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本書には、作家の作品図版に加え、アーツ千代田 3 3 3 1統括ディレクター中村政人氏、アール・ブリ
ュット作品を収集し、調査・研究するフランスのab c d財団代表のバルバラ・シャーファージョヴァー
氏、美術史家でスイス・ローザンヌにあるアール・ブリュット・コレクションの元館長ルシエンヌ・ペリ
ー氏、滋賀県立美術館館長の保坂健二朗氏、本展キュレーターの嘉納礼奈氏の論考が掲載される。
アール・ブリュット、アウトサイダーアート、現代美術などのカテゴリーをも再考させる機会となってい
る。展覧会を見られなかった人も、本書を手に取ると、作家達の創造の迷宮へ旅することができる。
作品の迫力とディテール、色彩を伝えるためにこだわりぬいた一冊となっている。
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with my organism, such as: regrowth of hair, loss of teeth, 
illnesses, ageing, etc.” he says. He grows or cuts his hair 
and beard, embodying various personas with his own body. 
Working alone, he is the director/actor, makeup artist, 
costume designer, photographer, and the archivist who 
records his achievements. He initially used an analog camera 
with black-and-white film, but from 2006 began taking color 
photos with a digital camera. 

Born in Górki in Mazovia Province, Poland. 
After losing his mother to tuberculosis and his father died 
in a concentration camp during the Second World War, 
Machciński spent his childhood in hospitals and orphanages. 
After the war, Hollywood actress Joan Tompkins initiated 
correspondence full of encouragement, and he came to 
believe she was his real mother. Their story was featured 
in the 1994 documentary film Dziecko z katalogu (“Catalog 

Child,” directed by Alicja Albrecht). In his early twenties, he 
learned the truth about his origin and was shocked. In 1963 
he started working as an apprentice precision mechanic. In 
1966 he began taking photos with himself as the subject, 
and since then has taken over 22,000 self-portraits. For 
the shots he assumes diverse identities, regardless of era 
or genre, real or fictional, famous or unknown. “I don’t use 
hairpieces, tricks, but instead I use everything that happens 

Tomasz MACHCIŃSKI
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Born in Covington, Kentucky, USA. 
Widener was separated from his parents at an early age 
and raised by his grandmother and aunt. His father died 
when he was nine, and his mother was admitted to a 
facility for alcoholism. 
At the age of seventeen, he joined the U.S. Air Force as an 
engineer and began painting as a hobby. However, mental 
disorders led to regular hospitalization. His ability to 

calculate was exceptional, and he had a prodigious memory 
for names and dates. He draws such things as calendars, 
charts, maps, symbols, and numbers on paper napkins, or 
dyes them with tea leaves. By writing numbers in magic 
grid squares, he creates compositions that closely link this 
system to the world, seemingly magically. Images intermingle 
with data on incidents that remain in his memory, such as 
actual aviation accidents and shipping disasters. 

George WIDENER
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●『はじめに 純粋な必然と、切実な偶然が磁力となり「私」たちの創造プロセスは逸脱する。』
　 中村政人 (アーティスト、アーツ千代田  3 3 3 1統括ディレクター、東京藝術大学教授)

●「スイスと日本をつなぐ糸  アール・ブリュット」
　 ルシエンヌ・ペリー(美術史家 )

●「アール・ブリュットは倫理的たり得るか?日本におけるアール・ブリュットの受容をめぐって」
　保坂健二朗 (滋賀県立美術館館長)

●「アール・ブリュットのアーティストは『引用』のコレクターであり. . . 全人類の救世主か?」
　バルバラ・シャファージョヴァー(著述家、a b c d代表 )

●「偶然と、必然と、個々の迷想  ～生涯者に捧ぐ～」
　 嘉納礼奈 (本展キュレーター）
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