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TONARI no ART 1

ボクラのパラレルにある∞方向世界
_NOBUMASA TAKAHASHI

「人の心を動かしたい」。高橋信雅の作品の目的

はピュアで、原理的だ。「人の心が動けば、世

の中の何かが変わるでしょう？」その眼差しで問いかけ

られると、思わずたじろいでしまう。なぜなのだろうか。

　高橋信雅を限られた文字数の中で説明することは困

難だ。なぜなら、彼は常に同じ所にいることがない。

「JAPANESE GRAFFITI」シリーズは彼の代表的な作

風だが、それさえも彼の必然で発生した通過点でしか

ない。多種多様な作品・作風のすべてが、そうなのだ。

「これで人の心が動く」と高橋が感じた時に、彼独特

のクリエイティブのロジックによってレーザービーム

のように連射される。

　だが、描く手法にロジックは盛り込まれても、そこ

に既成概念は皆無だ。例えばJAPANESE GRAFFITIを

観ると、実在の人間から、忍者やロボット、はたまた

妖怪まで登場してくる。彼が描きたいもの、おもしろ

いと思うものが怒濤のごとく白い平面の中で踊り、い

つしか壮大な世界のひとつが完成する。他の作品シリ

ーズでも同様だ。

  「言葉もうまくなりたいけど、やっぱり絵描きだから」。

そう言いながら、高橋信雅は自ら理想とする“世界観”

を確立するために描き続ける。その世界観は、文明がこ

こまで成熟してしまう前の時代のそれに似ている気がす

る。「百年も前に、カレル・チャペックが“ロボット”と

いう概念と言葉を創りましたよね。それって、すごくな

いですか？」現存しないものを概念化する高い創造力と

自由な発想こそ、高橋信雅の視線なのだと思う。

「既成概念ゆえに世の中が変な方向に行ってしまう。

人は自由な発想をベースに創造すればできるはずなの

に、経済とか法律とかに縛られすぎて可能性を失って

しまっている」と高橋は言う。「ベイエリアにあるよ

うな等身大の動かないロボットを創るなんて面白くな

いですよ。日本の技術をもってすれば、あれは動くは

ずなんです。ただ、予算が…とか大人の事情で実現し

ないだけ。除幕式でガシーン、ガシーンと数十メート

ルもあるロボットが動くことを想像したら、そしてそ

ういうロボットがたくさん歩いている街を想像したら、

楽しくてしかたがないでしょう？」。

　荒唐無稽とも思われる彼の思考は、実は夢想ではな

いことが様々な面で分かる。絵やイラストという表現

方法にとらわれることなく、あったらおもしろいとい

うことを彼は実現してしまうからだ。小さなアイテム

から巨大な建築まで、彼は自分のアイデアを書き残し、

実現可能なものはすぐにカタチにしてしまう。それが

ガリレオやダ・ヴィンチの多才性に重なってしまうの

が、非常におもしろい。

　彼と話しているとたじろぐ理由。それは、僕らが子

供の時に持っていたはずの柔軟な思考や創造力をあま

りに失っているからだ。彼はそれを持っている。そし

て、それをカタチにできる。僕らはそれを観て懐かし

み、同時に新しい魅力を感じる。子供心を持った大人

が生み出すクリエイティブと言うとあまりに凡庸すぎ

るが、それは優れたアーティストたちの共通項のよう

な気がしてならない。

　高橋信雅が描く様々な方向性の世界を前にして、脳

味噌が硬くなっていること、シナプスがつながらない

ことを恥じ入る。“ああ、こういう見方や考え方だと、

たしかに世の中おもしろいよね”。それで、いいと思う。

STRUCTURE TOMOTAKA YAMAZAKI   PHOTO JUNICHI TAKAHASHI

文・山崎友貴　写真・たかはしじゅんいち
ヘア＆メイク・得字マキ
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高橋信雅の時空

　2006年 個 展「JAPANESE GRAFFITI」（中 目 黒

SPACE FORCE）にて正式発表。「本来、社会批判を

する表現方法であるはずの“グラフィティ”が社会に

認められ“アート”になったという社会現象を、グラ

フィティアーティストではない高橋信雅が『JAPANESE 

GRAFFITI』というアートで批判、皮肉る」という作

品シリーズ。高橋信雅の代表的な作風のひとつ。ギャ

ラリーの前で思いつくままをライブで壁に表現してい

く。そのため、時としてギャラリーさえも絵の中に取

STRUCTURE programme   PHOTO KENJI SATO,NOBUMASA TAKAHASHI

文・編集部　写真・高橋信雅（p8、9）、佐藤謙司（p10、11）

り込まれ、観ているうちに知らず知らずその世界にい

るというおもしろさがある。

　ここで紹介するJAPANESE GRAFFITIシリーズ最大

の作品は、アートガイア河口湖ミュージアム（現：河

口湖北原ミュージアム）の開館記念作として制作され

たもので、2006年４月より14か月をかけて描かれた。

作品は美術館階段ホールにポスカだけで描かれ、最長

面６×22ｍという空間を高橋が創造する緻密なキャ

ラクターが埋め尽くした。



全体の構図は、天井から地面に向かって過去から未
来へ。下段の壁が3つに分かれているのを利用して３
つの未来を創造した。いちばん太く長い壁は、落ち
てきた「西洋文化」等、混在したすべてをうまく飲
み込み、より多くの事柄を飲み込んだゴチャマゼ近
未来日本。短く一気に狭まっていく壁は、絶望と死。
細く長い壁は、木の文化日本への希望、自然と科学
の融合成功、生きた森の町で自然と動物達との共存。

日本の象徴「富士山（不二山）」に「富士五湖」、そして麓に広が

る色々なもの（文化、人種、想像、科学、妄想、夢、現実、死、生、

かわいい、怖い、小さなストーリー、大きな革命や事件）が入り

雑じったゴチャマゼな日本。日本の象徴「富士山（不二山）」を

押し潰そうとしているのは、「百鬼夜行の妖怪達（古い日本文化）」。

「百鬼夜行の妖怪達」に押しつぶされそうな日本を「完全なる正義」

を持って救いにきた「巨大アメリカロボ（西洋文化）」。愛（ハー

ト）の弾丸で「百鬼夜行の妖怪達」を打ち崩す…。

AGMK×JAPANESE GRAFFITI STORY



　緻密な描写と刺激的なモチーフによ

り、JAPANESE GRAFFITIは急速に進

化していく。その進化の過程で生まれ

たのが「JAPANESE GRAFFITI across 

the world」シリーズだ。世界の都市

をグラフィティするこのプロジェクト

は2007年12月に開始され、弊誌誌面

にてニューヨーク、上海、バンコク、

ベルリンの４作品が公開された。

　都市ごとの風俗的特徴と高橋信雅的

思想を遺憾なく取り入れた世界は、ア

ートへの皮肉や批判といった本来のボ

ーダーラインを飛び越え、人間という

生物の営みを客観的かつセンシティブ

に捉えることに成功している。

ニューヨーク（マンハッタン）は

いろんな人種がいて、大雑把

いろんな考え方や言葉

人間感がごちゃまぜ

人は混ざって、また混ざって

常に研究を怠らない人間の新種改良都市

現在も研究は進められていて

化物級のニュータイプが

もうすぐ誕生するだろう

1st,NEW YORK CITYNew Type Birth in New York _ 2007.12

我先にと人より上を目指す人々

宣告２週間で瓦礫の廃墟になり

瞬く間に再生する街

興奮と、狂気と

人間らしさが全て揃う賭博場の様

龍の鱗のように

ギチギチと音を立てて波のように躍動する

まだ子供のような人々が

目をぎらつかせて

人生ゲームにのめり込む

ボーダレスな世界の増殖

TEXT+PHOTO NOBUMASA TAKAHASHI
STRUCTURE programme

文＋写真・高橋信雅　解説・編集部

熟れた果実の甘酸っぱい匂い

緩やかな空気と笑顔　

灼熱の太陽、粘りつく湿度

解放、安堵、休息の地

夜光に群がる蛾はパチパチと音を立てて舞踊る

立ち止まると突如絡みつく

歓楽の喧噪と奈落

深くまで潜れば抜け出せなくなる

心地よい危機と恐怖

神が住む、美しく平和で楽しい

偉大な天使の都

JAPANESE GRAFFITI
across the world

生い茂る木々の隙間から

心地良い風が吹き抜けていく

人々は知や芸と混ざり合い

軽やかなハーモニーを奏でる

ゆっくりと流れていく

形のない雲のような沢山

小さな絵には入りきらない多くのものが

この街の名前と結びついている

忘れてはいけない歴史のある街

2nd,SHANGHAIShanghai Burst!! _ 2008.24th,BERLINBelong on The Lengthy List of Berlin _ 2008.12

3rd,BANGKOKAdhesive Bangkok _ 2008.5

NEW YORK CITY

SHANGHAI

BANGKOK

BERLIN
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高橋信雅の脳内ディメンション

腹ずもう

写 真 は、2007年 にCIBONE GALLERYで 発 表 し た「classic 
caricature　大人の滑稽」シリーズの中で特に人気の高い“お相撲
さん”の絵をモチーフに、スーベニア フロム トーキョーが企画・
製作した、“おみやげものブランド”。高橋の創造力は絵画の世界
にとどまることなく、グッズなどにも及んでいる。“あればいいと
思うものは作る”という、高橋の思考から生まれたこれらの商品
もまた、彼の作品に他ならない。

THE NATIONAL ART CENTER,TOKYO

MUSEUM SHOP+GALLERY

SOUVENIR FROM TOKYO by CIBONE

鍛錬としての絵
一枚の絵で「人のカタチを変えたい」という目的を達成するための、
鍛錬の創造というディメンション

1 EGON SCHIELE
2001年個展「LOVE EGON SCHIELE」（原
宿 Gallery Re-Ma）にて発表。大好きな
エゴン・シーレの線や作品のもつ世界を模
写・模倣した高橋の画家としての作品。

2 GIRL
2000年個 展「BAMBOO LOVE*」（原宿 
kalokalo house）にて正式発表。竹ペン
作品を代表する人物画シリーズ。女性の持
つ直感的な「センス」に嫉妬した高橋信雅
が、男でもその「センス」を感じて表現す
ることができないかと研究を続けている。
強く、切なく、儚いイメージを表現するた
めに竹ぺンが生まれた。

3 BLACK
2004年個展「SKALLMAN DROPKICK」

（新橋 マキイマサルファインアーツ）にて一
部発表。墨一色で表現しているシリーズ。
このシリーズは荒く力強く、心に響く表現を
心掛けていると、高橋は語る。「和」に偏り
すぎているため、現在「洋」のエッセンスを
注入した作品を制作中。

4 FLOWER
2004年個展「SKALLMAN DROPKICK」

（新橋 マキイマサルファインアーツ）にて正
式発表。マチエルマニア高橋の欲求を一
番素直に表現したシリーズ。高橋信雅が
研究しているマチエルは、絵具の混ざり合
いのバランスでできた水溜りや水滴。しかし、
それをそのまま見せると抽象作品になって
しまう（高橋は具象作品しか作らない）。他
のシリーズは、モチーフに合わせてマチエ
ルを選んでいるが、「FLOWER」はその比
率が逆転。自身が見せたいマチエルをメイ
ンに、自己主張としてシンプルな線だけを
加えている。それが華となり（具象）、マチ
エルと線というマチエルマニア・高橋らしい
作品に昇華している。

5 MUSH
Mush：つぶす。形を崩す。そんなコンセプ
トで描かれたシリーズ。

イメージの増殖
1 2

3 4 5

様々なアイデア

1 ARTHUR RACKHAM
19世紀に活躍した「挿絵画家アーサー・ラッカム」の画風をリスペクトし
て描くシリーズ。現在、この画風で描いた絵本を制作中。

2 CUTE
2002年 個 展「GHOST SOUP」（赤 羽 橋 Gallery ART GUIL）、2003
年新潟個展「BANANA JAM」（新潟 万代リターナ）にて正式発表。絵
本を意識したシリーズ。憎らしいけど憎めない可愛らしさを持つキャラク
ター達が繰り広げる物語の、ある世界を一枚の紙に落とし込んでいる。
代表的なのは、おばけと女の子「みっちゃん」、くまのぬいぐるみ「たろ吉」、
犬の「ダルメシアン」が繰り広げるオバケシリーズ。

3 JAPANESE GRAFFITI
2006年個展「JAPANESE GRAFFITI」（中目黒SPACE FORCE）にて
正式発表。「グラフィティ」に敬意を込めて、「グラフィティアート」に一言
もの申す。「本来、社会批判をする「グラフィティ」が社会に認められ「グ
ラフィティアート」になったという社会現象をグラフィティアーティストでは
ない社会にいる高橋信雅が「JAPANESE GRAFFITI」という「アート」
で批判、皮肉る」というインスタレーション作品シリーズ。1

2

3

らくがきワークショップ

高橋信雅がアートを通じて、子供にルールの壊し方を教えるワー
クショップ。ルールを守ることだけをかたくなに教えている日本
の教育を危惧し、「ルールに従う世代の特性を逆利用して、自由
な発想ができるようにしたら良いのではないか」という考えで始
まった。アーティストという立場（ルール）の高橋信雅が街中に
いきなり絵を描き、その人型や動物型の中（ルール）にだけ子供
たちに自由に絵を描かせる。街にグラフィティを描くという非日
常体験によって、ルールを守りながらルールを壊すという発想を
子供に教えていく。個々の中にその発想が確立すれば、現代的感
覚で生きている世代よりも、強い意志を持つ、迷わない日本人が
確立するのではないかと、高橋は考える。

制作：スパイラル／（株）ワコールアートセンター

1 CLASSIC
2007年個 展「CLASSIC CARICATURE」（青山ベルコモンズ 
CIBONE GALLERY）にて正式発表。3つの“滑稽”をコンセプ
トに持ち、古き良き時代の風景をリアルピクトグラムで切り抜いて"
大人の滑稽"を表現したシリーズ。

● 昔は本気でしていたその光景が、いま見ると“滑稽”。

● トレースし、リアルにドローイングするのに（3D化）、

 その周りを線で封じ込んで無理矢理ピクトグラム化（2D化）。

 リアル（3D）⇔ピクトグラム（2D）。絵の矛盾を使った“滑稽"。

● オタク高橋が、 お洒落でかっこいいものに挑戦。

 そのぎこちなさが“滑稽"。

2 ABORIGINE
アボリジニ（オーストラリア先住民族）が描くアートに感じた、自由
な発想に感動。何にもとらわれない発想を高橋なりにアレンジして
制作中。

1 2

P18

現実化するためのイメージとアイデア
「こういうものが世の中にあるべき」という
イメージやアイデアのディメンション

好きなアーティストへのオマージュ
高橋信雅の感性が愛してやまない作家の絵を、
彼が再創造するというディメンション

エンターテインメントとしての絵
みんなが観るという前提に「楽しい」を創造するディメンション

クリエイティブの増殖
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パラレルワールドからの手紙

スケッチ・高橋信雅

　少年時代にはTVゲームの裏技探しの達人

だったという高橋信雅は、いまもリアルワー

ルドの“裏技”発見に余念がない。脳内でシ

ナプスがつながれば、すかさずスケッチに取

り、そして実現可能なものは世に送り出す。

高橋が描く絵と併せて、これらのアイデアは

高橋信雅という世界からの手紙なのだ。
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幻冬舎「ドガ・ダンサーズ」装丁画でプロデビュー

桑沢デザイン研究所 卒業

栄光「哲学辞書」哲学者１０００人ほどの挿画を担当

藤沼家提供 アトリエ「ばあちゃんハウス」設立

KDS「卒展」'98　グラフィック担当

日本色研「FASHION COLOR」ファッションの歴史などの挿画を担当

「高橋良爾」 イメージドローイングを担当

「カレー展２」にて、みっちゃんと出会い、交際開始

原宿 KALOKALO HOUSE 『個展 BAMBOO LOVE』

天王洲 アイルT.Y.HARBOR JAPANESE GRAFFITI 初ライブペインティング

全国中学校で配られた教育普及用副読本「半世紀の住まい住まい方の変遷」イラストを担当

住宅金融公庫創立２０周年記念イベント 『「２０世紀に伝えたい日本の住まい、住まい方」展 』 

GOROとモデル１人に対して描き手が無制限の「似顔絵バトル」開催

国土交通省“住まいの情報発信局”にて子供達に住まいに関わることを分かりやすくイラスト「親子の住まい方教室」イラストを担当

原宿Re-Ma　『個展 LOVE EGON SCHIELE』

「organs cafe'」 イメージドローイングを担当

DEL,Qui主催「P展」アートディレクション担当

東麻布 ART GUILD 『個展GHOST SOUP』

「The Ballads ～Love＆B'z～」 をきっかけに、B'zのイメージドローイングを担当

マーブルトロン 佐藤真由美 「プライベート」 

株式会社セリエのイメージを担当

株式会社セリエ カレッタ汐留 「glam」店鋪壁面作品制作 GIRL series

reprica*主催 新潟リターナ 『個展 BANANA JAM』

株式会社フクイン FM印刷 合同研究開始

「コンタクト」 イメージドローイングを担当 GIRL series 

新潟「reprica*」 ショップカードイメージを担当

みっちゃんと結婚

新橋マキイマサルファインアーツ 『個展 SKALLMAN DROPKICK』

デザイナー渡辺香織が展開する、和創「藍」イメージドローイングを担当 FLAWER series

花王アジエンス 目黒ホテルクラスカ 展示

株式会社セリエ 新宿伊勢丹「Infece」 店鋪壁面作品制作 FLOWER series

新潟「LA DEFANSE DIFFUSION」FM印刷の仕掛けを施したポストカードセット発売 FLOWER series

「冬のソナタ」を歌う韓国人アーティスト 「Ryu」 イメージドローイングを担当

表参道モリハナエビル「Laune １周年記念イベント」店舗内で商品に絵を描きまくるインスタレーション

ArtGaia アートオークション 作品出品

青山 spiral「都市とあそぼう」展 参加

フクイン主催 FM印刷 企画『 Drucksache new standard posters 』アートディレクション担当

青山紀伊国屋跡地 駐車場内 特設会場にて、展示とアートオークション

中目黒 SPACE FORCE 『 個展 JAPANESE GRAFFITI 』

ドングリソフトDMイメージ担当 CUTE series

青山 spiral「ハートプロジェクト+リシャール+高橋信雅」オリジナルショコラ バレンタイン期間限定発売 ABORIGENE series

天王州アイル 「T.Y.HARBOR BREWERY」 店鋪壁面作品制作

原宿 Korean Organic 「nabi」 店鋪壁面作品制作 BLACK series

「PREMedia」FM印刷特集ページ掲載 

ヨウジヤマモト「 Y's 」カットソー 「烏」採用 BLACK series

集英社 すばる文庫 絲山秋子「ダーティ・ワーク」連載小説 挿絵担当

集英社 小池真理子「午後の音楽」連載小説 挿絵担当 MATERIAL series

ラフォーレ原宿「水金地火木土天冥海」店舗床壁面制作 MATERIAL series

バイリンガルで東京のアートスペースを紹介するWEBサイト「Tokyo Art Beat」 TAB-shrit collection #2 アーティストに選ばれる JAPANESE GRAFFITI series

教育と探求者 教科書 クリエイトエディションプログラム 表紙を担当 JAPANESE GRAFFITI series

ArtGaia KAWAGUCHIKO MUSEUM にて、１年半を掛けて高さ６m×２２mの巨大壁画「AGMK × JAPANESE GRAFFITI」を完成 JAPANESE GRAFFITI series

ArtGaia グッズ展開開始 JAPANESE GRAFFITI series

カナダ 「Said and Done」PROJECT 参加 JAPANESE GRAFFITI series

フランス「Etapes」紹介記事掲載

オランダ 「LINK」紹介記事掲載

長女 穏（おん）誕生

青山CIBONE GLLERY　『個展 CLASSIC CARICATURE』 

柏の葉 アーバンデザインセンター 内壁面公開制作 JAPANESE GRAFFITI series

柏の葉 アーバンデザインセンター 広告 担当 JAPANESE GRAFFITI series

ジョージズファニチュア CLASSIC series 独占契約

CIBONE ショップカードドローイング 担当 CLASSIC series

国立新美術館 ミュージアムショップ 「スーベニアフロムトウキョウ」グッズ展開開始 CLASSIC series 

NOBUMASA TAKAHASHI
1995-2009 
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PHOTO JUNICHI TAKAHASHI写真・たかはしじゅんいち

ドングリソフト  DVD「Nobumasa Takahashi ART exhibition 2006 JAPANESE GRAFFITI」発売

トランジット DEBLI PROJECT 参加 JAPANESE GRAFFITI series

文化放送メディアブリッジ 奥井亜紀「B型のオンナ」発売 イラスト著者 

玄光社 イラストレーション「モノクロームの世界」8P特集掲載

ArtGaiaが、 YPSILON GROUP に社名変更 業務提携開始

YPSILON GROUP「programme」JAPANESE GRAFFITI across the world 連載開始

Microsoft 「zune original」参加 JAPANESE GRAFFITI series

Microsoft NewYork soho SKYLIGHT「zune originals press party」ライブペインティング JAPANESE GRAFFITI series

オーストラリア メルボルン 「TRUNK」店舗壁面作品制作 JAPANESE GRAFFITI series

SUMMER SONIC 「SONICART」 公式アーティスト JAPANESE GRAFFITI series

潮出版社 pumpkin 諸田玲子 連載小説 挿絵担当

柏の葉 アーバンデザインセンター「ピノキオプロジェクト」開催

ルールを壊せない世代の子供達に向けて、ルールを壊す為のルールを教えるワークショップ「らくがきワークショップ」開始

藤沼憲隆と共に株式会社NNを設立

CHIN MUSIC PRESS 「ART SPACE TOKYO」ニューヨーク発売  イラスト著者 

キッズデザイン協議会 内閣府認証NPO「Kids Design Aword 2008」公式アーティスト 

キッズデザイン協議会 内閣府認証NPO「Kids Design Aword 2008」らくがきワークショップ 開催

「Kids Design Aword 2008」らくがきワークショップを含む「ピノキオプロジェクト」が金賞受賞 

ニューヨーク日本領事館 「JAPAN DAY 2008」 公式アーティスト JAPANESE GRAFFITI series

spiral paper 122 表紙アートワーク+対談掲載 JAPANESE GRAFFITI series

spiral 大阪西梅田 サンケイビル 「BREEZE TOWER」 壁画制作 JAPANESE GRAFFITI series

アートガイアミュージアム東京 ArtGaia Exhibition NOBUMASA TAKAHASHI JAPANESE GRAFFITI across the world 展開催

ニューヨーク FANTAGRAPHICS「BOOKS BEAST! BOOK 2」参加 

国立新美術館 ミュージアムショップ 「スーベニアフロムトウキョウ」おみやげものブランド「腹ずもう」展開開始 CLASSIC series 

国立新美術館 ミュージアムショップ 「スーベニアフロムトウキョウ」「ハンカチライフ展」JAPANESE GRAFFITI series

HOT CHILI PAPER「非夢」 公式ガイドブック イラスト 担当

X-Knowledge MilK japon 挿絵

代々木八幡 sur-murs 実験額装 開始 

箱根 彫刻の森美術館 40周年記念壁画制作 JAPANESE GRAFFITI series




