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SERIES DESCRIPTIONS 

 

Note: Information regarding each series (title, year of production, media, dimensions, and number of works) as well 

as a brief explanation follows, in the order in which the series appear in the present catalogue.  All information is 

current as of July 2010.  

 

 

 

 

Pages 9–25 

Transvest      

2002– 

Gelatin silver print on fiber base paper, Various sizes, 22 works 

 

Onodera began working on this series and continues to the present. It consists of  human forms clipped 

from newspapers and magazines filled in with a photo montage of  preexisting fragments of  

images—streetlamps at night, microscopic photography, scenes of  historic buildings—and 

photographed with strong backlighting to produce silhouettes. The wide variety of  figures, to which 

she has assigned names such as “Krio” and “Rosa,” are so strongly backlit that the images of  which they 

are made are almost, but not entirely obscured. As a composite of  many different images, each figure 

transcends and seems to embrace the entire world. “Transvest” means to cross dress, or wear the 

clothing of  the opposite gender.  

 

 

Pages 26–35 

The Bee—The Mirror    

2002, Gelatin silver print on fiber base paper, each 106 x 144 cm, 38 works 

 

This work was photographed by moving around an apartment in the middle of  the night, investigating 

the interior space and photographing the narrow, focused field picked out by the flashlight’s beam 

reflected in a mirror. As mirror images, a reversal of  reality, the photographs capture a realm unknown 

even to the people living there, transforming the everyday into something mysterious and ineffable. 

Onodera likens this to the view of  a bee who has managed to find its way into the room.  

 

Pages 36–39 

Liquid, TV and Insect    

2002, Gelatin silver print on fiber base paper, each 47 x 41 cm, 6 works 
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This is a series of  montage images created by combining the virtual image of  an insect “collected” from 

a television broadcast and a photograph of  spilled liquid. The two images of  contrasting qualities—the 

television image with its scan lines and the smoothness of  the liquid—are forced to coexist in the same 

frame. The actual photograph of  the liquid seems to be the shadow of  the insect image, reversing the 

ordinary relationship of  real and virtual and, as in “Transvest,” Onodera creates a new visual world 

through the manipulation of  fact and fiction.  

 

Pages 40–47 

Watch Your Joints!     

2004, Gelatin silver print on fiber base paper, each 77 x 108 cm, 8 works 

 

Capturing images from television broadcasts of  soccer games on a computer, and selecting single still 

shots, Onodera manipulates the images by erasing uniform insignia, altering the athletes’ faces, and 

adding or repositioning soccer balls. When stripped of  the context of  the soccer game, the interactions 

of  the athletes are suddenly transformed into incomprehensible and seemingly purposeless patterns of  

movement. The unnatural movements that go unnoticed when we’re watching a competition, captured 

in this fashion, make it a humorous work. The title refers to two well-known French films, Jacques 

Tati’s 1936 Soigne ton gauche (Watch Your Left!) and Jean-Luc Godard's 1987 Soigne ta droit (Protect 

Your Right!). 

 

Pages 48–55 

Eleventh Finger     

2006–, Photogram and photography on gelatin silver print, fiber base paper, Various sizes, 9 works 

 

This series captures people’s unconscious movements and gestures secretly, without looking through the 

viewfinder. The faces of  the subjects are obscured by pieces of  paper perforated in lacy patterns and 

applied to the photo through the photogram process. With the faces of  the figures covered, their 

movements are rendered meaningless and somewhat comical; at the same time, it seems a comment of  

the right to privacy. The paper is perforated in a variety of  both concrete and abstract patterns, its 

precise handwork creating a distinctive contrast to the grainy nature of  the photographs. The eleventh 

finger in the title is the finger of  the photographer, taking the picture, in addition, of  course, to the ten 

fingers of  the subjects.  

 

Pages 56–67 

Below Orpheus 

1. A Missing Person 

2006, Gelatin silver print on fiber base paper, each 147 x 120 cm, 23 works 
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Below Orpheus 

2. Strange Distance 

2006, Polaroid, each 43 x 43 cm, 23 works 

 

This work is based on an unsolved case of  a missing person that occurred in a certain European hotel. 

The theme of  the series is movement through time and pace, but in contrast to “Roma—Roma,” 

Onodera has created a backstory that interweaves truth and fiction, reality and illusion.  

Two and one-half  years after the missing persons incident, Onodera stayed in the same room 

in which it occurred, and she set about imaginatively “investigating” the case herself. Taking a hint from 

a seventeenth-century legend about a certain island, she arrived at the intentionally preposterous 

conclusion that the missing person had disappeared by traveling below the room—in other words, to the 

antipodes, the other side of  the Earth. The legend is recorded in the log of  an eighteenth-century 

English sea captain as the story told to him by a Maori chief. According to the chief, two hundred 

eighty years ago, in 1726, a prophet emerged from a subterranean world and predicted to the Maori 

peoples the arrival of  travelers from the West to their island.  Onodera just happened to notice that the 

North Island of  New Zealand is located 12,700 kilometers directly below the hotel in Europe. Onodera, 

following this line of  investigation, photographed the hotel room with her camera at ceiling height 

pointed down (1. A Missing Person), and then shifted her position from the hotel’s latitude 40º25’51” 

north, longitude 3º42’28” west to a point on New Zealand’s North Island at latitude 40º25’51” south, 

longitude 176º17’32”east and photographed it with a Polaroid (2. Strange Distance). She mounted the 

Polaroid photographs on hand-made paper on which she had the precise latitude and longitude printed 

in eighteenth-century type, the period of  the captain’s log was written, imprinting the latitude and 

longitude of  the hotel room on the large format fiber paper prints through the photogram process.  

 

 

Pages 68–79 

Roma—Roma     

2004, Oil on gelatin silver print on fiber base paper, each 37 x 49 cm, 108 works  

 

In this series Onodera photographs two cities named Roma with a stereo camera. First, covering one of  

the lenses, she took 108 photographs of  the city of  Roma on an island in the Baltic Sea. Rewinding the 

film, she covered the other lens and took 108 photographs of  the city of  Roma in Spain. The 

black-and-white photographs were paired at random, and all 108 pairs were then hand tinted with oil 

paints in the manner of  nineteenth-century picture postcards. Onodera has commented that she would 

have preferred, if  possible, to have the tinting done by a professional craftsman, an indication of  how 

thoroughly she attempts to eliminate any conscious artistic expression from this series, structuring it 

instead on the act of  traveling to the two locales.  

 



 4 

Pages 80–81 

Annular Eclipse     

2007, Silkscreen print, Varying sizes, approximately 240 x 152 cm, 3 works 

 

This series, Onodera’s first printed work, was premiered in the 1907 Shanghai Art Museum “Japan 

Caught by Camera” exhibition. It was produced in China by eight craftsmen and employs thirty-eight 

separate large-format silk screens. Onodera has said that her interest in prints was triggered by 

consideration of  what might lie in the future of  photographic printing, in the post gelatin silver print 

era. In an annular eclipse, the light of  the sun seems to shine from behind the moon, making us aware 

of  the middle ground between the visible and invisible. By using such festive elements as fireworks, 

neon, and confetti, the human and animal pairs in motion present a very different appearance from the 

still silhouettes of  “Transvest.” The wildly twisted postures of  the figures is also a metaphor for the 

relationship of  human beings to their environment.   

 

Pages 82–94 

12 Speed      

2008, Gelatin silver print on fiber base paper, each 124 x 173 cm, 12 works; 2008, Archrival pigment 

print on fiber base paper, each 124 x 171 cm, 12 works 

 

Pop items reminiscent of  the things that might be found in the room of  a young girl—headphones, a 

bag of  junk food, a glass of  milk, a toy made out of  beads—are displayed on a pink table against a pink 

backdrop. These self-consciously kitsch objects are, however, arranged with a solemnity suggesting a 

classical still life in Western painting and are set in the middle of  the forest of  Fontainebleau. This can 

be seen in the reflection of  the trees in mirror placed in the center of  the composition. The only 

difference in the 12 photographs that make up each of  the two sets (one in gelatin silver and one in 

ink-jet printing) is a slight change in the angle of  the mirror, which provides a subtly different view of  

the reflected forest. Though at first inspection the photos appear to be identical, the shifting position of  

the mirror, like a moving radar dish, creates a sequence that communicates the larger context. The 

graffiti-style sign and writing stand for “eternity,” recalling the eternal return of  Friedrich Nietzsche, 

in which a single instant in the infinite progress of  time is repeated indefinitely.  

 

Pages 96–109 

How to Make a Pearl    

2000–01, Gelatin silver print on fiber base paper, each 210 x 150 cm, 50 works 

 

Inserting a lass marble into her camera, Onodera photographed groups of  people on the street during 

the day. The marble disperses the light, creating shadows in the photographs and creating scenes in 

which an eerie white sphere seems to be floating above people gathered in the darkness. Through the 
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glass marble, which transforms an actual street scene into a mysterious illusion, we are made aware of  

the “black box”—that camera—that intercedes between the photographer and the subjects. The title 

refers, of  course, to the way a pearl is formed when a foreign object enters a mollusk’s shell. The 

enlarged grain of  the photos, created chemically during the development process, becomes the material 

of  these giant, two-meter photographs, powerfully lifting the people out of  the surrounding darkness in 

sharp relief.  

 

Pages 110–19 

Look Out the Window 

2000, Gelatin silver print on fiber base paper, each 60 x 50 cm, 23 works 

 

Small houses standing isolated in the darkness. The deep darkness of  the surroundings and the light 

glowing from the houses’ windows make them seem like illuminated objects floating in space, or toy 

houses. Onodera chose homes in the Tokyo suburbs designed in passing fads of  the day—European, 

Scandinavian, and so forth—that seemed to her to “have a short life span,” and would no doubt be torn 

down when their owners moved on. These floating boxes of  light created trough painstaking masking 

work in the darkroom are a kind of  reversal of  the camera obscura (“dark room” in Latin) , evoke the 

original meaning of  “camera” as “room.” 

 

Pages 120–21 

Zoo      

2000, Gelatin silver print on fiber base paper, each 60 x 50 cm, 17 works 

 

Starting with enlarged prints of  the eyes of  animals photographed in zoos around the world, Onodera 

superimposes a glass marble in a double exposure. The marble, like a heavenly body suspended in space, 

envelopes the hard and inarticulate glare of  the animal eyes, creating a mysterious gaze. The illusion 

created by the glass marble produces a very different result here than it did in “How to Make a Pearl.”  

 

Pages 122–23 

Camera 

1997, Gelatin silver print on fiber base paper, each 120 x 144 cm, 7 works 

 

These works were produced by aiming two cameras at each other in a dark room, clicking their shutters 

at the same time, and using the flash of  the camera that is the subject as the sole illumination source. 

The resulting photo captures the “subject” camera, which contains no film, and the seeming infinity of  

space behind it. Photographing the object that usually photographs is an articulation of  the concept of  

“a photograph of  something refusing to be photographed,” of  a photograph that cannot be taken” and a 

questioning of  the nature of  the act of  photography and the camera itself. The artist exhibited this 
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work by invitation at the 1997 2nd Tokyo International Photo-Biennale at the Tokyo Metropolitan 

Museum of  Photography.  

 

Pages 124–31 

C. V. N. I.   

1997, Gelatin silver print on fiber base paper, each 109 x 77 cm, 24 works 

 

Cans with their labels peeled off  seem to be floating in space as if  they’d been thrown into the air. The 

large, slightly unfocused silver cylinders floating in the middle of  the 109 × 77 centimeter prints are a 

strange presence of  unknown contents. The cans are mass-produced objects that can only be identified 

by their labels. A critique of  substance in mass consumer society and a questioning of  the meaning of  

identity, this series is also oddly humorous. “C. V. N. I.” stands for Conserve Volant Non Identifié 

(unidentified flying canned goods), a play on objet volant non identifié, or unidentified flying object. 

 

Pages 132–37 

P. N. I.   

1998–99, Gelatin silver print on fiber base paper, each 109 x 83 cm, 30 works 

 

The face-like images in these large-format photographs were made by cutting out features from faces 

appearing in magazines and newspapers and reassembling them in a kind of  “pin-the-tail 

-on-the-donkey” method, giving them a three-dimensional feel by applying them over clay molds. By 

rendering these preposterously unbalanced pastiches of  cut-out eyes, noses, and mouths so out-of-focus 

as to push the limits of  the perceptible, our visual habits of  recognizing people without really looking at 

them and the dangers inherent in it are highlighted. “P. N. I.” stands for Portrait Non Identifié, a phrase 

coined by Onodera.  The images of  “C. V. N. I.,” exhibited at the same time, are characterized by their 

rough granularity, but the “P. N. I.” images were processed to present am extremely smooth finish with 

no visible grain.  

 

Pages 138–39 

Liquid and Glass 

1994, Gelatin silver print on fiber base paper, each 115 x 115 cm, 34 works 

 

This is the first series Onodera created after moving to Paris in 1993. She takes close-ups of  liquid 

spilling out of  a toppled glass. The spill is captured in a state of  stillness, held together by its surface 

tension, just before it is about to move. By enlarging the images to many times life size, she depicts an 

odd little microcosm existing within the realm of  everyday reality. The sensitive control of  light also 

emphasizes the nature of  photography as “painting with light.” This is one of  three series that were 

exhibited in 1995 at three separate Tokyo galleries under the comprehensive title “Down.” In Tokyo 
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they were shown as 40 x 40 centimeter prints, but in Paris they were exhibited in their original 115 x 

115 centimeter format.  

 

Pages 140–41 

Birds    

1994, Gelatin silver print on fiber base paper, each 115 x 115 cm, 30 works 

 

These photographs capture flocks of  pigeons suddenly taking flight from near the window of  

Onodera’s apartment in Montmartre. The overlapping wings of  the birds fill the frame, which captures 

the motion of  them extending broadly in an almost panicked disarray and the movement of  the rushing 

air.  The violent motion is the first element to attract our attention, followed by the gray skies of  Paris 

in the background, evoking the route of  the disappearing birds. This is one of  the series that was 

included in “Down, exhibited at three Tokyo galleries in 1995. 

 

Pages 142–55 

Portrait of  Second-hand Clothes 

1994–97, Gelatin silver print on fiber base paper, each 115 x 115 cm, 52 works 

 

This is an early work in which Onodera mounts about fifty pieces of  used clothing in front of  the 

window of  her apartment in Montmartre, Paris. She acquired the second-hand clothes at Christian 

Boltanski’s 1993 Paris exhibition “Dispersion.” Boltanski had created a large heap of  used clothing, and 

visitors to the exhibition were allowed to take a bag of  clothes home for the fee of  ten francs. Onodera 

did just that, and then mounted each of  the pieces of  clothing, symbolic of  death in Boltanski’s work, 

thereby symbolically restoring them to individual life and capturing them as bodiless portraits. This is 

one of  the series that was included in “Down, exhibited at three Tokyo galleries in 1995, and in 1996 it 

was awarded the 21st Prix Kodak de la Critique Photographique. 
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Transvest 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 全22点 

 

2002年に制作が始まり現在も続くシリーズ。実際の人物ではなく、新聞、雑誌等に掲載さ

れた既存のイメージを切り抜き、逆光で撮影したものだ。さらに目を凝らしてみると、シ

ルエットは単なる影ではなく、その中には多種多様なイメージの断片が詰め込まれている。 

それらは山の斜面であったり、あるいはバロックの装飾、湖の波紋、キャンディー、廃墟、

インディオの入れ墨、群集、車、昆虫、祭り、風船の割れる瞬間…などである。《Krio 》、

《Rosa 》などと名づけられた人影は、 かろうじて判別できる程度まで暗く色調を落とし

た多種多様な イメージの集合体であり、そこには時間と空間を超越し、世界を内包する身

体が等身大のプリントとして作り上げられている。 

 

 

ミツバチ̶鏡 ̶̶̶ The Bee-̶The Mirror 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全38点 

 

深夜、留守中の他人のアパートを、懐中電灯を片手に探検さながらに撮影して回った作品。

限られた光源によってごく一部だけが浮かび上がった室内を鏡に一度映し、その鏡の中を

撮影した。現実が反転し、空間が歪んだそのパラレルワールドは「家の住人さえも知らな

い風景 」となって、ありふれた日常を異化し、見知らぬ 世界へと変貌させる。タイトル

では、それが部屋に迷い込んだ ミツバチの視線にたとえられている。 

 

 

液体とテレビと昆虫と ̶̶̶Liquid, TV and Insect 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全6点 

テレビで放映された昆虫をカメラで「採集 」したウァーチャル 画像と、本物の液体を撮

影した画像をモンタージュし、異なるふたつの質感(テレビ画面の走査線で表現される昆虫

と滑らか な液体)を同一画面に共存させた。実写である液体が、昆虫の影や分身に見えるた

め、そこにヴァーチャルとリアルの転倒が起きる。〈Transvest 〉と同様、虚実の操作によ

って新たな視覚体験をもたらす作品。 

 

 

関節に気をつけろ! Watch Your Joints! 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全１０点 
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テレビで放映されたサッカーの試合の映像をコンピュータに取り込み、画面キャプチャー

でシーンを抽出し、ユニフォームを消したり、ボールを増やしたり位置をずらすなどの加

工を施した。サッカーの試合という文脈を取り去ると、集団の複雑な動きは、たちまち目

的を失った不可解な動きに変容する。スポーツ観戦中は気にもとめない不自然な身体の動

きを視覚化させたユーモラスな作品。タイトルはジャック・タチの映画「左側に気をつけ

ろ」(1936年)にちな んだゴダールの映画「右側に気をつけろ」(1987年)からとられた。 

 

 

11番目の指 ̶̶̶̶̶ Eleventh Finger 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全１０点 

 

人間が無意識にとる身体の動きに着目し、ノーファインダーで隠し撮りした作品。被写体

の顔はレース模様のように穴が空けられた紙を使い、写真にフォトグラムの技法で白く抜

かれている。顔を隠すことによって動作の意味を失った様子は滑稽でもあり、そこに肖像

権にたいする問題意識を読み取ることもできる。顔の部分を覆う白い紙には、さまざまな

具象や抽象的な 模様が切り抜かれ、その作家の手作業の痕跡が、粗い粒子の写真 部分と

の鮮やかな対比を示す。タイトルの「11番目の指」は、 10 本が被写体の指であり、11本

目は撮影者のシャッターを押す指をさしている。 

 

 

オルフェウスの下方へ Below Orpheus 

1. 失踪者の後を追って I. A Missing Person ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ 

ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber base paper 

2. 不思議な距離 II. Strange Distance 

ポラロイドPolaroid 

ヨーロッパのあるホテルで起きた不可解な失踪事件の記事に端を発した作品。本シリーズ

では、時間と空間の移動がテーマと なっているが、〈Roma̶Roma 〉とは異なり、作品に

はオノデ ラによって構築された虚と実が交錯するサイドストーリーが存 在する。  事件

の2年半後、オノデラはその事件の起きた同じ部屋に宿泊し、真相を追うべく行方不明にな

った人物に思いをはせる。オノデラの推理は、 18 世紀に記されたある島の伝説をヒント

に、行方不明になっ た人物はこの部屋の真下、つまり地球の裏側に移動してしまっ たと

いう奇想天外な結論に至る。その伝説とは、18 世紀のイギリス船の航海日誌に、太平洋の

島に住む先住民マオリ( M a ̄ o r i )の長の口述として記されたもので、2 8 0年前の1726年に

地下世界からやってきたという予言者が島に現れ、西洋人の来訪を島民に告げたという。

その島が、現在のニュージーランド北島であり、ホテルから見れば12,700キロメートル真

下にあたる偶然に気づいたオノデラは、その推理に従って、ホテルの天井の高さから床を

見下ろすアングルで室内を撮影し(「1. 失踪者の後を追って」)、 その後、ホテルのある「北
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緯4 0 度 2 5 分 5 1 秒 / 西経 3 度 4 2 分 2 8 秒 」地点から、「 南 緯 4 0 度 2 5 分 

5 1 秒/東経176度17分32秒」地点にある島へと移動し、その場所の風景を証拠写真として

ポラロイドで撮影した(2.「不思議な距離 」)。ポラロイドを貼った手漉きの台紙には、伝

説が航海日誌に記録された18 世紀当時の活字で緯度・経度を示す数字が印刷され、ホテル

の室内を写した大判プリントには、その数字をフォトグラムの技法で焼き付けた。 

 

 

Roma̶Roma ̶̶̶ 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 油 彩 、 バ ラ イ タ 紙 Oil on gelatin silver 

print on fiber base paper 全108点 

ローマという名をもつ2つの土地をステレオ・カメラで撮影した作品。最初に、ステレオ・

カメラの2 つのレンズの片方を塞いで(フィルムの感光を防ぐため)、スウェーデンのバルト

海の島にあるローマの風景を108 枚撮影したあと、フィルムを巻き戻し、今度は反対のレ

ンズを塞いで、スペインにあるローマに移動してさらに同じフィルム上に108枚を写した。

2点の組み合わせは撮影した時系列にそっ たもので、偶然にすぎない。写真も選ぶことを

せず、撮影した108 組のモノクロ写真すべてに油絵具で手彩色し、19 世紀の観光ブームで

量産された土産用写真を模倣した。「写真を撮るために移動するのではなく、移動するた

めに写真を撮 る」とオノデラが語るように、この作品では「移動 」そのもの がテーマで

あり、被写体の選択、気に入ったカットの選択など写真家としての自明的な表現行為はこ

とごとく否定 されている。そこでは色さえも記憶の色であり、記録性を持たない。 

 

 

Annular Eclipse ̶̶̶̶̶  

シル クスクリーン 

Silkscreen print 全3点 

上海美術館の「カメラがとらえた日本」(Japan Caught by Camera)展で発表された、初め

ての版画作品。制作は中国で行われ、巨大なシルクスクリーン を38版重ねて摺るため8人

が手作業であたった。版画技法に 挑戦した背景には、ポスト銀塩写真にあたる技法への問

題意識がある。タイトルは英語で「金環日食」を意味しており、月 の外側に太陽がはみ出

してつくる細い光輪が、可視と不可視の 中間を意識させる。動物と人間の動きのある身体

に、花火、ネオン、紙吹雪など祝祭的な要素を加えることで、同じシルエットを扱った静

的な〈Transvest 〉との対比を生み出した。人と動物の対峙や、極端にねじ曲げられた身体

は、人間と周囲の 世界との関係性を暗喩している。 

 

 

12Speed  
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ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 / イ ン ク ジ ェ ッ ト ・

プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber base paper / Archrival pigment 

print on fiber base paper 全24点(カラー、モノクロ 各12点) 

 

濃いピンク色の壁面と同色のテーブルの上に、ヘッドホンやスナック菓子の袋、コップの

牛乳やビーズで編んだ犬の人形など、 若い女性の部屋を想起させるポップな小物が並ぶ。

キッチュな要素で構成されているにもかかわらず、古典的な静物画を彷彿とさせるこのセ

ットは、フォンテンブローの森の中心に設置された。それを示すのは、中央に置かれた鏡

に写り込む森の木々だけである。同じセットで鏡の向きを少しずつ変えながら連続撮影さ

れた12点の違いは、鏡の角度によってわずかに変化する「森の風景 」のみである。一見同

じ写真の繰り返しに見えるが、鏡はレーダーのように角度を変えながら、周囲の状況を伝

えるシークエンスを形成する。撮影する側、撮影される側すべてが写し込まれた３６０度

写真。壁面に描かれた落書きのような矢印と暗号めいた文字は「永劫 」を意味し、同じ瞬

間が、無限の時間軸のなかで何度も繰り返される、ニーチェの思想「永劫回帰 」を連想さ

せる。 

 

 

真珠のつくり方 How to Make a Pearl 

 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全50点 

カメラにビー玉を仕込み、日中の街頭で群衆を撮った作品。カメラの中でガラス玉が光を

乱し、写真に影をつくり出すので、 まるで暗闇に集う人々を白い球体が覆うような画面が

生まれた。現実の風景を幻影と変貌させるガラス玉の効果によって、 被写体と撮影者の間

にあるカメラという暗箱の存在を意識させる。タイトルは、貝に異物を入れて真珠をつく

る行為になぞらえている。また、現像時に薬品処理で写真の粒子を極限まで粗くすること

によって、縦2メートルもの大型画面は、荒々しく変形した粒子がマチエールとなって、群

衆の姿を暗闇から力強く浮かび上がらせる。 

 

 

窓の外を見よ Look Out the Window 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全23点 

暗黒の空間にぽつりと佇む小さな家。周囲の深い闇と窓からもれる明かりで、宙に浮かぶ

光源のようにも、あるいはオモ チャの家のようにも見える。東京の郊外で撮影されたこれ

らの家々は、ヨーロピアンスタイルや、北欧スタイルなど時々の流行を反映しており、一

世代で建て替えられてしまいそうな、 オノデラの言う「命の短そうな家」として被写体に

選ばれた。 また、暗室での巧みなマスクワークによって生まれた闇に浮かぶ光の箱は、「カ
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メラ・オブスクラ(ラテン語で暗い部屋 )」の反転であり、「カメラ」とは本来「部屋 」の

意味であることを喚起する。 

 

 

Zoo ̶̶̶̶ 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全17点 

世界各地の動物園で撮影したさまざまな動物の眼を拡大してプリントし、二重露光でガラ

ス玉とオーヴァーラップさせた作品。宇宙に浮かぶ天体のような玉に、なにも語らない動

物たちの固い視線を封じ込め、わたしたちが見ているのかそれとも見られているのか、不

思議で神秘的な関係を生み出している。〈真珠のつくり方〉とともに、光とガラス玉とい

う透明な球体が生み出す幻影を、2 つのシリーズで対比的に表現した。 

 

 

Camera 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全7点 

暗闇で 2 台のカメラを向かい合わせ、同時にシャッターを押し、 被写体である片方のカ

メラのフラッシュ光だけで撮影した。作品は、フィルムの入っていない被写体となったカ

メラのレンズとその背後にひろがる無限の空間、そしてフラッシュの光を写し出している。

本来、写真を撮ることが目的のカメラ自身を写すことで、「撮られることを拒否 するもの

の写真 」、「撮られなかった写真 」というコンセプトを 打ち出し、写真を撮る行為とカ

メラそのものにたいする懐疑や批評を表した。1997年の「第2 回国際東京写真ビエンナー

レ」（東京都写真美術館）招待作品。 

 

 

P.N.I. ̶̶̶̶ 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全30点 

大画面に浮かぶ人間の顔らしきイメージは、雑誌や新聞に掲載された肖像写真から顔の部

分をばらばらに切り取り、そのパーツを粘土の立体的な土台の上に貼付けて撮影された。 

極端なバランスで切り貼りされた目、鼻、口。元の人物から離れた新しい顔をそれと判別

のつく限界までピントをぼかすことで、他者を曖昧なまま認識し自分の良いように再構成

してしまう人間の視覚的習性と、その危うさを暗示している。タイトルはオノデ ラの造語

で「未確認肖像写真(Portrait Non Identifié )」の意。 同時に発表された〈C. V. N. I.〉では粗

粒子で表現したが、本作はプリント技術で粒子のない滑らかな画質に仕上げられている。 
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C.V.N.I. ̶̶̶̶̶PP. 124–31 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全24点 

ラベルを剝がされた缶詰が、放り出されたように宙を舞う。109× 77 センチメートルの画

面にぼんやりと浮かぶ巨大な銀色の円筒は、中身のわからない不気味な存在として提示さ

れる。ラベルだけで認識（アイデンティファイ）される、大量生産された商品。消費社会

における実体と認識への懐疑を内包しつつ、そこには独特のユーモアが漂う。タイトルは

フランス語で「未確認飛行物体（Objet volant non identifié ）」を言い換えたオノデラ

の造語で、「未確認飛行缶詰（Conserve Volant Nonidentifié ）」の意。床板を模したマ

ケットが空間のスケールをさらに歪ませている。 

 

液 体 と コ ップ 

Liquid and Glass 

ゼ ラ チ ン・ シ ル バ ー・プ リ ン ト 、 バ ラ イ タ 紙 Gelatin silver print on fiber 

base paper 全34点 

1993 年に移住したパリで初めて制作したシリーズ。コップを倒しこぼれ出た液体をクロー

ズアップで撮影した。液体は表面張力により盛り上り、いまにも流れ出しそうな状態のま

ま静止している。実際よりはるかに拡大して見せることで、日常のありふれた光景のなか

に潜む小宇宙的なイメージを意識させた。また、透明なガラス板に流れる形を持たない液

体はただ光の反射のみでその存在を現している。薄暮の光を繊細に操った画面は、「光の

絵(Photography )」 としての写真の本質を認識させる。1995年に東京の3つのギャラリーで

発表された「Down 3部作」のひとつ。 

 

 

鳥 

Birds 

モンマルトルのアパルトマンの窓辺で、鳥の群れが驚いて四方に羽ばたく瞬間を捉えた作

品。折り重なる鳩の羽を画面いっぱいに写し取り、不規則に大きく羽ばたく比翼のムーブ

メントと 大気の動きを一瞬に封じ込めた。暴力的な動きがまず目を引く が、背後に写る

どんよりとしたパリの空が、直後に拡散し消え去っていく鳥の軌跡を喚起する。これも「液

体とコップ」と同じく実体としての鳥ではなく、その動きのみを写そうとした作品。1995

年に東京の3つのギャラリーで発表された「Down 3部作」のひとつ。 

 

 

古着のポートレート 

Portrait of Second-hand Clothes Gelatin silver print on fiber base paper 
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全52点 

モンマルトルのアパルトマンから見える空を背景に、約 50 点の古着を撮影した初期の代

表作品。古着は、クリスチャン・ボルタンスキーが1993年にパリで開催した個展

「Dispersion(離 散 )」で展示されたもので、来館者は山積みされた古着を10フラン払って

袋一杯持ち帰ることができた。オノデラは、ボルタンスキーが大量死の象徴とした古着を、

一点ずつ窓辺に立たせることで、個としての存在に引き戻し、身体なきポートレートとし

てまるで空に飛び立つように軽やかに提示した。1995年に東京の3つのギャラリーで発表さ

れた 「Down 3部作」のひとつ。 

 
 


