レス団体があり︑１００体以上のファ

に構想してきた︑カミロボ界のプロ
びだった︒それが世に出るきっかけ

でのみ展開されてきた︑いわば一人遊

で構築され︑安居さん宅のリング上

に三次元の命が宿った︒その衝撃を

ハサミで切り抜くと︑キャラクター

自分で描いたキャラクターの絵を

も目的もさまざまな強者が集まれば︑

とファイトスタイルがある︒価値観

ラーがあり︑ファイターごとに個性

イターが所属︒団体ごとに歴史とカ
克憲さんとの出会いだった︒

クリエイティブディレクター・青木

となったのは︑広告分野で活躍する

自分の内面が世に出るという話なの

を通して青木さんとの付き合いを重

明かさない趣味だった︒しかし仕事

もとより親しい友人や知人にしか
ました﹂と︑安居さんは当時の決断

イティブを発揮したい気持ちがあり

マックスリーグ立ち上げ時のオーナー
権獲得マッチに勝利し、団体オーナ
ーに。カミロボ黎明期には魔神を
名乗り、子分のブルーキラーと
タッグを組んで活躍した

レスストーリーだ︒ を超えるプロ

受けて安居さんが紙製ロボットづく
不和や因縁が生じ︑バトルへと発展

量差があっても︑リングの上ではど

る身として︑自分ならではのクリエ

ですから︒しかし︑ものづくりに携わ

んな番狂わせが起こるかわからない︒

出身の造形作家が何十年と積み重ね

魔王
右手に装着したテープカッターで対
戦相手を追い込むダークファイタ
ー。刺激を求めて地下プロレス
へ移籍した後、魔王軍団に入
り中心人物として活躍

少年の一人遊びから生まれた
熱きファイターたちの物語

りを始めたのは︑小学校低学年のと
手をもって展開される︒圧倒的な力

する︒バトルはすべて安居さんの両

がて紙でつくったパーツを針金で結

んプロデュースによるカミロボコンテ

の背景を振り返る︒間もなく青木さ

都︶での展覧会︒当日になっても︑安
居さんは﹁自分の中で完結していた

念がなかなかな拭えない昨今︑ステ

てきたコンテンツを堪能してみよう︒

マックスリーグでデビュー。提携
関係にあるナイトコブラジムのシ
ャークホークとタッグを組んだ後
の活躍はめざましく、今ではバード
マンやオーレに挑戦するまでに

世に飛び出たカミロボ
共感と称賛が相次いだ

肉付けした単純なものだったが︑や

きだった︒最初こそ針金人形を紙で

ぶ形に変わり︑果てには肩・脚・肘︑
界を見せたらどうなるのだろう？﹂
４月から全国で公開が始まった︒

ンツの準備が進められ︑２００５年

ねるうちに︑
﹁この人にカミロボの世

明けると︑予想だにしていなかった

という興味が沸き︑思い切って打ち

紙ゆえに脚が裂け︑腕がもげること
イターがリング上に立っている状態

もある︒勝負は必ず︑どちらかのファ
で決する︒そして新たな抗争や因縁︑

様に︒小学５年生のときから夢中に
なったプロレスと合わさり︑持ってぶ
提案が返ってきた︒
﹁これはおもしろ

膝︑手首︑足首の関節が動く本格仕

つけて戦わせて遊べる紙製ロボット
師弟愛︑友情などが生まれ︑次のバ
初公開の場は︑渋谷パルコ︵東京

フィギュア・カミロボが誕生した︒
﹁最初は恥 ずかしかったですね︑

いね︒ぜひ発表したほうがいい﹂

これらはすべて安居さんの頭の中

トルへとつながっていく︒

﹁カミロボファイト﹂は︑安居さん
が幼少期からカミロボづくりととも

巻 頭 特 集 世界も認めるクール・ジャパン・コンテンツ

カミロボ
カミロボをご存知だろうか︒
彦根市出身の造形作家・安居智博さんが生み出した︑
手足の細かい関節まで動く紙製のロボットだ︒
しかし︑
カミロボは安居さんの手中から飛び出た瞬間から
ひとりでに成長・成熟し︑独自の世界を生きていく︒
ただのおもちゃにとどまらない︑
深きカミロボの世界がそこにある︒
Kami-Robo © 2003-2020 Tomohiro Yasui / butterfly • stroke inc. All Rights Reserved.

昔も今も︑遊びでつくっているときの気持ちを大切にしています︒

絶なバトルを繰り広げた︒安居さん
結していたカミロボへの矜持︶を前

は︑自身の内側の部分︵一人遊びで完

ています︒それがカミロボのベースな

くっているときの気持ちを大切にし
ので︑最近の作品もカミロボなんで

のは同じだ︒﹁ 昔も 今 も︑遊 びでつ
し︑バトルの行く末を見守った︒勝負

者に︑外側の部分︵そんなカミロボ

は決し︑両者の間に熱き絆が生まれ

く作品を等しく見守るその瞳は︑わ

す﹂︒自身の手を離れて成長してい

を世に公表すること︶を後者に投影

えてきた葛藤に折り合いをもたらし

紙製にこだわらない新たな作品群

ちとは別物︒しかし︑根底にあるも

リング上で大活躍したファイターた

新型コロナウイルス感染症への懸
周年記念大会﹂だった︒同大会で

が子を思う親のように優しい︒

た︒その様子は︑安居さんが長年抱
た︒自分の内側と外側の感情を合わ
は︑カミロボプロレス界の源流ともい

が集まっている︒ぜひこの機に︑地元

イホームで楽しめるコンテンツに注目

せられるようになったのだ︒

今は︑じっくりとデザインを考える

発表前提の作品づくりが増えてきた

びたび取り上げられた︒見た目は︑

は世間の注目を集め︑メディアでた

結し︑オールスター戦ともいえる壮

クスリーグ﹂のファイターたちが集

剣山

豪快なやられっぷりと社交的
な性格で負けながらに評価
を上げ、
マックスリーグ移籍
後にチャンピオンに。客の
呼べるレスラーとして不
動の地位を築いた

小学3年生のときに編み出した独
自の関節構造は、界隈では
「ヤス
イ締め」の通称で定着している
（左）
2010〜11年にかけ、
メキシコ
国立自治大学付属チョッポ美術館
でカミロボ展を開催。現地のファン
からクール・ジャパンへの敬意を込め
て
「ジャパニーズオタク！」
との称賛を
浴び、
「ありがたいけど複雑な気持
ちでした」
と安居さん（右上）
当初は
ロボットアニメのような宇宙が舞台
だったが、安居さんがプロレスに魅
了されてからはプロレスリング上がカ
ミロボの戦場に。細かな関節がある
ため多彩な技の再現が可能で、紙
ゆえに思い切りぶつけて遊べるとこ
ろがプロレスとマッチした（右下）
「カミロボファイト」
は30周年ファイト
で一区切りを迎えた。以降はコンテ
ンツでの動きはないものの、
「 今もき
っとあの世界では何かが動いている
のでしょう」
と安居さんは語る

遊 びを 世 に 発 表 していいのだろ う
か？﹂という疑問を拭えずにいた︒
そこに来場した一人の少年が﹁僕も

100円均一ショップで売られてい
るアヒル人形5匹のパーツを分
解して再 構 築したこの 作 品は
Twitterでバズり、多くのメディア
で紹介され、世間の注目を集めた
初心者マークを切り取ってつくら
れたカミロボ
「ワカバー」。
カミロボ
のボディーは紙だけに限らない

カミロボつくったよ！﹂と︑持参した

ぷかぷかアヒル
ワカバー

自作の紙製ロボットを見せてくれた
ことで︑ようやく安堵の気持ちに満
その後も続々と﹁自分も小さいと

たされた︒
きにつくっていました！﹂との声が届
る︑共感と称賛の声︒２００６年に

いた︒発表を重ねるごとに寄せられ
は ︑ア メ リ カ の 代 表 的 な 週 刊 誌
﹃ニューズウィーク﹄の日本版で﹁世
界が尊敬する日本人１００﹂に選出︒
２００８年には高校美術の教科書に
招待されるなど︑その人気は海をも

載った︒海外の展覧会にもたびたび
渡るほどだ︒

戦わないカミロボも登場
コンテンツを楽しもう
近年︑安居さんの作品に変化が生
生かし︑生活雑貨や市販菓子の包装

まれつつある︒カミロボ制作技術を
紙などを使ったフィギュアを手掛け︑
ＳＮＳで発表するようになった︒
﹁昔
たときの初期衝動をそのままに完成

のカミロボは︑
﹃つくるぞ！﹄となっ

アマビエ

区切りとなったのは︑２０１４年

文／中岡太郎 写真提供／安居智博さん、
バタフライ・ストローク・株式會社
デザイン／Beanstalk

ザ・タガー

マドロネック軍に対抗するために
結成されたエンターテインメント軍
団・マックスリーグに立ち上げから
参加。成長を重ね、大物スターの
一人となった
タレビン
（醤油の容器）
をアマビエに
見立てた安居さん作によるCG作
品。
コロナ禍で鬱屈とした世間にわ
ずかながら感動と笑いをもたらした

フジヤマ
ちびっ子に大人気の心優しきフ
ァイター。怒りのエネルギーをため
るとマスク下の素顔が現れ、30
秒だけ無敵の強さを発揮。マスク
を閉じられると終了するのが弱点

ストリートレスラー軍団の元リ
ーダー。脱退後に新天地デ
スリングスへ移籍し、新たなフ
ァイトスタイルを確立して人気
者に。モチーフは多賀名物の
糸切餅

ココナッツ・グレート

バードマン
最近の作品

ボプロレス界の最大勢力団体﹁マッ

させてしまうことがほとんどでした︒

最近の作品はTwitterをチェック！ @kami̲robo̲yasui

える﹁マドロネック﹂一門と︑カミロ

カミロボファイト全80試合公開中。団体＆ファイター一覧とその相関図、人
気投票ランキング、
カミロボの作り方など。動画コンテンツも充実!
（本誌の
表紙をフリモARでかざすとカミロボファイトが一試合まるごと見られます）

機会も増えました﹂と︑安居さんは

information カミロボのすべてが見られるウェブサイト

状況の変化を語る︒

彦根市出身。米原高等学校卒業後、京都で美術を
学び、
やがて特撮やプロレスの造形に携わるように。
1997年からフリーランスとなり、
フィギュア原型、
プロ
レスマスク・着ぐるみ制作、
キャラクターデザインなどを
幅広く手掛けている。最近カッコイイと思ったモチーフ
は井伊家の甲冑。
「地元である彦根で何か作品づくり
に携われたらうれしいです」
と地元愛を語る一面も。

に公開となった﹁カミロボプロレス

ザ・オーレ
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https://www.kami-robo.com

カミロボドットコム

2006年4月にロンド
ンにあるICAギャラリ
ー
（現代美術館）
で
展覧会を開催した

安居智博さん
造形作家

30

