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力石咲 ステイトメント

　ニットで温かな世界征服。これがわたしのミッションだ。
　編み物との出会いは 2004 年の作品《ManGlobe》である。人は
毛糸や編み物に対し、どんなイメージを抱くだろうか。多くの人は、
温かく柔らかで、やさしいというイメージをもっているだろう。
わたしもそうだ。よって、世界とのコミュニケーションをコンセ
プトに制作した《ManGlobe》を編み物で形成したのはごく自然
なことだった。この作品で、 一本の糸が面となって無限に広がって
いく不思議さ、ものに覆いかぶさった時に中身の形状に従順に形
を変える可変性、無機的なものを有機的に変換してしまう柔和性
という編み物の性質に惹かれ、可能性を探りながら創作活動を開
始した。
　2009 年の《トラベリビング》をきっかけに、わたしは編み物を
外に連れ出した。2週間のゴールドコースト滞在中、現地での生活
や観光をしながら作品をつくるこのプロジェクトでは、部屋に篭っ
て作品を作るのではつまらない。自分が訪れた先々のものとコミュ
ニケートして自分の痕跡を残していこうと、出会った人やビーチ
の流木、街中のベンチを即興で編み包んだ。すると編み包まれた
人と他者、流木と人、ベンチと人とのコミュニケーションも生ま
れたのである。
　編み物は紐状の素材があれば場所を選ばずどこでもできる。そ
してそんな原始的であるがゆえに世界中の人が知っている技法な
のだと思う。ニットに対する先入的なイメージや日常の風景があ

るから、街中のものが編み包まれているという状況が違和感になっ
て、人ともの、人と人との新たなコミュニケーションが生まれる。
《トラベリビング》から始まった、新たなコミュニケーションを紡
ぐプロジェクトは《旅するニットマシン》《ニット・インベーダー》
によって、人と空間、人と街を繋ぐものへと拡張している。
　わたしにとって編み物はコミュニケーションメディアである。
一本の糸が編まれて面となりどんどん広がっていくように、私と
対象物から始まったコミュニケーションが、対象物と鑑賞者、鑑
賞者と鑑賞者へと多角的に広がっていくことを願う。人間と土地、
空想と現実、さまざまな関係性やその背景に着目しながら編み物
で包んでゆく作業は、世界をゆるやかに繋いでゆく作業であり、
壮大なインスタレーションの一端である。
　プロジェクトの遂行に周囲の人を巻き込む、という点にもわた
しは重きを置いている。例えば《ニット・インベーダー》では街
を編み包む作業（インベージョン）を地元の人々と共に行う。イ
ンベーダーとして共に街に介入していくことでわたしは彼らとの
絆を日々感じていく。彼らは自分の住む街を改めて発見するかも
しれない。そして今度は、インベージョンされた街がインベーダー
以外の市民とも新たな関係を構築していくだろう。
　プロジェクトは一時的なもので、また元の風景に戻る。それは
ニットのように儚くささやか。しかし非日常の空間を体感した記
憶や共にプロジェクトを遂行した者同士の絆、街と主体的に関わっ
た記憶はいつまでも残る。そんなプロジェクトを手がけていきた
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力石咲



ニット・インベーダー

《addi UFO》と呼ばれる上空の編み機がキャトルミューティレーションをして周りのものを編み包む。編み物と
いうものは不思議なもので、細い糸から太い糸を作ってより大きなものを編むことができる。最初は 1本の細い
糸だが、どんどん太くなって広がって、地球までも簡単に編み包むことを目的としている。
インベージョンは日々徐々に行われる。作業は街の人と協働で行うことが理想である。街に対して普段受動的に
過ごしている私たちは、この作業によって能動的に関わることができ、街を知ることができるからだ。《addi 
UFO》とわたし、そしてインベージョンに参加する人すべてが「ニット・インベーダー」なのである。
ニットによって一変した景色の中で、街と人、人と人との新たな関わり合いが生まれることを願う。

《ニット・インベーダー in 常陸多賀》展示風景　撮影 : 木奥恵三



《addi UFO》
2014-
編み機、モーター、毛糸、アクリル、金属、木材ほか
サイズ可変（最小必要スペース3×3.6×3.6m）
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撮影：刀塚浩介



ニット・インベーダー in 常陸多賀

《ニット・インベーダー in 常陸多賀》展示風景　撮影：木奥恵三
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《ニット・インベーダー in 常陸多賀》解説　
　
●インベージョン場所
現地下見時に地元の人々へのヒアリングを行い、インベージョンエリア
を選定しました。
常陸多賀の今むかし。昭和 7年ごろの写真や昭和 9年発行の写真と、実
際に自分で歩いてみた今の常陸多賀。 この 80年間で街の風景は大きく
変貌しています。人々の記憶の中に色濃くあるのは、常陸多賀がいちば
ん元気だったという昭和 40年代後半から 50年代前半の風景のようで
す。日立製作所多賀工場に勤務する人で朝晩の駅には人が溢れかえり、
デパートや映画館、 多賀コンパなる社交の場が流行り、商店街には福引
抽選器のガラガラ回る音。人と人の繋がりも豊かだったといいます。
地元の人々が思う常陸多賀のシンボルスポットやエリア、個人的に思い
入れのあるスポット、そして今はなきそれらの跡地をニットインベー
ジョンし、当時の雰囲気をモコモコと醸し出す 65日間にしたいと思い
ます。
また過去を甦らすだけでなく、未来に向けて地元の人々が発信していき
たい常陸多賀の推しスポットもインベージョン。街を訪れる人々を誘導
するようなものになればと思っています。

●糸の色
糸の色は、オレンジです。その理由は 3点あります。
・地域の方へのヒアリングで、「常陸多賀を色に例えると何色ですか ?」
と質問したところ、オレンジと答える方が多かったからです。日立製作
所の企業カラーがオレンジなことがやはり影響しているようです。
・日立市という名前は、水戸光圀がこのあたりの海上から昇る朝日の素
晴らしさに感銘を受けたことに由来すると言われています。朝日 =オレ
ンジのイメージがあります。
・昔はこのあたりに柿の木がたくさんあったようです。秋になると、柿
の色が街を彩っていたようです。
ほんのりとかすかにピンクがかったオレンジ。光の具合によってピンク
がほのかに顔を出すかもしれません。

                                                              - 展示キャプションより -



《ニット・インベーダー in 常陸多賀》
2016
ポリエステル毛糸
茨城県日立市常陸多賀エリア
「茨城県北芸術祭」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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撮影：木奥恵三

インベージョンは時に通りすがりの人
も参加しながら、日々地域の住民とと
もに行われた。
私が常陸多賀を不在にしているあい
だは、彼らが作業を続け、そして作品
を守ってくれていた。



《ニット・インベーダー in 常陸多賀》
2016
ポリエステル毛糸
茨城県日立市常陸多賀エリア
「茨城県北芸術祭」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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撮影：木奥恵三



《ニット・インベーダー in 常陸多賀》
2016
ポリエステル毛糸
茨城県日立市常陸多賀エリア
「茨城県北芸術祭」にてインスタレーション、
パフォーマンス

- 10 -

撮影：木奥恵三
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撮影：木奥恵三
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撮影：木奥恵三



《ニット・インベーダー in 常陸多賀》
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撮影：木奥恵三



《ニット・インベーダー in 常陸多賀》
2016
ポリエステル毛糸
茨城県日立市常陸多賀エリア
「茨城県北芸術祭」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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ニットインベージョンワークショップ風景　撮影：木奥恵三
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商店街のこじんまりとした鞄店の店主と初めて
会話を交わした時のことをよく覚えている。薄
暗い店の奥で新聞を広げていたその店主は「す
みません」というこちらの問いかけに、振り向
きもせず「ん」とだけ答えた。屋根の支柱や鞄
ラックを編み包ませてもらったものの、その受
け答えの印象と見た目の印象もあって、怖そう
な人だな、というのが店主に対する第一印象
だった。
けれども、その印象も日々和らいでいった。商
店街を編み包んでいると、視線を感じる。その
方向を見ると、店主が遠くからインベージョン
の様子を見守っているのだ。「こんにちは」と
いう挨拶から様々な会話が生まれた。商店街の
こと、店主の生い立ち、芸術祭のこと、これか
らの作業のこと。店主自身、ものを作ることが
好きで、実は店内に多数作品が飾ってあった。
例えば、切手を数百枚緻密に貼った曼荼羅のよ
うな作品。職人気質な店主の人柄を表すような
作品だった。
芸術祭も終盤の 11月上旬、インベージョンの
ために商店街を再訪すると、店主が新作を見せ
てくれた。「俺のケンポク。」見ると店頭脇にあ
る灰皿がオシャレな傘を差していた。「雨が降
ると中の吸い殻から臭い匂いがしてくるから」
「アンブレラプロジェクトですね！」私は思わ
ず声を弾ませた。偶然にもかつて県北はクリス
トによるアンブレラプロジェクトが行われた
地。それを意識して作ったのか、そして今回の
県北芸術祭に感化されて作ったのかは知る由も
ないけれど「俺のケンポク。」その一言がすべ
てを語っていた。
「柄の部分を編み包ませてもらってもよいです
か？」「いいよ」。かくして生まれた店主とニッ
トインベーダーの記念碑的作品は、今も商店街
にひっそりと佇んでいる。
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●オレンジの色糸＝常陸多賀

オレンジや朱の色って、鮮やかでお日様を思わせる元気なイメージだけ
れど、一方では、工事現場や注意書の看板みたいなイメージにも。
（幕末日本の浮世絵が西欧に渡った時、印象派のルノワールたちは、浮
世絵の中の「朱」の色（たとえば鳥居の色、着物の色）にとても感激し
たのだそう。その頃、フランスでは、そんな朱の色は、港の鉄さびの色
のようにしか思われていなかったとか・・、なんて思い出す。）
常陸多賀で出会った力石咲さんのニットのオレンジの色たちは、いろん
なところでモコモコ成長を続けている。
そして、このオレンジは不思議に、商店街の中では、「町と作品をつな
ぐ（色）」ようだ。

カタカタカタカタとオレンジの糸がよられていくのは、なんともユーモ
ラス。
生産されたニットは、地域の人たちの手も加わり、どんどん町の中へ広
がっていく。

朝早い時間、始発くらいの電車を待つ男性。
作品は座布団がわりにもなっていた。
やさしいなぁと思った。

                                             山本哲士（元茨城県近代美術館学芸員）

撮影：山本哲士
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《ニット・インベーダー in 常陸多賀》茨城新聞記事



ニット・インベーダー in 水都

《ニット・インベーダー in 水都》展示風景　撮影：塚田リョウイチ
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《ニット・インベーダー in 水都: インベージョンマップ》
2015
プリントに毛糸
20.4×18cm

大阪市中央公会堂に設置された自動の編み機《addi 
UFO》から生成された毛糸で、約 3週間にわたり大阪の
街をインベージョンしていったプロジェクト。船着場や
護岸柵、クルージング船等、 川に関連するものを主にイ
ンベージョンすることにより、水都である大阪を表現。
また、遊休船舶も一隻インベージョン。ニットスーツを
着た工作員 12名が乗り込み、中之島から道頓堀まで回
遊するパフォーマンスを開催。別の日には毛糸を積み込
み、世界の水都でも珍しいロの字型の水路を一周しなが
ら 4 辺各所で船着場のインベージョンを行い、大阪が水
都と呼ばれる所以が水運産業にあったことを自身のパ
フォーマンスを通して表現した。
期間中は現地の人々とインベージョンするワークショッ
プも開催した。

                - 《ニット・インベーダー in 水都》を終えて -



《ニット・インベーダー in 水都: addi UFO》
2015
編み機、モーター、毛糸、アクリル、金属、
木材ほか
大阪市中央公会堂, 大阪
「おおさかカンヴァス2015」にてインスタ
レーション
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《ニット・インベーダー in 水都》
2015
アクリル毛糸
中之島エリア・水の回廊, 大阪
「おおさかカンヴァス2015」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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撮影：塚田リョウイチ



《ニット・インベーダー in 水都》
2015
アクリル毛糸
中之島エリア・水の回廊, 大阪
「おおさかカンヴァス2015」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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撮影：塚田リョウイチ



《ニット・インベーダー in 水都: ニット工作船》
2015
船、アクリル毛糸、綿糸、LED、ミラーボール
全長約7m
「おおさかカンヴァス2015」にてパフォーマンス
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撮影：名久井伴久



ニット・インベーダー！ in 丸の内

《ニット・インベーダー ! in 丸の内》展示風景　撮影：古屋和臣
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《ニット・インベーダー! in 丸の内: インベージョンマップ》
2015
プリントに毛糸
20.4×18cm

「アートフェア東京 2015」の関連イベント「AMIT2015」
にて開催。東京、丸の内の丸ビルマルキューブに《addi 
UFO》を設置し、そこから侵食していくように国際フォー
ラムからOAZOにまたがるエリアをインベージョンする
という、都市空間では初の大規模な展開となった。
「直線的、 現代的な都市の街並み」と「自然や歴史、生命を
感じる空間」が混在するエリアの特徴を際立たせるような
毛糸の色とモチーフで編み包み、オフィス街である丸の内
の風景を一変させながらも街を再発見してしまいそうな、
そんなプロジェクトにしたかった。丸の内で働く人や遊び
に訪れた人と街との新たなコミュニケーションを見てみた
かったのだ。
また 3日間という短い期間での展示は、まるでその間だけ
街に魔法がかけられたかのような気持ちにもなり、撤去作
業の際はそれが解けていく儚さも覚えた。それは毛糸やニッ
トが脆く儚い素材であるからだとも思う。これはポジティ
ブな発見であった。儚くても人々の記憶に残る展示がした
い。

             -《ニット・インベーダー ! in 丸の内》を終えて -



《ニット・インベーダー! in 丸の内》
2015
アクリル毛糸、綿糸、ポリエステル糸
丸の内エリア, 東京
「AMIT 2015」にてインスタレーション、
パフォーマンス
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撮影：山田優李
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撮影：山田優李
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撮影：山田優李



《ニット・インベーダー! in 丸の内》
2015
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ニットインベージョンワークショップ風景　撮影：山田優李



旅するニットマシン

《旅するニットマシン》はケースを転がすと
編み物が製造されるマシン。わたしはその
ケースを転がしながら旅をし、出会った人を
編み包む。編み物の長さはケースを転がして
移動した距離に比例する。編み包まれた人に
は、編み物が辿ってきた道を自由に想像して
ほしい。そのように人々をイマジネーション
の旅へ誘い、人と土地、人と人とを結んでい
くプロジェクト。
マシン本体はクラウドファンディングによる
制作。このプロジェクトはマシンと、マシン
を介しての体験や出会いを包括してひとつの
作品であるので、制作段階から人を巻き込む
この方法をとった。



《旅するニットマシン: 本体》
2014
編み機、ビニール、毛糸、プラスチック、金属ほか
80×31×24cm
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《旅するニットマシン: 深圳 - 深圳》
2016
アクリル毛糸
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Courtesy of Stellar Course Arts



《旅するニットマシン: 雷門通り - 雷門》
2014
ポリエステル毛糸
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《旅するニットマシン: 
ハイサンプレイスから銅鑼湾の中華料理屋》
2014
アクリル毛糸
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《旅するニットマシン: バッキンガムパレス - トラファルガー広場》
2014
アクリル毛糸
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《旅するニットマシン》東京新聞記事



トラベリビング
旅先で生活しながら、あるいは旅するように生活しながら、
自分の痕跡を残していくプロジェクト。毛糸と針を携帯し
て、観光や日々の生活の隙を縫っては編み物をインストー
ルしていく。もう二度とこの時は戻らない、この地を訪れ
ることはないかもしれない、という想いが行為へと向かわ
せる。

《トラベリビング: 20090316》
2009
毛糸
ブリスベン空港, オーストラリア
インスタレーション



《トラベリビング: 20170318#1》
2017
毛糸
水戸駅
インスタレーション

- 38 -

Photo by Ryoichi Tsukada



《トラベリビング: 20161214#5》
2016
アクリル毛糸
クアラルンプール, マレーシア
インスタレーション
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Photo by Ryoichi Tsukada



《トラベリビング: 20160710#7》
2016
アクリル毛糸
上海, 中国
インスタレーション
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Photo by Ryoichi Tsukada



《トラベリビング: 20150607#2》
2015
毛糸
北海道
インスタレーション
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Photo by Ryoichi Tsukada



《トラベリビング: 20141207#1》
2014
毛糸
香港
インスタレーション
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《トラベリビング: 201106#2》
2011
毛糸、プラスチック
チューリッヒ, スイス
インスタレーション
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Photo by Ryoichi Tsukada



《トラベリビング: 20090513#1》
2009
毛糸、プラスチック
愛媛
インスタレーション
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《トラベリビング: 20090327》
2009
毛糸、街なかで拾ったもの、
現地の人からもらったもの、
購入したもの、食べ物のパッケージ、
リーフレット、その他
ゴールドコースト, オーストラリア
インスタレーション
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東京貝覆い
都内の街路柵で見かける東京都のシンボルマーク。イチョウがモチーフとのことだが、貝殻にも見える。そこで、都内に散ら
ばる貝殻で貝覆い。
貝覆いは平安時代の貴族遊び。現代の神経衰弱的な遊びで、二枚貝を二つに分け対になる貝を探し当てるゲーム。一対の貝の
内側には同じ絵や対応する絵を描いた。
さあ、対になる貝を探しに都内をぶらりしてみませんか。写真に写る景色とタイトルの住所がヒントである。

《東京貝覆い : 新宿区西新宿 2丁目∞中央区銀座 4丁目》展示風景　撮影：塩崎亨



《東京貝覆い: 台東区上野公園13丁目∞千代田区大手町1丁目》
2017
アクリル毛糸、針金
50×98cm
インスタレーション

- 47 - 撮影：塩崎亨



《東京貝覆い: 新宿区西新宿2丁目∞中央区銀座4丁目》
2017
アクリル毛糸、毛糸、シリコン、ラメ、針金
50×98cm
インスタレーション

- 48 - 撮影：塩崎亨



UNIVERSE ⇄ UNIVERSE
毛糸で編まれた地球儀《ManGlobe》は陸地に五つの目をもつロボットである。鑑賞者とアイコンタクトをする
彼は、一本の糸から世界を温かく繋げるべく活動する作家のパートナーであり、作家の野望のシンボルだ。
《UNIVERSE ⇄ UNIVERSE》は《ManGlobe》を軸とした小宇宙の空間。
鑑賞者が宇宙人の視点から《ManGlobe》を眺めてみれば、人類は地球という一個の星に住んでいる、という事
実がある。そこには国境や人種という概念はない。
《ManGlobe》の目はまた、宇宙に向けられている。人類は皆、未知なる外への探究心や憧憬を抱いている。そ
の宇宙研究が各国家、威信を懸けて行われていることは興味深いことである。宇宙空間には地球からの物体が多
数浮遊しているが、そのデザインには国の特徴がにじみ出ているし、そのどれもに国旗が記されている。宇宙人
はもしかしたら、それら地球からの浮遊体によって、地球上に国家というものが存在するということを知るのか
もしれない。



《ManGlobe》
2004
毛糸、風船、モーター、洗濯バサミ、赤外線センサー、プラスチック、金属
180×85×85cm
インタラクティブアート
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《UNIVERSE ⇄ UNIVERSE: 丸の内ハウス》
2014
毛糸、オーガンジーリボン、LED、ソーラーパネル、綿、ボール、
風船、モーター、洗濯ばさみ、赤外線センサー、プラスチック、金属
丸の内ハウス, 東京
「COSMIC GIRLS」にてインスタレーション
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撮影：Gottingham



《UNIVERSE ⇄ UNIVERSE: ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE / GINZA》
2012
毛糸、オーガンジーリボン、LED、ソーラーパネル、綿、風船、モーター、
洗濯ばさみ、赤外線センサー、プラスチック、金属
ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE / GINZA, 東京
インスタレーション
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