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Born in 1989 in Osaka, Japan, Takuro Tamura graduated from Kyoto University of the Arts (formerly 

Kyoto University of Art and Design) in 2016, after which he worked as an assistant at SANDWICH, 

an artist collective led by Kohei Nawa. Influenced by Banksy and Kohei Nawa, Tamura takes a 

bird’s eye view of things and distances them from their original context. In doing so, he reassesses 

the way things are and creates new meaning.

A memorable childhood incident was in fact the starting point of Tamura’s work. He played a 

small prank by placing a seal puppet in the refrigerator at home. “My mother opened the fridge 

and was not offended but amused, and now, more than 20 years later, the seal is still in the fridge 

at my parents’ house. I think it was this pleasant feeling that inspired me to become an artist” 

(Tamura). The seal has left its natural habitat and joined the Tamura family as an addition, hiding 

in the otherworldly space of the refrigerator and strengthening its presence. This was Tamura’s 

first foray into the essence of things, in which he uncovered the sense of incongruity of the seal’s 

‘presence’ in the refrigerator, which had nothing to do with either the wild seal or seal puppet.

田村琢郎は1989年大阪生まれ。2016年に京都芸術大学 (旧、京都造形芸術大学 )を卒業したのち、
名和晃平率いるアーティスト集団SANDWICHでアシスタントをしながら制作を続けていました。バ
ンクシーと名和晃平に影響を受けたという田村は、物事を俯瞰して捉え、もともとあった文脈から切
り離して提示します。そうすることで物の在り方を見直し、そこに強いメッセージを加えていきます。

思い出に残る幼少の出来事が、実は田村の制作の原点となっています。それは家の冷蔵庫にアザラ
シの人形を入れるというほんの小さないたずらでした。「冷蔵庫を開けた母は怒ることなく、20年以
上経つ今でも実家の冷凍庫にはそのアザラシはいます。そのときの快感がアーティストを志すきっか
けになっているように思います」（田村）。アザラシは本来生息すべき場所から離れ、人形となって田
村家に入り込み、冷蔵庫という異空間に潜り込んで存在感を強めます。野生のアザラシ、人形のアザ
ラシ、それぞれの文脈を背景に、そのいずれともまったく関係のない冷蔵庫に ʻ在るʼ ことの違和感
を掘り起こすことで、物事の本質に迫るのが田村の原点となっているのです。

田村琢郎 / Takuro Tamura
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Takuro Tamura

Policy trap

2016

Car, iron pipe on panel, smoke machine

160.0 x 170.0 x 680.0 cm
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Takuro Tamura

Trimed road #10

2018

FRP, asphalt, thermoplastic road marking tape

90.0 x 90.0 x 3.0 cm

Takuro Tamura

Sphere asphalt φ500

2019

FRP, asphalt, thermoplastic road marking tape

50.0 x 50.0 x 50.0 cm

田村が使用する素材のひとつアスファルトは、道路を鋪装する際に使用されるものであり、 ʻ物の流
通ʼ や ʻ人の移動ʼ を示唆します。「Sphere asphalt φ700」「Sphere asphalt Φ500」では、これ
を球体にし、道路標示をペイントしています。球体にすることで、どこにでも転がっていけることを
示しながら、そこに「止まれ」「横断歩道」「速度制限」などを書き込み、思い通りに動けない矛盾し
た状況を表現しています。これはCOVID-19によって自由な移動ができない、グローバル社会が形骸
化した状況を示唆し、今後の私たちの在りように問題提起する作品となりました。同じくアスファル
トを使用した「Rubbish on the road」「Road painting」では、鋪装された道路にある ʻ見慣れたʼ 
ゴミや表示にフォーカスし、当たり前になってしまった当たり前でない事柄を取り出していきます。

Tamura uses asphalt, one of the materials applied in the construction of roads, to suggest the 

‘distribution of goods’ and the ‘movement of people’. In Sphere asphalt φ700 and Sphere asphalt 
φ500, the asphalt is turned into a sphere and painted with road markings. By making it a sphere, 

the artist shows it can roll anywhere, but at the same time paints ‘stop’, ‘pedestrian crossing’ and 

‘speed limit’ on it to indicate the contradiction of not being able to move as desired. This work 

suggests a situation where global society has become a mere shell of itself, where free movement 

is not possible due to COVID-19, raising questions about the future of our society. Rubbish on the 

road and Road painting, which also use asphalt, focus on the ‘familiar ’ rubbish and markings on 

the paved road, taking out things that have become commonplace but should not be taken for 

granted.
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「Lovers」のシリーズで作家は、カーブミラーをからませるというたったそれだけで、離れがたい
恋人たちとして擬人化しています。田村は、それらを交差点という見慣れた場所（文脈）から切り離
し、新たな存在意義を与えます。ミラーには相手のミラーが入れ子のように映り込み、カーブミラー
は本来の役割である ʻ死角からの危険を映すことʼ を完全に放棄しています。観る者はミラー部分が
顔として感じられる不思議さ、面白さを感じるのではないでしょうか。実はカーブミラーが交差点に
存在していたときに、すでに擬人的要素を内包していたことを田村は見抜き、作品として昇華させた
のです。

In the series Lovers, the artist makes traffic mirrors intertwine with each other, which is all it takes 

to humanize them as inseparable lovers. Tamura isolates the traffic mirrors from their familiar 

context of the intersection and gives them new significance. One mirror nestles into the other, 

abandoning their original role of ‘reflecting the danger that comes from a blind spot’. In this 

way, the viewer is left with a sense of wonder and fascination, as if the mirror were a face. In 

fact, Tamura saw existing mirrors at intersections as having the potential to be anthropomorphic, 

which he sublimated in his work.

Takuro Tamura

Lovers#6

2020

FRP, mortar, mirror

260.0 x 55.0 x 55.0 cm
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このように場所を置き替えたり、別の要素を取り込んだりすることで文脈の差し替えを行い、そ
こで見えてくる新しい意味、隠されていた意味を取り出す田村琢郎。これまでに「5W＜1H」MAKI 

Gallery（東京、2021年）、「OUT SIDE」y gion（京都、2018年）などで個展を開催しているほか、
大阪や東京、京都でグループ展に参加しています。また、2019年にはスターバックス京都バルで
「Sphere asphalt φ1200」を、2020年にはシークエンス ミヤシタパークにて「Lovers#4」を発
表しています。

By changing an object’s usual location and integrating other elements, Tamura inverts contexts 

to reveal new and hidden meanings.

Recent solo exhibitions include 5W＜ 1H, MAKI Gallery (Tokyo, 2021) and OUT SIDE, y gion (Kyoto, 

2018) as well as group exhibitions in Osaka, Tokyo, and Kyoto. Additionally, Tamura continues to 

present Sphere asphalt φ1200 at Starbucks KYOTO BAL since 2019 and Lovers#4 at sequence 

MIYASHITA PARK, Shibuya, Tokyo since 2020.
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Takuro Tamura

Sphere asphalt φ1200

2019

FRP, asphalt, thermoplastic road marking tape

120.0 x 120.0 x 120.0 cm


