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展覧会「ファルマコン ：生命のダイアローグ」 

2019.12.8 – 12.25 (12 :00-20 :00) 
@Gallery 8, Kobe 

 
☆オープニングレセプション ２０１９.１２.８ １７：００-２０：００ 

 
１ 展覧会について 
本展覧会は、複雑な⽣命のダイアローグに焦点を当て、そこに現れる多様で時に⼀⾒⽭盾してい
るようにすら⾒える⽣命の表現について異なる⽅法で⽿を傾けることを⽬指します。本展覧会は、
両義的な概念である「ファルマコン」（Pharmakon/φάρμακον 、ギリシャ語、毒＝薬
＝⽣贄）を参照し、この世界の多くの物質や出来事がしばしば相反する⼆つの性質を持ち、それ
らは本質的に共存するものであることを理解する重要性を訴えます。現代社会では、危険なもの、
不穏なもの、不潔なもの、不健康あるいは病的なもの、反社会的なもの、既存の価値観に当ては
まらないものは「毒」とみなされ、その存在の意味を熟考することなく⼀概に排除する傾向があ
ります。しかし、毒と薬の作⽤は本質的に切り分けることはできません。例えば、私たちが何か
⾷品や薬などの影響を受けるとき、「毒すること」と「癒すこと」が同時に起こっています。ま
た、⽣命が病原体やウイルスによって変容するとき、ある環境が新たな種や⼈の介⼊によって変
化するとき、そこでは元あった存在の破壊と新たな⽣成が同時に進⾏しています。毒や危険を安
直に排除しようとすることは、かえって私たちの存在を危機にさらすことすらあるのです。 
 
展覧会では、毒と私たちのインタラクションをめぐり、三つのテーマに取り組みます。フロリア
ン・ガデンによる⽣命活動の表現、⼤久保美紀による⾝体（投薬、摂⾷）、ジェレミー・セガー
ルによる環境をめぐる問題の三つです。 
 
展覧会を通じて、このような現代社会の＜毒＞に対する態度に疑問を投げかけ、その両義性と重
要性について再考することを模索します。芸術的アプローチを通じてこの問題に取り組むことで、
＜毒的なもの↔薬的なもの＞、＜病的なもの↔⾮病的なもの＞、＜不健康なもの↔健康なもの＞
について⼀元的な理解を超えて、異なる解釈を提案することを⽬指します。 
 

⼤久保美紀（キュレータ） 
 

 
＊本展覧会は、ファルマコングループの研究・実践の⼀環として企画された「ファルマコン：医療と
エコロジーのアートによる芸術的感化」（2017）および「ファルマコン ：⾝体 x 毒 x アートの不協的
調和」 に続く３回⽬の展覧会であると同時に、研究課題「現代社会における毒の重要性」（京都⼤学
こころの未来研究センター）の取り組みの⼀環として企画されました。） 

 
  



２ みどころ 
展⽰のみどころは、フロリアン・ガデンの巨⼤ドローイング「œ」（う）です。本作品は、昨年
11 ⽉に想念庵にて会期中製作中だったので、ご覧になられた⽅もいらっしゃるかもしれません。
今回は完成形での世界初展となり、昨年製作中であった上部構造と下部構造が出会うゾーンから
下部構造の細部が全てご覧いただけます。また⾮常に繊細なテクニックを隅々までご覧いただけ
るような⼯夫も計画しています。「ミクロスコピック曼荼羅」と⾔わんばかりの解像度の巨⼤絵
画をどうかこの機会にご覧ください。 

＊ちなみに œ はフランス語で fœtus（胎児）や œuf（卵）など、ラテン語由来のいくつかの単
語に利⽤されている⺟⾳の⼀つです。 発⾳は⽇本語で同じものはなく、「う」と「え」の間のよ
うな⾳ですが、ぜひ「う」と呼んでください！タイトルの由来については、フロリアン・ガデン
ブ ロ グ の タ イ ト ル に つ い て の 記 述 を も と に し た Pharmakon site 記 事
（http://mrexhibition.net/pharmakon/?p=306）をご覧ください。 

 
 

 
œ （う）について 

「œ（う）は、DNA の⼆重螺旋構造を基盤に構成された⽣きた建造物であり、それ⾃⾝が
異なる器官（ミクロオーガニズム、細胞内器官、ウイルス、バクテリアなど）によって構築
されている。⼀⾒すると⼆元論的であるこの構造は、いわゆる「健全な」器官からなる上部、
「病的な」器官からなる下部という⼆つの主部分によって構成されている。上部は、ブリュ
ーゲルの描くバベルの塔を着想源とし、＜良⽅＞へ向かっての上昇を表す⼀⽅、下部は、ボ
ッティチェリが描いたダントの地獄を参照している。また、この＜良＞と＜悪＞という⼆元
論的概念が⼊り混じる三つ⽬の部分、つまり上部下部構造が接触する境界⾯では、ファージ
のような⾷細胞、エキゾサイトーシス（分泌）、変性や突然変異といった異なる反応が⾒ら
れる。病的器官はいわゆる「健全」なるものに刺激を与え、それらに何らかの変異をもたら
す。œ を通じて、私たちは、恒常的に変化する⽣命の表現の、⽭盾的で複雑なダイアローグ
を⽬の当たりにするだろう。」(Florian Gadenne ブログより) 

 
 



⼤久保美紀は、毒が⾝体にもたらす効果についての関⼼を発展させ、三つの参加型インスタレー
ションを発表します。今⽇の⽇本ではあまり実践されていませんが、ホメオパシー（同質療法）
は「毒を毒で制す」代替医療として知られ、ヨーロッパでは 19 世紀より、科学に基づく慣習的
な医療と異なるメソッドとして熱⼼な信奉者によって実践されてきました。少量の毒が適切に使
われる事によって病を癒すという考えは、私たちの⾝体が⽣まれながらにして持っている⾃然治
癒⼒が毒の刺激によって想起されるためだといいます。⼀⽅、ホメオパシーの薬であるリメディ
は⾼度に希釈され原料が持っていた毒性を失っており、今⽇の医療ではその効果についてのエビ
デンスは偽薬程度でしかないとみなされています。インスタレーションを通じて、代替医療が今
⽇もなお実践されているとすれば、その重要性と現代の医療が抱える問題について再考します。 
 
また、オブラートにフードペンで描いたシリーズ「 Auto-sacrifice?」を発表します。⾝体に悪そ
うなのに我慢できなくて摂取してしまう、やめたいけどやめられないものは誰にでもあり、罪悪
感に満ちて、⾃らの⾝体という犠牲を払ってそれを摂取しています。ぜひ、皆さんの悪いものを
描きに来てください。作品は持ち帰っていただけます。 

   
 
ジェレミー・セガールは、７年間に渡り、アーティストとしてナント市⼤学病院の研究者たちに
協働プロジェクトを提案し、アートを通じて既存の医療のヴィジョンに揺さぶりをかけること⽬
的とした異⾊の活動を続けています。今回の展⽰では、同病院レジデンスの経験から着想したド
ローイングとポスター、および外科医の⼿術服から作成したベストを発表します。レジデンスを
通じて、⼊院患者と共に病院の庭におけるエコロジーのあり⽅を模索するアクションを⾏いまし
た。既存の環境に私たちが介⼊するとき、そこには元の⽣態系と侵⼊者とのインタラクションが
あり、私たちがほどこす⼿⼊れは必ずしも⽣態系にとって効果的とは限りません。写真や映像記
録からドローイングを描き起こす独⾃の⼿法で環境と⾝体の関わりを浮き彫りにします。 

   



３	 参加作家 
「ファルマコン：生命のダイアローグ」では、フランスより三人の作家が、毒と生命の複雑なイ

ンタラクションをテーマに独自のアプローチを繰り広げます。 
 
フロリアン・ガデン  Florian Gadenne 
1987年、パリ⽣まれ。2013年、ナント美術⼤学芸術修⼠号取得。⽣物学、
神話、宗教的逸話など領域横断的なアプローチを展開。⽣物を扱うことを
通じて、マクロとミクロの関係性を横断しながら、相反する概念（⽣と
死、善と悪、健康と病気、美と醜）の境界を問い直し、⻄洋的⼆項対⽴思
想に揺さぶりをかけることを⽬指す。 
2019 : Hors dʼOeuvres, Espace d'Art Camille Lambert, ジュヴィジー＝シュル＝
オルジュ、フランス。 
2018 : ファルマコン ２（想念庵、京都）、oblite elliptique （ギャラリーサラ 、
滋賀） 
2017 : ファルマコン （ターミナル京都・CAS、京都と⼤阪） 
2016 : cellules babéliennes, Couvent des Récollets, Festival Paris Artistes, パリ。 
2015 : Jungle Domestique, Jardin C, ナント、フランス。 
 
 
⼤久保美紀  Miki Okubo 

1984年⽣まれ、Ph.D（アートの科学とテクノロジー）、TEMEAD（パリ第
８⼤学）研究員、パリ第８⼤学芸術学科講師。博⼠論⽂題⽬は「可動的で
流動的な時代の⾃⼰表象」で、現代⽂化およびデジタルの時代の美学専
⾨。また、⾝体論、⾃⼰イメージについても詳しい。国際記号学会、国際
美学会会員。キュレーターとして企画した主な展覧会に「ファルマコン ：
医学とエコロジーのための芸術的感覚」（2017、京都と⼤阪）、「ファルマ
コン ：アート×毒×⾝体の不協的調和」（2018、京都）、 「orbite elliptique -松⽥有加⾥・フロリ
アンガデン⼆⼈展」（2018、滋賀）がある。また2014年より、アーティスト、研究者とともに
「⽣きる、よりよく⽣きる？」（2016、パーソナライズド・メディシン）、「⼀⽅、他⽅」（2017、
感染症と衛⽣概念）などを協働企画。また、« Arts awareness ‒ Médical & ecological approaches 
to well-being or Happiness : Benefits of art expression for medical & ecologial purposes » （2018, 
LAP）を出版。 

 
ジェレミー・セガール  Jérémy Segard 
ナント美術⼤学にて芸術修⼠号取得。ナント市建築学校講師。2013 年、
科学の社会的応⽤を⽬的としたアソシエーション LOTOKORO を設⽴
し、アートプロジェクトや講演会などアートとサイエンスが協働する様々
なプロジェクトを企画している。主な企画に「⽣きる、よりよく⽣き
る？」（ « Vivre ou vivre mieux? », 2015 年）や「⼀⽅と他⽅」（« LʼUN 
LʼAUTRE », 2016）がある。バイオロジーや医療、芸術的アプローチを通
じて、サイエンス・カルチャーの新しい展開を模索する。数年来、ナント
市⼤学病院(CHU de Nantes)と協働している。ある状況や場所に⾝を置
き、そこで織りなす関係性にしたがって表現が⽣み出されていくような＜エコロジー＞の創設を
⽬指している。 
 



 
４ 関連イベント 
 展覧会「ファルマコン ：⽣命のダイアローグ」では、関連イベントを企画しています。展覧
会オープニングレセプションは 12 ⽉ 8 ⽇午後 5 時より午後 8 時までギャラリー８にて⾏いま
す。ゲストに芸術⼈類学者の中島智⽒をお招きしています。どうぞお越しください。クロージン
グはクリスマスの 12 ⽉ 25 ⽇です。こちらもふるってお越しください。 
 また、12 ⽉ 22 ⽇ 15 時半より、展覧会のテーマをめぐって、京都⼤学こころの未来研究セン
ターにてシンポジウムを開催します。ゲストは UCLA 教授のエルキ・フータモ⽒です。詳しい
⽇程等はウェブサイト(http://mrexhibition.net/pharmakon/)およびこころの未来研究センター
HP でご確認ください。 
 そのほかお問い合わせは、ギャラリー(078-392-2880)・⼤久保（garcone_mk@yahoo.co.jp）
までご連絡ください。 
 
 
６ 展覧会情報 
展覧会 ファルマコン  「⽣命のダイアローグ」 
会期：2019 年 12 ⽉ 8 ⽇〜12 ⽉ 25 ⽇(12 :00 ‒ 20 :00、会期中定休⽇なし) 
会場：ギャラリー８ 
参加作家：フロリアン・ガデン、⼤久保美紀、ジェレミー・セガール 
キュレータ：⼤久保美紀 
主催：京都⼤学こころの未来研究センター（企画代表者：吉岡洋） 
共催：ギャラリー８ 
 
 
７ 会場情報 
Gallery 8 
〒650-0024 神戸市中央区海岸通９番地チャータードビル 2F, 3F 
TEL 078-392-2880 
 

 


