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　次女・ひかりが生まれたのは 2011 年 9 月 6 日。その日、いつも通り、妻と二人で妊婦検診のため病院へ行きました。お腹が張る

という妻の訴えから、胎児の心拍や子宮の収縮状態を調べる検査、NST（ノンストレステスト）を受けることに。その結果、すぐに

大きい病院に移ることが決まり、約１時間後には帝王切開で出産。11 月の予定日を心待ちにしていた僕らは、思いもよらない急転

直下の事態に、まるで夢の中にいるような心持ちでした。

　出生時の体重は約 800g。生きられない大きさではありません。しかしながら医師から告げられたのは、「心臓の奇形が合併症を引

き起こしている」「大動脈が離断しており、お母さんの力で生かされてきたが、赤ちゃん一人だけでは血液循環がパンクしてしまう」「下

半身に血が回らない状態。奇形が重なり手術は不可能」「奇跡的に手術ができたとしても、助かる確率は低い」、つまり「手の施しよ

うがない」という事実。担当医の説明はもちろん僕一人で受けましたが、妻は元医療従事者です。出産後すぐに泣かない子供を見て、

既に状況を察していたようでした。でも不思議と、僕も妻も、取り乱すこともなく、冷静だったように思います。その日はよく晴れ

た日で、転院先に向かうまでのドライブ中、綺麗な光が差し込んでいたことから、“ひかり” と名付けました。

　生まれてから 24 時間待たずして亡くなったひかり。僕と長女、ベッドごと NICU（新生児集中治療室）に運ばれた妻の家族 3 人

で看取った後、病院側の厚意により、妻は看護師さんの手を借りて沐浴をさせてもらいました。我が子との最期のひと時は、彼女にとっ

てひかりの生きた証を胸に刻み込むための貴重な時間だったと思います。その傍ら、僕はといえば、出生証明書を出して、埋葬許可

証をもらって、火葬場に電話してと、事務的な手続きに奔走。人が生まれ、亡くなった時、人間社会ではどういう流れで進んでいくのか。

それを学ぶのもまた宝物のような経験でしたが、お葬式を終えてもなお、いつまでも卒業できていないような、過去のものにできな

いような気持ちが残りました。

　妻が退院し、長女と一緒に誕生会のように部屋を飾りつけ、「ありがとう会」を開きました。それからとにかく楽しいイベントを

入れようと決め、ひかりのお骨を持ってみんなでディズニーランドに行ったり、ミュージカルを観に行ったり。10 月には結婚記念

日もあったので、ペニンシュラに泊まって、銀座にあるレストランの個室で食事を味わったりもしました。もしかしたら現実から逃

避したかったのかもしれません。でも、コーラが 600 円もするぞ、馬鹿みたいだなあ、なんて笑って。家族で良い思い出を作れた

気がしています。しばらくはそんな風に過ごしていました。

　10 月 27 日、遺伝子検査の結果が出る日。ひかりの心疾患は 18 トリソミー症候群によるものだと正式に診断されました。18 トリ

ソミーとは、18 番目の染色体が 1 本多いことで発症する先天性疾患の一つ。医師から染色体の写真を渡された瞬間、眺めているう

ちにいくつものイメージが浮かび上がり、大きな衝撃を受けました。染色体が空に漂う雲のように見えたのです。ボロボロにちぎれ

ながらも、やがて一つになり、立ち上がって空を見る。そんな心象風景が次々と胸に描かれ、初めてひかりと触れ合うことができた

気がしました。

　「BUILD」は娘の染色体をテーマにした写真展です。

message to BUILD インタビュー / 文　安藤由佳



　この心象風景をどう具現化すべきか。すぐに答えは見つかりませんでした。実は僕自身、VSD（心室中隔欠損）という先天性心疾

患を抱えていて、ひかりの心臓に問題があると知ったとき、ああやっぱり僕の子もそういうものを抱えて生まれてきてしまったのか、

と自責の念にかられたのも原因の一つです。さらにひかりのことで、いろいろな人にいろいろなことをやってもらったという気持ち

が強く、申し訳なさとともに、誰かに感謝したいという思いが芽生えました。最も内部世界に傾倒していたころ、それらの気持ちが

爆発して向かった先が、2012 年 9 月に開催した「portrait of Mr.S」という写真展です。一番お世話になった方に向けて開いたもの

でしたから、自分のターニングポイントになる展覧会だったと満足する一方、それでもフラストレーションは解消されませんでした。

誰かに感謝したい、それでも感謝しきれない、感謝だけじゃない、これはなんなんだろう？と思いを巡らせるなかで、再び浮かんで

きたのが、あのとき、染色体の写真を見たときに浮かんだイメージを形にしたいという欲求。撮影できなくなってしまった時期もあ

りましたが、何をしていても考えるのはそのことばかり。初めての個展を終えた後の 2 年間は、写真的に引きこもりのような状態が

続きました。

　「BUILD」の作品を撮り始めたのが 2016 年。建造物とファッションを軸に展開すると決めたのは、ひかりがボロボロの状態で生

まれながらも、血管をつなぎなんとか命を留めようとする姿が、まるで建築物のようだったこと。そしてそれを表現するためにファッ

ションの力が必要だと感じたからです。「BUILD」の世界観には、都心に建つビル群など、直線的な人工物としての建造物に対し、

変形していくもの、偶然性を表す象徴として、空や海などの自然物、そしてファッションが存在しています。例えばビルの隙間に見

える空のカットは、直線的な中に偶然性が垣間見れる日常の景色です。僕は、人間が窓を開け、移り行く空を見上げるとき、生きる

とは何か？ということを考えるのではないかと思っています。規則的で、管理された社会に暮らしながら、見る必要がないもの、特

に不規則なものを人は見に行きたがる。必然的、直線的な場所に立つ僕たちが偶然性や自然物を欲する感情、それこそが人が「生きる」

ということを考える行為そのものではないでしょうか。また、直線的なものに奇跡は存在せず、偶然出来上がったものの中にのみ奇

跡はあって、そこに人は希望を見出し、指標として前に進み始める。もちろん日常には多くの偶然があり、人はいつどうなるかわか

らない。偶然には二面性があり、時として悲劇をも生み出します。それでも、人間は生きていく。偶然に流されて命の灯りを消すこ

とだってできるのに、なぜか皆生きようとする。生きたいと思うものであってほしいと、僕は願っています。

　苦しみの底にいるとき、救ってくれたのはいつだって写真でした。父がくれたカメラを初めて手にした３歳から、かけがえのない、

切り離せない手足のようなものでもあります。僕にとって写真は記録であり、記憶。どんなに残酷な現実も、写すことで表現し、消

化するしかない。やっぱり写真なんだということ思い出させ、自分の生きる糧が何なのかということを教えてくれたのは、ひかりで

した。「BUILD」は、ある意味、墓標を建てるような想いで作り上げた写真展です。きっかけはパーソナルなものでしたが、生に対

しての漠然としたものを具現化した、壮大なテーマを追求する作品になりました。ビリビリに破れ、傷ついても、空を見上げることで、

光の差すほうへと歩いていける。「生きる」ということについて、あなたの経験につなげて何かを感じていただけたら幸せです。
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C r e a t o r s  p r o fi l e



Movie Editor
Yoshinori  Saburi  -  佐分利良規

Writer
Yuka Ando -  安藤由佳

Architect
Yushi  Kobayashi  -  小林裕志
https://www.i i i i -ds.com/

Architect
Tomotaka Furuhata -  古畑智隆

Sound Designer
Nhato (Otographic Music)
http://nhato.tumblr .com/

Fashion Designer
garasunokutsu

https://garasunokutsu.com/

Model
Rina Aoi  -  蒼井利奈

https://twitter .com/whiterinarina

Graphic Designer
Hitomi Aso -  阿曽ひとみ

Photographer
Satoshi  Aso -  阿曽聡

https://asosatoshi .com/



Yoshinori  Saburi  -  佐分利良規
Movie Editor

1976 年 生まれ　東京出身
多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。在学中に中島信也氏より映
像編集を学ぶ。2000 年 都内スタジオに就職、同年映像エディターに抜
擢。2018 年 フリーランスに転身。編集、CG 作成、合成含めた映像編集
に捉われない統括的な活動を展開。

CM
HONDA「オデッセイ アブソリュート」
MV
SOFT BALLET「メルヘンダイバー」
深田恭子「キミノヒトミニコイシテル」
BRAHMAN 「今夜」
TV
マツコの知らない世界
ホムカミ～ニッポン大好き外国人 世界の村に里帰り～
とんねるずのスポーツ王は俺だ！
ザ・プロファイラー ～夢と野暮の人生～
アナザーストーリーズ 運命の分岐点
オドモTV
ダーウィンの海
撃墜！3人のパイロット
戦後70年・一番電車が走った
キッド・ナップ・ツアー
ETV特集 人知れず、表現し続ける者たち

2014年と2018年
日本ポストプロダクション協会主催の映像編集業界のアワード「JPPAア
ワード」にてゴールド賞、シルバー賞を受賞

５年程前、阿曽さんからこの展示の漠然としたイメージを伝え

られて、僕に出来る事があるならば力になりたいとお話しまし

た。そこから長い時間を経て、これだけのメンバーが集ったも

のになりました。

テーマは深く、でも僕個人のイメージでは「本気を出した大人

の文化祭」。来場された方々、ご覧下さった方々が、各々に楽

しんで頂ければ、幸いです。

message to BUILD



永遠を信じていた幸福な日常が、脆くも崩れ去ってしまうこと。

泡のように消えて無くなりたいと願っても、意思を超えた力に

支配され叶わぬこと。そして祈りが届いたかのような錯覚を起

こすほど、類い稀なる幸運を手にすること。それをある人は運

命と呼び、ある人は奇跡と呼ぶのでしょう。

阿曽さんの言葉を紡ぐお手伝いをさせていただき、大変光栄に

存じます。一度は置いた筆を執るきっかけをくださり、ありが

とうございました。否応無しに偶然性に惹かれる人間の業（ご

う）と人生のままならなさを、私も愛し続けます。

message to BUILD

Yuka Ando -  安藤由佳
Writer

1979 年生まれ。紙媒体の編集者兼ライターのマインドはそのままに、
現在はなぜか IT 企業に勤務。



Yushi  Kobayashi  -  小林裕志
Architect

建築家という仕事柄、その「場」でしか成り立たない空間作り

を心がけております。「場」とは、作品、会場、展示期間、開館時間、

協力アーティストの皆様の個性を引き出す受け皿としての役割

を果たす空間です。

今回は、一歩踏見込み、写真の表現の一部としてのなり得る「場」

になるようにデザインを致しました。阿曽と知り合い 30 年近

くになります。普段は見せない彼の心の中や、思いも滲み出し

たような「場」になればと思います。

また、阿曽を知るご協力を頂きましたアーティストの皆様が、

今回の作品を見極め、料理をし、そのように「場」に盛り付け

れれるのか非常に楽しみな展示となりました。

今回の展示の依頼が来てから随分月日が経ちました。最後まで

情熱を持ち続けた阿曽ご夫妻に感謝を込めて

message to BUILD
iiii design studio 代表取締役
発想の枠を制限せずに、常に新しいひらめきを大切に様々な用途や規模
の建築、インテリアの設計をしております。プロジェクト毎にいろいろ
なクリエイターとコラボをすることを楽しみ、活動をしております。

1975 千葉県出身(長野県生まれ)

1995-1998 ICS College of Arts

1998-2003 小田急百貨店建装部
国内のホテル・大手銀行・大型商業施設・レストラン・店舗
・病院・老人ホーム・小田急線全駅のサイン工事等を担当

2003-2005 University of East London

2006-2012 George Dasic Architects
国内外にて、外資系投資銀行の内装工事・外資系デベロッパ
ーの建築設計また、住宅・別荘・オフィスの建築設計を同事
務所設計主任として担当　 

2013 u4arhitects 一級建築士事務所設立

2017 スイッチデザインスタジオ一級建築士事務所に改名

2018 株式会社 フォーアイズ設立

Tomotaka Furuhata -  古畑智隆
Architect

阿曽氏の深い想いに共振しました。

異なるジャンルで活躍する方たちとともに、長い時間をかけて

構想を具現化していくことはとても刺激的でした。皆に引合わ

せて頂いた阿曽氏にはとても感謝をしています。

BUILD は写真だけでは収まらない阿曽氏の想いがメンバーを

介して溢れています。この展示でまた何かが生まれたらいいと

思います。

message to BUILD
フルハタデザインオフィス
住宅・集合住宅、商業施設、医療施設を中心に建築及び内装の設計を行う。

1975 東京生まれ

2001 工学院大学大学院建築学専攻　修了

2001-2003 株式会社山本・堀アーキテクツ

2003-2013 有限会社西森事務所

2017 Switch Design Studio

2013- フルハタデザインオフィス



Nhato (Otographic Music)
Sound Designer

1987 年に東京に生まれ、高校生の頃に音楽製作活動を開始。オラン
ダの巨匠であり 90 年代からダンスミュージックシーンを支えた重鎮
Marcel Woods に才能を見出され、2008 年にデビュー。それを契機に活
躍のフィールドを世界へと広げ、2011 年には Armin van Buuren（英 DJ 
Mag 誌の読者投票による人気ランキング世界第 1 位をこれまでに 5 回
獲得）が擁する世界最大級のダンスミュージックカンパニー「Armada 
Music」と契約。その後、これまでに Armada グループ傘下の数々のレー
ベルからオリジナル曲や Remix を発表。特に Future Sound of Egypt 
Excelsior レーベルの Bjorn Akesson とは親交が深く、同レーベルから発
売した「Aurora」はクラブ音楽配信サイト Beatport の Best Of Trance 
2014 に選ばれた。

日本では、2009 年に設立された Otographic Music の中心的存在とし
て活躍。2012 年 6 月に発売した 1st アルバム「Etude」は、オリコン
インディーズアルバム週間ランキング 16 位にランクインし、Armin 
van Buuren、Mat Zo、Porter Robinson、W&W といったワールドトッ
プ DJ もアルバム収録曲を DJ セットに取り入れた。2015 年に発売した
シングル「Kaede」では日本人初となる Beatport Trance 単曲チャート
の 1 位を獲得。DJ 活動においては、2009 年に Marcel Woods の来日ツ
アーのサポート DJ を務めたことをきっかけに活動の場を広げ、これま
でに Magnificent、Landcape など国内の代表的な Trance パーティに出
演。Ferry Corsten、Aly & Fila、Marcus Schossow、David Gravell、Alex 
M.O.R.P.H. などの来日時にも共演を果たしている。

それ以外にも、音楽ゲーム「Beatmania IIDX 19th Lincle」への楽曲提供
や、音声合成ソフトウェア VOCALOID™3 ライブラリ「IA -ARIA ON THE 
PLANETES- 」および「IA DAW PACKAGE」の公式デモソングを担当する
など、クラブシーンだけに留まらない活動を展開中。Nhato の創り出す
鮮烈なサウンドは、国境やシーンの壁を超えたあらゆる層の人々を魅了
している。

写真展へのお誘い本当にありがとうございました。この企画

のご相談を頂いた日、写真を初めて見た時の衝撃、まるで昨

日のことのように覚えています。

資料を見直す度にアイデアが次々と浮かび、メモ帳のページ

はすぐに埋まっていきましたが、いざ制作に取り掛かった途

端、不思議と一切何も参照することなく、まるで初めから自

分がすべき事が分かっていたかのように音楽が出来上がって

いきました。

今思えばまさにその感覚こそ阿曽さんの言う BUILD だった 

のではないかと感じます。 この展示会という場において 様々

な分野で活躍されている皆様の表現に触れ、自分としても大

変刺激を受けましたし、また足を運んでいただいた方々にも

特別な何かを残せたらいいな、と思っております。

message to BUILD



garasunokutsu
Fashion Designer

建てる。このタイトルが決まる前からの付き合いがあり、やり

たい事は知っていた。建てる、一見ビルの建設現場の様にミス

の許されない世界をイメージするが、行った事はとにかく真逆、

破壊。壊した物は戻らない、それでも作るしかなかった時。今回、

衣装を担当したというより、実際は建てたという方が近い表現

になる。比喩になるがどんな形であれ阿曽氏は建てたかったん

だと感じる、人がどう受け止め感じるかは別として。

message to BUILD

シンデレラの魔女みたいな事がしたいです。ガラスの靴があったから、
王子様とシンデレラが再会出来たみたいなきっかけ創る人が目標です。
でもそのためには馬車からお城まで創る必要がある時代だと感じてます。
ファッション界のファンタジー・ブローカー目指します。



Rina Aoi  -  蒼井利奈
Model

1992 年生まれ。千葉県出身。
2014 年からモデル活動を開始。モデル事務所を経て現在フリーランス
で活動中。MV やファッションショー出演、ファッション誌、広告写真
モデルなどを中心に活動。
作品撮りでは自分の記憶と向き合い、心の内側が写真に写るように意識
しています。

この写真展に誘って頂けてとても嬉しいです。この写真展の

テーマの部分で阿曽さんご自身が感じたことを何度も想像し私

の中で咀嚼し、考えながら一緒に作品をつくりました。

自分自身の家庭と重ね合わせ、いなくなってしまった家族のこ

とを考えて苦しくなったりもしました。そんな中で自分と重ね

て合わせられる部分があったからこそ自分の事のように大切に

写ることが出来たような気がします。

それぞれの分野のクリエイターの方々のたくさんの想いを感じ

られる展示となっています。この想いがずっと続いたらいいな

と思います。

message to BUILD



Hitomi Aso -  阿曽ひとみ
Graphic Designer

心臓に絶望的な障がいを抱えボロボロになって、それでもあり

とあらゆるものを使って変容させ、生きていくために命を繋い

でいたひかりの姿を思う。彼女は私に生きるという事を教えて

くれた。私にとっての BUILD とは生命を繋ぎ、日々を更新し

続けていく事だ。

BUILD 展の構想を聞かされた時、正直なんで亡くなって何年

も経つ今なんだろうと思った。だけどこの数ヶ月作品に触れる

うちに、この人は今やっとあの日の感情を表現出来るところま

で消化できたのかなと腑に落ちた。ここからまた写真という手

段を使って、心の風景を切り取り日々を更新していくのだろう。

最後に、長い時間をかけて一緒に BUILD 展を作り上げてくだ

さった、クリエイターの皆様へ感謝申し上げます。それぞれの

アイデアから生まれる化学反応でひとつの展示がかたちになる

感覚が最高に楽しかったです。

<追伸 >

ひかりが亡くなった後、せめて素敵な花をお供えしてあげたい

との思いからフラワーアレンジメントを習い始めました。花に

触れる時間は無心になれ、その時間は私の救いのひとつでもあ

ります。今回、会場の一角に BUILD をテーマにアレンジを作

りました。見ていただけると嬉しいです。

ひかりの小さな亡骸が火葬場の大きな黒いトンネルに連れて行

かれそうになった時、私は本気で一緒に焼かれて死のうと思っ

た。「小さなあの子を、たったひとり行かせられない」母親と

しての本能だったのかもしれない。でも、小学生の長女を置い

ては行けない。それもまた本能的なものだった。「ごめんね。」

何度も謝りながら見ていられずぎゅっと目をつぶった。

そんな経験を経ても、生きていると他人のふりかざした正義に

傷ついたり、些細な事に嘆いたり怒ったり。辛いなぁって思っ

たり。ふと、あの狂ってしまいそうだった感情に比べたら小さ

な事じゃないの！それでも私はこんな事に痛みを感じるのかと

可笑しくなる。だけど、痛いもんは痛いのだ。小さくても、今

感じる感情の方が今は痛い。感情は過去の記憶となり、また新

しい感情が産まれていく。

message to BUILD

看護師資格を持つグラフィックデザイナー

熊本の田舎の中学生だった頃から、ポパイやオリーブなどマガジンハウ
ス系の雑誌を見るのが大好きでグラフィックデザインに興味を持つ。デ
ザインなどを学べる高校に進学。

高３の時、突如看護師になろうと決意する。
看護師をやりながら、たまに頼まれて、ショップカードやポスターデザ
インなどを請け負う。看護師としてのスキルアップを目指し上京、都内
大学病院に勤務。社畜看護師を極めた頃、結婚。ひょんな事から自営の
夫にデザインの仕事を任されるようになり、独学でデザインソフトの扱
いを覚え、言われるままカラーコーディネーター 1級を取得。

よきクライアントさん達に恵まれ、気づけば看護師歴〈デザイナー歴に
なっていた。世の中って何がおこるかわからないものだ。



Satoshi  Aso -  阿曽聡
Photographer

昭和 50 年（1975 年）千葉に生まれる。
３歳の時に父からもらったカメラをきっかけに写真の世界に足を踏み入
れ、自らの感覚を頼りに独学で写真表現を探求。
現在はカメラマンとして主に新生児、建築物、ファッションを撮り千葉
を中心に活動している。
近年は人間の内部世界を題材に写真作品を製作している。

2012. 9 PORTRAIT OF MR.S
2015. 5 透明な澱
2015. 8 透明な澱「千」
2017. 2 KANAI MEG JAPAN
2018. 12 BUILD
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平面図

模　型

Design /  小林裕志  古畑智隆Exhibition Room



壁　面



Design /  garasunokutsuFashion



Movie Editor  /  佐分利良規Movie



Sound Design /  Nhato (Otographic Music)Sound



Voice /  蒼井利奈message to BUILD



Arrangement /  阿曽ひとみFlower
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