨き上げ  

る!みたいな方向に行きがちだけど、俺がやってみた感じだと、

それではいい 絵ができない。海外に行っていろんなものを見ると

いうのも大切だけど、もっ と世の中とちゃんとつながってないと

作品はできない。閉じちゃったらうまく いかない。絵だけ描いて

てもうまくいかなくて、自分が止まっていると作品も 止まるって



 

 

いうか。意図的に動いたほうがいいんじゃないっていう話はよく

す るんだよね。とくに日本は島国だし、そういう傾向が強い。  

海外派遣の助成プログラムに応募するのでもいいし、自分で旅行

で海外に行 ってみるのもいいと思う。自分も昔、パリのピカソ美

術館に行って、ピカソっ てすげーなと思ったことがある。日本に

はあまりいいピカソの絵がなくて、見 る機会がなかったから、ピ

カソって広告代理店みたいなへんな作家だと思って いたけど、実

際に見てみたら、めちゃめちゃいい絵がいっぱいあるのがわかっ 

て、びっくりした。ネットで見てもよくわからないし、実際に見

ないと。ペイ ンターにはパリはいいと思うな。マチスもいいのが

あるし、オランジュリー美 術館のモネもすごいし。ああいうのは

本当に行かないとわからないよ。  

 

加藤泉 Courtesy of Perrotin and the artist. Photo by Guillaume Ziccarelli.  
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