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Brief Encounter

Tomoya Tsukamoto is dedicated to express the hope through his paint-
ings.
Nowadays, various natural disasters occur constantly, and the power of 
nature is even more respected. Nevertheless, as the seasons alternate, 
flowers still sprout, and people will continue to live.
Even if you are facing difficulties, you can stand up and survive strongly.
Tomoya has created a work that gives people courage.
And through the koi to convey this motif.

The flower in the picture represents the most significant character in 
life, as well as a metaphor for realizing dreams and wishes.
Those under the neighboring flowers, even if they can't be touched, are 
beautiful as usual.

Like Ukiyo painter Hiroshige Utagawa's "Hundred Views of Edo-Suido-
bashi Surugadai" [Figure 1], Koi has been portrayed as an important 
symbol and theme in the art history of Japanese painting since ancient 
times.
With the dripping traces and the touch of the brush on the surface, a 
free-swimming koi spontaneously emerges.
When viewing paintings, Tomoya let himself go with the flow, and some-
times move forward with a will.
The koi swimming freely in the water is the theme that reflects the view-
er's inner perception.

For years, Tomoya Tsukamoto has also used air spray guns as a medium 
to paint. However, this technique has been represented the artist's 
unique expression. Leaving dripping dots on the surface to express light 
spots and light flow, by doing so, he also masters the focus of objects.
Trickles, blank-leaving, dot marks, and optical illusion have developed 
into the skillful and representative techniques of artist.
The stippled light particles are scattered on the picture, and Tomoya 
endeavour to express the sparkling water surface with light spots.



Until now, the techniques that Tomoya has utilized in airbrush and drip-
ping skill that indirectly touched the surface of the painting.
However, by increasing the direct touched with the brush that comes 
into a sense of dynamic vitality. [Figure 2]
Furthermore, as a painting technique, he emphasizes the difference of  
outline between the vague part and the clear part by the hand-painted 
brush stroke.
By doing so, the illusion between the foreground and the background is 
visually widened, and the 3D feeling is enhanced. .
Moreover, Tomoya’s paintings make the spectators feel in the scene of 
the lustrous and magnificent cosmos.

Everything in the world is ever-changing.
As time proceeds, everything gradually loses its brilliance and it will die 
eventually.
It resembles the moment that the colors interweave and fade into the 
picture.
Tomoya Tsukamoto is dedicated to representing the brilliance moment 
through his artworks.



Brief Encounter

塚本智也透過畫作，畫出懷抱希望的感覺。
現今的環境中，各種自然災害不斷發生，對自然的力量也更加敬畏。
儘管如此，隨著季節的變化，鮮花依舊發芽，人們仍會生活下去。
即使遇到困難，也能挺身而出，堅強地生存下去。
塚本創作一件賦予人們勇氣的作品，並透過鯉魚傳達這種意念。

畫面中的花代表著生命中最重要的人，以及實現夢想和願望的隱喻。
那些鄰近花下的，即使無法觸及，都顯得美好。

如同浮世繪畫師－歌川廣重的《名所江戶百景－水道橋駿河台》[圖1]一樣，錦鯉自古
以來被描繪成日本繪畫史中重要的象徵及主題。
畫面上滴流的痕跡以及畫筆的觸感，一條自由悠遊的鯉魚便油然而生。
觀畫時，塚本讓自己隨波逐流，有時會帶著意志前進。 
在水中自在游動的鯉魚，是體現觀者內心感受的主題。

多年來，塚本智也一直使用空氣噴槍作為創作的媒介。
這項技術也已然成為藝術家獨特的創作表現，用滴流的圓點表現光點和光流，藉此
掌握物體的焦點。
滴流、留白、圓點的痕跡以及錯視，發展成純熟且具代表性的技術。
點描的光粒散射在畫面上。並試著用光點呈現出波光粼粼的水面。

直至現在，空氣噴槍和滴流技術都是間接在畫面上留下痕跡，
通過增加筆刷與表面的直接接觸，反而表現出一種生命力的動感。 【圖二】
此外，畫筆的筆觸作為一種繪畫技巧，強調了物體輪廓的模糊與淸晰之間的區別。 
通過這樣的技法，前景和背景的幻覺在視覺上變寬並增強3D立體感。
藉此，塚本創作的畫面呈現出身臨絢麗光彩的宇宙。

世上萬物是不斷地更迭變化。 
隨著時間的轉變，萬物逐漸失去光彩，最終死亡。 .
好比色彩相互交雜與褪色的一霎那。
渴望表現一瞬間的光輝。



Brief Encounter

希望を描きたい。
様々な自然災害は絶えず起こり、自然への畏怖は深まる。
それでも季節の巡りと共に花は芽吹き、人は生きる。
困難な状況に遭遇しても、前に突き進み、力強く生き抜く。
そのような勇気が出る作品を生み出したい。
その思いを鯉に託している。

モチーフに出てくる花は、大切な人との出会いや、
叶えたい夢や願いなどのメタファーとして用いている。
その花に辿り着けるもの、そうでないもの、それぞれが美しい。

鯉は、歌川広重の《名所江戸百景　水道橋駿河台》［図1］の様に、たびたび日本の絵画の
モチーフとして描かれており、古くから親しみのあるモチーフである。
ある時、ふと私の絵画のドリッピングや筆のタッチが、自由に泳ぐ魚の形に見えた。
時には流れに身を任せ、時には意志を持ち突き進む。
水中で自在に泳ぐ鯉は、自分の想いを反映してくれるモチーフなのだ。

表現方法として、長年エアブラシを使っている。
煌めきや輝きをドットで表現することや、ぼやかしのコントロールが可能なことなど、自分がや
りたいことに適している技法である。
にじみ、うつろい、ドットの浮遊、視覚的なイリュージョン、
それらを表現するのに現在の技法が最適であり、オリジナリティがあると確信している。
点描は光の粒となり、画面に散りばめられる。
水面の煌めきを光の点描画で表現したい。

今までは絵の表面に触れない、エアブラシやドリッピングの技法が多かったが、
画面に筆で直接触れる部分を増やすことにより、躍動感を表現している。［図2］
また、絵画技法として、輪郭が無くぼんやりしている部分と、手描きの筆のブラッシュストロー
クによるはっきりした部分との差を強調している。
そうすることで、視覚的に手前と奥のイリュージョンの幅を広げ、3D感を上げた。
それらにより、宇宙空間に命の輝きが感じられる様な画面に仕上げた。

物事は常に変化し、移ろいでゆく。
移ろいゆく中で次第に輝きは失われ、最後は死に至る。
それは色が混ざり合い、色褪せる前の瞬間に似ている。
一瞬の輝きを表現したい。
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歌川廣重
Utagawa Hiroshige ( 1797 - 1858 )

名所江戶百景 水道橋駿河台
Suidobashi and Surugadai, from the 
Series One Hundred Scenic Spots of Edo

1857
木板多色刷 大判錦繪 Wood Engraving
35.9 x 24.5 cm


