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新たなイメージを付与される。次第にモチーフ固有の要素は

ンバスに向かう小穴もまた、このドニの平面性に対する主張

強調され、あるいは取り払われ、塗り重ねられて新たな姿を

に連なるものとして位置づけられよう。そしてそのときの彼女

あらわにする。そして、小穴の研ぎ澄まされた色彩感覚と選

の関心は、絵描く行為そのもの、そして作品が誕生する瞬

び抜かれた線が生み出したイメージは、もはやモチーフへと

間の、モチーフからの跳躍へと向けられているに違いない。

還元されることなく、純粋な絵画として成立するのである。

見ることと描くことのずれ、あるいは眼差しと手の感覚の差異

19世紀末から20世紀前半にかけて活躍したナビ派フランス

の中にこそ絵画のリアリティが存在する。絵画は視覚的要素

人画家モーリス・ドニ は、
「絵画が、軍馬や裸婦や何らかの

のみに恃むものではなく、記憶、身体、そして感性の介入

逸話である以前に、本質的にある秩序で集められた色彩で

を欠かすことはできない。全身を以って世界と対峙するため

覆われた平坦な表面であることを、思い起こすべきである」

に、そして精確かつ緻密に感受するために、小穴には“ 歩く”

と主張した。
「絵画はそれ以上でもなく、それ以下でもない。

速度こそがふさわしい。
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絵画を絵画として完結させる」
という確固たる態度をもってキャ
1. ポール・ヴァレリー「見ることと線で描くこと」
『ドガ ダンス デッサン』1890年 , 清水徹 訳、筑摩書房、2006年
2. モーリス・ドニ「新伝統主義の定義」1890年 , 関口俊吾訳『みづゑ』524, 新伝統主義の定義−モーリス・ドニ , 1949年

The Act of Walking : Four kilometers per hour of Painting Theory
Yu Iseki (Curator, Contemporary Art Center, Art Tower Mito)
... The hand is very indirectly governed by the eye; many
relays come in between, notably, memory. Every gaze at the
model, every line drawn by the eye becomes a transient element in memory, and it is from memory that the hand on
paper will borrow movement. There is a transformation of

《無題 ( 風景 ) 》2015 / 油彩、キャンバス / 162x 194cm untitled (landscape), oil on canvas

a visual trace into a manual trace. But this process is suspended for the duration of this persistence of what I called
“memory’s instantaneous elements.
Paul Valéry1
Kotoe Oana likens the creative process to the “act of walking.”
For us human beings, “walking” is among the most primitive

「歩くこと−−時 速４キロの絵 画 論」
井関 悠（水戸芸術館現代美術センター/ 学芸員）
視線によって手を指揮するのは、きわめて間接的だ。た

は人間にとって最も原初的で根源的な行為のひとつである。

くさんの中継が介入してくる。そのひとつが記憶である。

歩行による空間的・時間的移動は、感覚そして記憶の軌跡

描こうと前にしているものに眼をやるたびに、眼が動き出

と集積をもたらす。彼女は日々“ 歩く”なかで、日常をその豊

す線の一本一本が、思い出の瞬間的な要素となり、そ

かな感性を持って観察し、取りとめもない風景やさりげない

ういう要素からできあがった思い出から、手は紙のうえで、

出来事を記憶のうちに留める。しかし彼女はモチーフを前に

自らの動きの掟を借りようとする。視覚的な描線が手によ

描くことはない。彼女が描くことの頼りにするものは、自身の記

る描線へと変換されるのだ。

憶と身体性にある。彼女はそれをただキャンバスへと再生す

しかし、この操作は、わたしが《思い出の瞬間的な要素》

るのではなく、自身の思う絵画としてあるべき姿に再構築する。

と名づけたものの絶えざる持続に宙吊りになっている。

小穴の作品は、その制作の過程で、ひと筆描かれるたびに

――ポール・ヴァレリー
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モチーフから離れ、変容し、解放されていく。彼女が選択
するモチーフは描くきっかけとなりつつも、描かれゆく作品は、

小穴は制作を歩くという行為に例えることがある。“ 歩く”こと

もはやかつて彼女が見たものでなくなり、彼女の手によって

and fundamental of acts. Spatial and temporal movements engendered by walking trigger sensations, thus accumulating
memories and remnants thereof. In everyday “walking,” Oana
observes our daily lives with their abundant sensations, retaining vague landscapes and casual events in her memory. And
yet, she has never painted a theme beforehand. When working
on a painting, she relies upon on her individual memories and
physicality. She does not merely reproduce these on canvas,
but reconfigures them into a form that she herself conceives the
painting ought to be.
With each single brush-stoke she makes in the process, Oana uncouples her painting from a particular theme, transforming her
work and ultimately liberating herself from the original theme.
Despite being motivated to paint selected themes, the completed
work will no longer be what she initially observed; instead, a
fresh image will flow forth from her hand. She progressively
accentuates or removes theme-specific elements, exposing mul-

ti-layered new forms. Moreover, the images generated by dint
of Oana’s well-honed color sense and singled-out lines are no
longer simply reduced to a theme, but rather constitute painting
in its purist form.
Pioneering French painter Maurice Denis, actively involved in
the artistic milieu from the late 19th century until the first half
of the 20th century, famously stated: “Remember that a picture,
before being a battle horse, a female nude or some sort of anecdote, is essentially a flat surface covered with colors assembled
in a certain order.”2 With a similarly determined spirit, Oana,
too, confronts her canvas with the attitude that “paintings are
neither more nor less than that” and “complete a painting as a
painting,” thus positioning herself as a perpetuation of Denis’s
point about the flatness of the pictorial plain. And, her focus at
that instant is undoubtedly directed at the act of painting itself,
to that unleashing from the theme the moment a painting comes
to life.
A painting’s reality manifests itself amid the disparity between
observing and the act of painting, or in that difference between
the artist’s gaze and the hand’s sensibility. Paintings are not simply composed of visual elements; they inevitably embrace memories, physicality, and sensory interventions. Oana’s “walking”
pace is well-judged in order not just to confront her world of
painting with her entire being, but to discern it accurately and
delicately as well.

1.Paul Valéry, Degas dance dessins, 1936.
2.Maurice Denis, Art et Critique August, 1890.

《無題（カラーコーン）》2017
ペン、紙 / 29.7×21cm
untitled (a cone), maker on paper

《無題（垣根）》2015
油彩、キャンバス / 53 × 45.5cm
untitled (a hedge), oil on canvas

《無題（カラーコーンのある風景）》2017 / 油彩、キャンバス / 145.5×112cm untitled (landscape with cone), oil on canvas

《無題（森）》2017 / 油彩、キャンバス /163×260.6cm
untitled (woods), oil on canvas

《無題（川に映る映像）》2015
油彩、キャンバス / 100×80.3cm
untitled (The image which projected on the river)
oil on canvas

《無題（人と犬）》2017 / 油彩、キャンバス / 72.7×91cm
untitled (person and dog), oil on canvas

《無題（風景）》2015 / 油彩、キャンバス / 22.7×15.8cm
untitled (landscape),oil on canvas

《無題》2017 / 木炭、パステル、クレヨン、紙 /18×12.5cm
untitled, charcoal,pastel,crayon on paper

《無題》2017 / アクリル絵具、紙 /107×79cm
untitled, acrylic on paper

Coffee & Art vol.5 featuring 小穴琴恵（茨城）2015年
Exhibition “Coffee & Art vol.5 featuring Kotoe oana（
” Ibaraki）

小穴琴恵と髙原悠子（東京）2017年
Exhibition “Kotoe Oana and Yuko Takahara”(Tokyo)

小穴琴恵

Kotoe Oana

1990 埼玉県生まれ
2012 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業
東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻入学
2014 École Supérieure des Beaux-arts Nantes（ナント美術大学、フランス）
交換留学
2015 東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了

1990 Born in Saitama
2012 B.F.A.,Tokyo National University of Fine Arts
2014 École Supérieure des Beaux-arts Nantes (Nantes,France) Exchange
students program
2015 M.F.A.,Tokyo National University of Fine Arts

主な個展

2015 ｢無関心の梱包」nada art gallery（東京）
｢絵の瞬間」表参道画廊 MUSÉE F（東京）
｢Coffee & Art vol.05 featuring 小穴琴恵」水戸芸術館企画（水戸市内
のカフェ5 店舗（茨城）
2016 ｢グレー オブ グレー」表参道画廊 MUSÉE F（東京）
グループ展

2009 ｢ストリート！展2009」上野 Break ステーションギャラリー（東京）
｢大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレ ( 克雪ダイナモアートプロジェクト )」
旧仙田小学校（新潟）
2010 ｢ハタチ展」DESIGN FESTA GALLERY harajuku（東京）
2012 ｢ホールインワン展」ギャルリー草笛（名古屋）
｢太郎かアリス vol.3」YUGA GALLERY 立体工房（東京）
｢八月画」Art Complex Center of Tokyo（東京）
2013 ｢太郎かアリス vol.4」YUGA GALLERY 立体工房（東京）
｢ジェロニモ」ターナーギャラリー（東京）
2014 ｢lʼ accrochange」École Supérieure des Beaux-arts Nantes（ナント美
術大学）
（ナント、フランス）
2015 ｢太郎かアリス vol.5」ターナーギャラリー（東京）
2017 ｢あの時、私達は同じ空間にいた。」イエローハウス（東京）
｢小穴琴恵と髙原悠子」小金井アートスポット シャトー２F（東京）
賞歴

2016 FACE 損保ジャパン日本興亜美術賞展審査員特別賞 受賞

Solo Exhibitions
2015 “Packing indifference” nada art gallery (Tokyo）
“ A moment of paintting” Galerie Omotesando, MUSÉE F (Tokyo)
“Coffee & Art vol.05 featuring KotoeOana”Art Tower Mito,and 5
caffes in Mito city (Ibaraki)
2016 “Gray of Gray” Galerie Omotesando, MUSÉE F ( Tokyo)
Selected Group Exhibitions
2009 “Street! Exhibition 2009”Ueno Break Station gallery (Tokyo)
“Echigo-Tsumari Art Field (KATSUYUKI dainamo arts project)”
closed SENDA elementary school (Nigata)
2010 “HATACHI” Exhibiton, DESIGN FESTA GALLERY harajuku (Tokyo)
2012 “ Hole in One Exhibition” Gallery Kusabue (Nagoya)
“ Taro or Alice vol.3” YUGA GALLERY (Tokyo)
“ The August Painting” Art Complex Center of Tokyo (Tokyo)
2013 “ Taro or Alice vol.4” YUGA GALLERY (Tokyo)
“ Geronimo” Turner Gallery (Tokyo)
2014 “ lʼ accrochange” École Supérieure des Beaux-arts Nantes (Nantes,
France)
2015 “ Taro or Alice vol.5” Turner Gallery (Tokyo)
2017 “We were in a same space in those day.” (Tokyo)
“Kotoe Oana and Yuko Takahara” Koganei art spot chateau2F (Tokyo)
Award
2016 Special Judge Prize at FACE 2016 Sompo Japan Nipponkoua Arts
Award
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