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In some ways we recognise this aesthetic. In cinema we see it in such films as Terry 
Gilliam’s Brazil and Fritz Lang’s 1927 masterpiece, Metropolis. It’s a kind of Industrial 
Gothic, something imported from the Industrial Revolution.

These impossibly intricate architectural technologies, formed as they are from solid 
metal industrial-strength girders and massive slabs of concrete, are built to resist a 
harsh and alien clime. Except they are in fact meticulously formed from that most 
humble of materials, cardboard. But what Daniel Agdag does with cardboard es-
sentially beggars disbelief. Armed with little more than a surgical scalpel and metal 
ruler, Agdag builds entire worlds.

Cardboard is not nearly as delicate as one might assume. It has been utilised by art-
ists as diverse as Ricky Swallow and John Nixon. Agdag’s are not placed beneath 
glass domes for protection. The bell-jars are there to keep their odd atmospheres 
in place. The result creates a sense of Late Victorian wunderkammers, rarities to be 
discovered in the dusty corners of long-deserted libraries and museums. 

Agdag is a bowerbird of obsessive detail. “There’s a logic to everything I make,” he 
says. “They’re all systems in one way or another”. There is an adapted technology 
for every function of Agdag’s world. But the mad architect behind these devilishly 
detailed cornucopia of industrial rituals eschews the detailed schematics one would 
expect. As he gently slices into his cherished medium he moves straight from scalpel 
to machine – there are no drawings, no plans as one might righteously expect. These 
sculptural oddities are a form of compulsive three-dimensional sketching hinged 
with glue. They are, in essence, more than eccentric. They are, in fact, quite mad, 
obsessive and unfailingly fascinating and one can almost hear their clanking and 
hissing and electrical buzzing and smell the lubricating oil and belching smoke of 
their functioning components. A strange new world of baroque industrialization. 



我々はこの美の本質に否応なく気づかされる。映画で言うならば、テリー・ギリアムの「ブ
ラジル」や、フリッツ・ラングの 1927 年の傑作「メトロポリス」がそうだ。産業革命の流れ
を汲む、いわばインダストリアル・ゴシックだ。

非常に複雑な構造技巧ゆえ、工業用強度を持つ鋼管柱梁と巨大なコンクリート塊からで
きているのではないか、過酷で極端な気候にも耐えうるのではないか、といった錯覚を抱
かされる。実際には非常につつましやかな素材、ダンボールで精巧に組み立てられている
のであるが、ダニエル・アグダグのダンボールの魔法には驚きを禁じえない。アグダグは、
外科用メスと金属定規のみで大きな世界を創造している。

ダンボールは、人が考えるほど扱いが難しくはない。リッキー・スワローやジョン・ニクソ
ンなど、様々なアーティストが使用している。アグダグの作品は、保護目的でドーム型ガラ
スに入れられているのではない。釣鐘型の覆いは、奇妙な空気感をかもし出すために存
在している。結果、長期間捨て置かれた埃っぽい図書館や美術館の片隅で珍しい品を見
つけるという、後期ビクトリア期の「ヴンダーカンマー（驚異の部屋）」の様相を呈してい
る。

アグダグは、細部までこだわった凝った巣を作る不思議な鳥「庭師鳥（ニワシドリ）」その
ものである。「私の全ての作品にはロジックがある」と彼は言う。「全てが何らかのシステ
ム装置なんだ」。アグダグ・ワールドの全ての動きの裏には、テクノロジーの応用がある。
しかし、驚異的に緻密なインダストリアル手法を多用する狂気の建築家は、常識で考える
ような詳細設計を意図的に避けている。お気に入りの素材をそっと薄く切りつつ、外科用
メスから直接機械へ体を動かすのであるから、人が当然と思う素描や計画などといったも
のは存在しない。これらの型破りな彫刻手法はある意味、糊でくっつけられた衝動的な立
体スケッチであり、エキセントリックという範疇をも本質的に超越している。実際には、こ
れらの作品は狂気の極みかつ偏執的でありながら、まごうことなく魅力的で、ガチャガチ
ャ、シューシュー、ジージーという電動音を聞いたり、潤滑油や稼働部品からもうもうと上
がる煙を嗅ぐことができるように思える。バロック工業という名の未知の新世界だ。

ダニエル・アグダグ
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WORKS

01. The Northwesterly 
2016  
Cardboard, trace paper, mounted on wooden base 
with hand-blown glass dome 
58.5 x 30.5 x 30.5 cm

02. The State 
2016  
Cardboard, trace paper, mounted on wooden base 
with hand-blown glass dome 
58.5 x 30.5 x 30.5 cm

03. The Interceptor 
2016  
Cardboard, mounted on wooden base 
with hand-blown glass dome 
17.8 x 10.2 x 10.2 cm

作品

1. 国家、2016年
ダンボール・トレーシングペーパー製、ドーム状の手吹きガラスつき木製台に据付
58.5 x 30.5 x 30.5 cm

2. 北西、2016年
ダンボール・トレーシングペーパー製、ドーム状の手吹きガラスつき木製台に据付
58.5 x 30.5 x 30.5 cm

3. 迎撃機、2016年
ダンボール製、ドーム状の手吹きガラスつき木製台に据付
17.8 x 10.2 x 10.2 cm


