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【PR】【ベストなカードローンは？】厳選６社簡単比較！

 

  32社から検索  

ニュース トップ ＞ Excite Bit コネタ ＞ 記事  

 

[ 2006年11月11日 00時00分 ] 
  エキサイト   

 

太い丸太を、チェンソ

ーが音をたてて「削

る」。 

チェンソーだけで作品

を作り上げる、それが

チェンソーアートだ。 

 

このチェンソーアート、

アメリカなどを中心に

人気の、一種のパフォ

ーマンスなのだが、そ

の世界チャンピオンが

日本にいる。 

城所ケイジさん。約10

年前にアメリカ人のパ

フォーマンスを見たの

がきっかけでこの世界

に。2006年チェンソー

アート世界大会チャン

ピオンである。このほ

かにも数々の世界大

会での優勝経験をも

っている。 

 

その世界一のワザ

を、目の前で見せても

らった。城所さんの地

先輩花嫁の口コミ満載 
結婚式は絶対失敗したくない…だったらナマ

の声を聞くしかない！ 

春の新生活スタイル 
≪お買得！≫10,500円からの天然木ベッド。

ご購入はこちら 

ニュース検索

うなる爆音、チェンソーアートの世界  

人気！大手！最新！派遣のお仕事情

報はここでチェック。 

 

海外旅行はエキサイトトラベル。格安航

空券、ホテル情報も 

 人気のキーワード

粗大ゴミを処分 - 住宅のリフォーム - 母

の日 - 経営のコンサルティング - 榮倉

奈々 - プリンターのトナー - 東京の弁護

士 - マルチプレックス - 視力低下 - ハ

ードディスクが故障 - 宮崎あおい - 声優

の養成 - エキスポランド - 耐震の診断 - 

ヴィクトリアマイル - インターネットカフェ

の開業 - 社員の研修 - 東京の屋形船 - 

RAIDを復旧 - 株式のセミナー - お墓の

購入 - 眉山 - 砂時計 - HDDデータを復太い丸太が、どんどんチェンソ
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元でもある和歌山県

龍神村、「道の駅 龍

游」の駐車場に特設

ブースが登場、その

中央にあるのは「100

キロある」という、ぶっといスギの丸太。 

ロックが大音量で流れ始め、チェンソーを手にした城所さんが登場。 

チェンソーを高く掲げ、始動。 

 

大きめのチェンソーを両手でガッシリ持ち、丸太に挑む。削りくずが青空高く舞いあがる。 

ただの太い丸太が、みるみるうちになにかの「かたち」に変化していく。 

開始7分ほどで、荒削り終了。モチーフは「クマ」だ。ここで、少し小ぶりなものにチェンソーチ

ェンジ。開始20分でさらに小さいものにチェンジ。時間とともに細かい仕上げに移行していく

わけだ。 

 

45分後、見事なクマのチェンソー彫りが完成、毛並みや細部まで丁寧に彫刻されていて、と

てもチェンソーだけで仕上げたものだとは思えない。さすがチャンピオン。 

「生活の中に木のあるくらしというのを、思い起こしてもらおうと思うんです」 

と、城所さんはチェンソーアートの意義を語る。作品は、インテリアはもちろん、庭や玄関先

のエクステリアにもピッタリだとのこと。 

「月日がたつにつれ、そこに草が生えたりして、とてもいい風合いになるんですよ。10年ぐら

いたってさすがに痛んできたら、また新しいものを購入していただければ（笑）」 

 

チェンソーアートには、ある程度柔らかい木材が適しているそうで、それにはここ和歌山の杉

がピッタリだという。しかも、「いわゆる不要材の利用にということになるんです。木目などが

建築材にむかないものなどが、逆に『味のある』ものになるんです」とのこと。 

作品のモチーフは、丸太を見てから考えることと、モチーフに合わせて選ぶ場合とあるそうだ

が、 

「海外の場合だととくに、モチーフも仁王像や龍など、海外ウケのいいものを選びますね」 

そして、中心が赤黒く、その周囲が白っぽい杉の特徴をうまくいかすのもまた、腕のみせどこ

ろとのことだ。今回のクマも、ちょうど顔面のところが色の濃い部分になるように作られてい

る。 

 

チェンソーを持たせてもらうと、ずっしりと重く、ちょっとテンションあがる。今後、気軽にできる

体験もどんどん取り入れていくそうだが、これで丸太削ったら、気持ちよさそう。ストレス発散

の新しいかたちになったりするかもしれない。 

（太田サトル） 

ゆるくてシュールな「おしぼりアート」の世界 (Bit) 
飲むのが惜しい！？ デザインカプチーノの世界 (Bit) 

 
 

旧 - ピアノの買取 - オフィスを移転する 

- 東京の家庭教師 - 国土交通省 - 合宿

で免許 - データを復旧 

ーで削られ、クマになっていく。
会場になった「道の駅 龍游」
では、村のアーティストらの手
による、特産の木材を使用した
家具やクラフト作品などを展
示・販売する「G・WORKS」も併
設。
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世界初！ DVD付きエアギターの入門書が登場 (Bit) 
日本一ジャンボサイズ・高田梅の種飛ばし世界大会開催！ (Bit) 
ダンボールは昔「おしゃれ用品」だった (Bit) 

 

【PR お仕事ニュース】 有名企業のエンジニアと話せる！エンジニア適職フェア 

この記事へのトラックバック（5） 
※以下の内容は個人が運営するブログに書かれたエントリです。こちらをご一読の上、ご覧下さい 
[11月12日] アートって言葉も色々 [ Museo Kircheriano ] at 22:48:09 
[11月12日] ただただ凄い。自分も何か創造的なことしたいですね [ じゆうなてきすと ] at 22:26:25 
[11月11日] ワカヤマチェーンソー [ 黄昏ミニヨン想録堂 ] at 22:35:39 
[11月11日] 2006年11月11日の文章 [ Strag : nonhitchhiker ] at 15:45:39 
[11月11日] チェーンソーアート。 [ 太郎53余談 ] at 09:58:31 

 
 エキサイトブログユーザーならブックマークレット機能を利用してこのページにトラックバックできます。 

  トラックバックする場合はこちらをご覧ください。  [ トラックバック一覧 ]  

 
Excite Bitニュース閲覧数ランキング （30分以内の閲覧） 
 1. 小説付きパンの缶詰『クロワッサン夫人』とは？ [エキサイト] 
 2. 「ドンペリ」って、なんで高いんですか？ [エキサイト] 
 3. 飲める？ 飲めない？ モロッコのお酒事情 [エキサイト] 
 4. 仮面ライダーに出演していた意外な人々 [エキサイト] 
 5. 「zzz」のこと、なんて読む？ [エキサイト] 
 6. 世界各国の飲酒可能年齢にカルチャーショック！ [エキサイト] 
 7. 大富豪の定番、アレはどこで売ってるの？ [エキサイト] 
 8. 「うちの子」化もついにここまで!? 猫の母子手帳 [エキサイト] 
 9. 古いテレビのあきらめどきは、いつ？ [エキサイト] 
10. カレー風味ごはんやマリーチョコレートも!? いまどきの「非常食」を体験 [エキサイト] 
もっと見る >>  
 
他のExcite Bitニュース 
[5月15日] 飲める？ 飲めない？ モロッコのお酒事情 [エキサイト] 
[5月15日] 小説付きパンの缶詰『クロワッサン夫人』とは？ [エキサイト] 
[5月14日] 仮面ライダーに出演していた意外な人々 [エキサイト] 
[5月14日] 「zzz」のこと、なんて読む？ [エキサイト] 
[5月14日] 古いテレビのあきらめどきは、いつ？ [エキサイト] 
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投票合計：34 [ 投票とは？｜投票レート ]

投票する トラックバック 記事をクリップ  7 users 0 users 

トラックバックURL： http://www.excite.co.jp/News/tb/News/bit/00091162779836.html

注 
 

 ・全国600社のネットワーク！カンタン一括無料査定。カー

ビュー 
 ・「ペットとの暮らし」を徹底的に考えた、こだわりの最新物

 ・信用ある大人にだけ、持つことが許される。ローンカード

はJCB 
 ・こまめな更新でお得な情報を逃さない！120ヶ国以上の
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目 件！ 
 ・90m2超が4,000万円台。「中浦和」駅・「南与野」駅徒歩11

分！ 

予約OK 
 ・決め手は金利？限度額？カード・住宅・オート他。

LOANGINZA.com 
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