program in progress

TAKASHI HIRAIDE
AIR LANGUAGE

2011.7.8-29 «via wwalnuts» 展 SPIRAL RECORDS
2011.7.8 平出隆 講演「via wwalnuts はなぜ」SPIRAL RECORDS
2011.9.23-24 «via wwalnuts» 展 かまくらブックフェスタ
2011.9.24 平出隆 講演「本と出版のこれから」かまくらブックフェスタ
2011.10.28-11.9 «via wwalnuts» 展 メリーゴーランド KYOTO
2011.10.28 平出隆 講演「詩と造本のこれまで」 徳正寺
2012.5.2-6 平出隆 写真展「葉書でドナルド・エヴァンズに」スパ
イラルガーデン
2012.7.2-7 平出隆 写真展「私へのオプティクス」森岡書店
...

──さらなる空中の本へ

平出隆講演 かまくらブックフェスタ 由比ガ浜公会堂
NOVEMBER 3, 2019
映像 ［Air Language film by Satoshi Sugitani］先行展示

Air Language program
半世紀に及ぶ平出隆の詩と散文と批評が、書物の時空
間への注視を通してつかむ、言語と芸術をめぐる詩学的
構想。とくに空間表象から逸れる地点としての《時間の

Air Language film 005

谿》をめぐって、書物における「次元変換」の問題を扱
うために「空中の本」＝「Air Language」の概念を立
てる。2020 年 12 月に開催予定の「平出隆退職記念展」
及び「最終講義」のタイトルとしても定められており、
その全容は 1 年後の多摩美術大学アートテークで明ら
かにされる。

『Air Language program 草稿』
奈良原一高によるデュシャン《大ガラス》の写真とと

Air Language film

もに組み上げられた、長脚 3 行の詩片 31 篇で構成され
る「詩集」
。DIC 川村記念美術館における「言語と美術

平出隆『Air Language program 草稿』を構成する 31

──平出隆と美術家たち」展（2018 年 10 月− 2019 年

篇それぞれのテクストと呼応関係にある写真・画像から、

1 月）の Y-4 室において、青木淳による「吊架線」に沿

杉谷諭が一定の手法・規則に沿って転位させた、60 秒

ってその校正刷全 16 葉が「空中」に展示され、展覧会

を 1 単位とする映像。朗読は平出隆。

の背骨を示した。その後、オリジナル版の出版予定が

近日、Air Language program［ALp］レーベル開設に
伴い、他作品と併せ Bandcamp 等での購入が可能とな

「宙吊り」となった機会を捉え、
「本」になる流れを作家
みずからが多方向・多形態へと壊そうとしている。

る予定である。

杉谷 諭 Satoshi Sugitani
写真家、音楽家。
写 真 展 は 2014 年、 新 宿 Place M に て「Understanding of
You」、音楽は 2018 年、SMYTHSONS 名義でフィンランド
Terranean Recordings より「Mechanical Intervensions」
をリリース。

作家自身による Dissolved Editions 計画
『AIR LANGUAGE PROGRAM 草稿』
Galley Sheets Edition 限定 5 部

TPH

『Air Language program 草稿』Portfolio, 限定 3 部
『Air Language program 草稿』Palimpsest
『Air Language program 草稿』Palimpsest（EN）
『Air Language film』DVD

TPH

2016.10.4-11.5 «TAKASHI HIRAIDE_AIRPOST POETRY» 国際
交流基金トロント日本文化センター
2017.10.8 平出隆 展覧会「葉書の箱／叢書の箱」 かまくらブック
フェスタ
2017.10.8 平出隆 講演「空中の本へ」 かまくらブックフェスタ
2017.11.18 平出隆 発表「物質的想像力と《インク》による書物
論」 芸術人類学研究所シンポジウム「イメージの発生」
2018.8.18-24 展示 «TAKASHI HIRAIDE AIRPOST POETRY 2018»
Vestfossen Kunstlaboratorium
2018.10.4 平出隆 講演「言語と美術」 富山県詩人協会
2018.10.6-2019.1.14 「言語と美術──平出隆と美術家たち」展
DIC 川村記念美術館
2018.10.13 青木淳＋平出隆 対談 「言語と美術」展
2018.11.24 平出隆＋伊藤ゴロー 朗読とギター演奏「言語と美術」展
2018.11.10 平出隆 発表「物の秘めたる言語」 芸術人類学研究所
シンポジウム「物質と生命」
2019.1.13 郡淳一郎＋澤直哉＋平出隆 鼎談「空中の本をめぐって」
「言語と美術」展
2019.8.31 平出隆 講演「子規・茂雄・イチロー──野球における
AIR LANGUAGE」 立教大学北九州立教会
2019.11.3 杉谷諭＋平出隆 映像展示「Air Language film 2019」
かまくらブックフェスタ
2019.11.3 平出隆講演「AIR LANGUAGE ──さらなる空中の本
へ」 かまくらブックフェスタ
2019.11.16 平出隆 発表「Air Language の発見」芸術人類学研究
所シンポジウム「時間と空間の交点」
2019.12.7［ALp］登録制 web サイト開設
https://airlanguageprogram.com
2019.12.4-7 「河原温 LANGUAGE and ART ──ブックアートコ
レクション創設記念展」 多摩美術大学アートテーク
2019.12.7 平出隆＋青木淳 対話「
「言語と美術」のアーカイヴ化と
「空中の本」
」 多摩美術大学アートアーカイヴセンター・シンポジ
ウム「アートアーカイヴとは何か」
2020.11.17「Air Language」 芸術人類学研究所シンポジウム
2020.12.10-24「平出隆 Air Language program」展 多摩美術大
学アートテーク
2020.12.10 平出隆 講義「河原温へのオマージュ」 多摩美術大学ア
ートテーク
2020.12.24 平出隆 最終講義「Air Language program」 多摩美術
大学アートテーク

