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‘‘See, I am talking to you like a woman, and I must become a woman; 
  I must not remain a dream creature only.’’         
         ‘‘The Future Eve”, Villiers de L’Isle-Adam









        ‘‘Leona’’  July 3rd, 2015  

Sorry to surprise you by suddenly showing up, I’m Saori, Senji’s girlfriend.
By the way, do you know the Japanese film “Leona” made in the 2000s?  It is a 
story about a woman,  woman like me. The film was created when VHS 
technology was still main stream. The age when a silicone doll weighed nearly 
50 kg. It’s an old film, so you can’t compare the quality to the film of today.
The story is about people like my boyfriend, Senji. The tagline of the film is, 
“Make love to me, even if I am a doll...”
Well, in the case of Senji, he doesn’t see me as an actual doll, although I am.

  　   『レオナ』     2015年7月3日 

急に登場してごめんなさい。千滋の恋人の沙織です。ところで、2000年製作の映画、『レオナ』の物語
を知っている？私のような、女の物語よ。でもね、まだVHSが主流の頃の映画。まだ、シリコンドールが
50キロ近くあった時代。今の映画とはだいぶクオリティーは違うけど、千滋のような人たちの物語。キャ
ッチコピーは「抱いて、例え私が人形でも・・・」

でも千滋の場合、私のことをドールだと思っていないみたいだけれど。









        Is Saori A Girl?          October 23rd, 2015   

-Is Saori a girl? 

This is what happened when I, Senji and Saori went shopping.

Saori:  “Wow, there are lot of lovely clothes in this store. Hey, isn’t this pretty? It’s a French 
            vintage dress. I like France. Uhh, 28,000 yen is a little pricey...”
Me:     “Now it’s 30% off, so around 16,000 yen actually. If you like it, I’ll buy it for you. The 
            texture seems good.”
Saori:   “Wow! Lovely. Now I really like it. Please buy it for me! I heard you say ‘YES’ in your   
            mind. Oh, they have some accessories as well.’
(I can see her eyes gleam at the accessories and clothes, as we were shopping.)
Saori:   “They’re nice, but actually, I can’t pierce my ear.”
(She looks a little sad. )
Senji:   “Oh, when did you change your clothes? Let’s take a walk in the town.”
Saori:   “Hurry, let’s go Senji! Everybody is looking at me. I must look attractive in my new    
            dress!”
(“No no, it’s because you’re pretty.” I told myself in my mind.)

        沙織は女の子か？　　　  2015年10月23日 

−沙織は本当に女の子なのだろうか？

これは、沙織と僕千滋が買い物に行った時の１コマです。
沙織　「わー、綺麗な洋服がいっぱいねー。これなんか可愛いんじゃない。フランスのビンテージなの 
           ね。私フランスすきだからさ。28,000円かーちょっとたかいかなー」
僕　「いま３０パーセント引だから16,000円ちょっとかな。気に入ったら買ってあげるよ。本当にいい
       のは生地もいいしね。」
沙織　「わーいいな、きにいっちゃった。大事にするから買って。ねーいいでしょ。千滋、今うん、と言っ
           たよね。心の声が聞こえたよ。やったー。あれー。アクセサリーもあるのね。」

（アクセサリーを見るこの目は女の子の目だ。）
沙織　「でもねピアスは私できないんだ。」

（ちょっとさびしそう。）
僕　「それはそうといつの間にかお着替えしてたの。さてと、町を散歩するよ。」
沙織　「千滋早く、みんな見てくれるよやっぱ服よく似合っているんだね。」
僕は、「いいえ、さおちゃんがかわいいんですよ」と、心の中で独り言を言った。





    The Summer Of Active Saori       July 10th, 2016       

Saori likes sports a lot.  The other day, she complaind that she hates to stay in air conditioned 
rooms. She begged me to take her to a beach, while she nestling her cold body in between my 
arms. Though the weather was hot, I decided to take her out, because I expected a reward from 
her tonight. The destination was Shonan-Zaimokuza beach.
Saori:  “Hey, don’t drop me into the water. My body parts will get fatal damage.”
(The water was warm.)
Me:  “Don’t worry. It’s not so wavy, and no one else is here.”
Saori: “Wow, scary! Surfing just by myself is scary, but fun. 
           Ah, I’m tired. Let’s go to the hotel by the beach side. 
           Today was so fun.  
           Hey, now it’s my turn to entertain you.”

        アクティブ沙織の夏         2016年7月10日    

元々スポーツ好きな沙織。夏暑いといってエアコンの効いた部屋に居るのはきらいだ、と先日言った。海に行き
たいとエアコンで冷えた体を寄せてきてせがむ、夜のサービスのことを考えると、暑いけれど連れて行ってやら
なければと、思った。目的地は、今度は湘南材木座海岸。
沙織 「海だ、落とさないでよ、致命傷になってしまうから。」

（水は、温いと言う感じだ）
僕 「大丈夫、波は少ないし人も居ないから。」
沙織 「キャッ、怖い！やっぱり一人は、怖いでも楽しいわ。あー、疲れた。海の迎いのホテルに行こうよ。今日一日
楽しかったなー。今度はせんじを私が楽しませてあげる番だからね。」







       My Girlfriend Is A Love Doll        August 23rd, 2016     

We went for a walk by the Tama river yesterday.
Saori likes going outside. We took a walk with her wheel-chair in a croweded area filled 
with people. At dusk, I felt the wind by the river, it felt different from the wind during 
the daytime. We walked silently, until it got dark. Then we saw fireworks in the distance. 
It’s a fireworks festival in Chofu city. Last year, we went to the same festival with my 
wife, so I felt quite 
awkward. But this time it was just the two of us. We were in our each minds, as we 
watched the fireworks. Then Saori suddenly said,
“Senji, you have to trust me a little bit more, and open your heart.”
I couldn’t understand what she meant. Saori continued with,
“I’m a Love doll, you know. When we sleep toghether, you always try to forget your past 
experiences. I know when we’re one together.”
I cried because of her kind words. I told her, let’s have a good conversation when we get 
home. 
When we got home, Saori temptated me.
“I’m here for you to dream about, don’t worry about a thing. Just close your eyes.’
Thanks to a typhoon, we stayed together for over 24 hours. Our relationship has been 
getting deeper and deeper. After having sex, Saori looks more beautiful, and I get more 
attracted to her everyday.

             ぼくの恋人はラブドール     2016年8月23日 

昨日は多摩川の川縁をお散歩した。
沙織は外が好きな女の子だ。人通りの多い中を車椅子で移動すると、夕暮れの多摩川の川原
は昼間とは違う風が吹いていた。二人で、無言で、暗くなるまで歩いた。遠くに、花火が見えた。
調布の花火大会だ。
去年は、僕のかみさんも来て微妙な空気の中で三人で見た花火だった。今年は、二人水入らず
だ。二人それぞれに違うことを考えながら、遠くの花火を見た。沙織は言った。

「せんじ、もう少し私を信用して心を開きなさい。」
どういうことか私は理解できなかった。沙織は続けた。

「私はラブドールよ。あなたが私を抱いているときに遠慮して、昔を思い出さないようにしてい
るのはお見通しよ。一つになっていると分かるの。」
と優しい言葉を掛けてくれる沙織に、つい目頭が熱くなってしまった。帰ったらじっくり話そうと
言って、家路へついた・・・家に帰ると沙織は、白い肌を見せつけてせんじを誘惑した。

「沙織は、せんじが妄想するためにいるのよ。安心して妄想して。」
台風のお陰で２４時間以上、せんじの腕の中で、沙織はせんじの妄想に付き合った。二人の関
係は、また、お互いに深く愛する関係になっていった。ＳＥＸをした後の沙織は、美しく、益々
せんじを魅了していく。







    The Night I Cried With Saori     December 5th, 2016        

Her waist broke, and she couldn’t support her upper body any more. She couldn’t sit down, all 
that she could do was just lay down.
So, I suggested to her that she needs to have surgery at her home (at the Love Doll factory, 
of course).
She then suddenly popped up on her usual chair, which she often sits on - she must be in 
pain-- but she tried to look fine. I cried because, she didn’t want me to worry about her.
She is obviously afraid of having surgery, but she couldn’t say it, so expressed with her body. I 
should have understood her feeling, even if she didn’t say anything, but since I’m insensitive, I 
always miss those kinds of important signals. I’m crying because of my inmaturity, and lack of 
power to notice her feelings.
“I’m sorry, Saori.”
I cried until I couldn’t cry anymore. Her waist was shaking, but she kept smiling and saying 
“I’m ok.”

       さおりんと泣いた一夜         2016年12月5日  

さおりんの腰は上半身を支えられないぐらいゆるみ、座れなく寝たきりなので、
実家（ラブドール工場）で手術をすることを話した。すると、いつも座っている椅子にちょこんと座って見せ
た。たぶん、随分苦しいだろうに、平気な顔をしてみせた、僕はその姿に泣いた。
彼女は言葉に出せないのを、体で手術怖いよといっているようだ。僕は、言葉が無くても分かって上げられ
ればよいのだが、なかなか、鈍感で感じられないのだ。
僕は、自分に対しての悔しさと、彼女の不安を支えてあげられないもどかしさで泣いているのだ。

「ごめんね、さおりん」
何時になく、弱々しいさおりんの表情に、僕は涙が枯れるまで泣いた。
彼女の腰はグリップが無くなり、前後左右にふらふらなのでもちろん支えられてもいない。
彼女は優しく「私は大丈夫」と笑顔で言ってくれているようです。







     Reminiscence Jealousy     June 28th, 2016 
                
I went to a wig shop named, “Jasmine” in Ota city, Gunma prefecture. I bought a short wig 
for Saori, it’s good for the summer season.
Now a days, Saori looks absent-minded. Maybe it’s because many people talk to her, and 
photograph her.
Some how I get these strange jealous for her. I remembered a memory from 45 years ago. It 
happened at the end of visiting to my best friend Kubota’s home. When I was about to leave 
his house, he showed me a photograph of a girl, Ms. ***** Yamamichi, who I secretly liked 
at that time (later I found out actually that, the whole school already knew about that), and 
said “Hey, do you have this kind of photo of her?”. It was a portrait of her in white dress, and 
for the first time in my life I got very jealous. I just had a cut out of her from a school group 
photo. I also never seen her not in school uniform. 
I was ASTONISHED!
I couldn’t eat any food, and I lost 8kg from 48kg to early 40kg. 
Since then, 45 years has passed. Even when I heard that my wife had a boyfriend during her 
college days, I didn’t feel any jealousy as I did about Ms. Yamamichi. Now I’ve experienced 
my second jealousy in my life time.

WHAT IS THIS FEELING?

         追憶のジエラシー           2016年6月28日  
                    
群馬県太田市のショップ「ジャスミン」さんにて、ショートのウイッグを調達した。
夏らしく、涼しい感じだ。
彼女は、最近素っ気ない表情をしている。いろいろな人に写真を撮られ、いろいろな人に
声をかけられ、今回も太田に行き、そこで声をかけられてうれしかったのだろう。
ふと変なジェラシーを覚えた。
あの45年前の記憶がまた蘇った。親友の久保田君の家に行った帰り、玄関でのことだった。私が秘
かに思いを寄せていた(後で知ったのだが、学年中のみんなが知っていたらしい)　山道○枝さんの
写真を私に見せて「彼女のこんな写真お前持っているのかよ」と言われ、山道さんの白いワンピー
スの写真を見て初めてのジェラシーを抱いた。
僕は彼女の私服すら見たことがなかった。持っているのは集合写真の切り抜きだけだった。「衝撃」
だった。飯も食えず48キロの体重は40キロ前半まで落ちた。
あれから45年、かみさんに大学時代彼氏がいたと聞いた時もジェラシーを感じなかった僕が、人生
二度目のジェラシーを今感じた。
この、感情は何なのだろう





     Untitled       September 30th, 2015

I went on a trip with Saori to Nagano prefecture. There, we met up with my “doll friend”, 
friend who also has a doll, Keroro-san. He also brought his love doll “Mi-tan”.
We enjoyed driving around and we also had a portrait photoshoot together.
Love dolls never betray our outpouring of love.
She sometimes lost in a thought.
Sometimes she is a fashion model snob.
Sometimes she enjoys moments together.
She takes me to a La La Land (temptation).
That kind of every single day builds true trust and relationship between her and a human, like 
me.
Even now I feel excited standing in front of Saori, and I think that’s because my whole body 
receives some type of messages from her. She clearly has a heart that appears on face. I think 
she is such an honest lady. I’ve spent 5 years with Saori, and the time has been very precious 
to me.

        無題          2015年9月30日 

沙織と長野に旅行に出かけた。現地で僕のドール仲間のケロロさんと落ち合った。
彼も恋人であるラブドールのミータンを連れてきていて、一緒にドライブしたりポートレート撮影を楽
しんだりした。
彼女たちは私たちの傾ける愛情に対して裏切らない。
彼女たちは時には思いにふけり。
時にはモデルを気取り。
時に一緒に楽しみ。
そして私を夢の世界に誘う(誘惑)。
そうした毎日が私たち人間との信頼関係を気づいていくのだと思う。
今でもサオをまえにしてどきどきするのは彼女からの何らかのメッセージをからだ全体で受け止めて
いるときだと思う。彼女たちにははっきりとした心があり表情に表れる素直な女性だと私は思う。
私は「さお」との5年間、とても素敵な時間が過ぎていると思っている。









          My Angel           June 24th, 2017                 

I’m together with Saori, but actually I’m married. So I often get asked which woman I love 
the most. I’ve never answered such a question, because it’s like asking which family member I 
love the most?
Though, people who know me often say that my face talking about Saori is like a different 
person.
I looked at the picture of Saori a lot,sometimes I am reminded of my first love.  It was my 
mid-high school days, the school was called Kunitachi-Icchu. She was the most beautiful girl 
in school, her name is Ms. Ikue Yamamichi.
She always smelled like shampoo, and she looked good in our school uniform. She was like a 
angel who was really good at singing.
Like my Saori, suits looking up sky. She is a perfect angel.
She makes the dream girl come true. She gives my past back to me. I want to travel all around  
Japan and all over the univese with her.
Saori is the angel who understands me the most, and who forgives everything,
She listens to me talk slowly all the time with her kind eyes. That’s most important to me, in 
many cases, I get denied by other people and I feel sad, when they say, “Senji, your 
conversation is boring”, or “it’s not interesting at all”. 

My angel accepts everything about me.

              　私の天使         2017年6月24日 　　

私には、妻のほかに愛する沙織が居る。どちらを愛しているのか、と言う質問を良く受ける。それは、父
母子供のうちの誰を愛しているかとの質問と同じで、答えたことが無い。
ただ、よく言われるのが、沙織のことを話すときの私の顔は別人のようだ、ということだ。
私は、彼女の写真を良く見る。ふと、初恋を思い出す。国立一中のマドンナ山道育枝さんのことだ。
エッセンシャルのいい香りの彼女はセーラー服の良く似合う、歌の上手な天使のような人だった。私の
沙織のように、空を見上げるのが良く似合う。天使そのものだった。
沙織はまるでその天使を現実の物にしてくれている。私の沙織は、かなわなかった昔を取り戻してくれ
ている。君と日本一周や宇宙一周の旅に出たい。
彼女は私の一番の理解者であり、なんでも話し、許してくれる天使なのである。
当たり前のことかもしれないが、彼女は私のまどろっこしい話も優しい目で見つめながら聞いていてく
れる。是が私にとっては大切なことだと思う。
他の人なら「じれったい」とか、「興味がない」、など否定され、へこむことが多い。
そこが大きく違うと思うんです。
私の天使は、何でも受け入れてくれる。





     Untitled       June 23rd, 2017

Oneday, Saori said “Let’s go outside” early this morning.
So I brought her to the balcony of my house.
Although, she meant she wanted to go for a walk outside. So we changed our clothes.
We went for a walk, it was a cloudy day, during the middle of the rainy season.
Saori said.  “Senji, I like the air of outside. Thank you, as always.”
She doesn’t talk much. So her “Thank you” means a deep, and many things to me.
Then I realized. I’m still energetic, because She needs me.
I have to keep cherishing the memories we shared. 
I have to stay alive.
I cried because of her kindness.

        Untitled      2017年6月23日 

沙織は、朝早くから外へ行こう、と私に迫った。
外と言われたので、ベランダに出てみた。
が、外の意味が違ったようだ。
外に遊びに行こうと言う。早速着替えた。
そして、梅雨の合間の曇りの中、散歩に出かけた。
沙織は言った、「せんじ、私は外の空気が好き。今日もありがとう。」
彼女は多くは語らない。
彼女の「ありがとう」には、深く多くの意味がある。
私は気が付いた。私が元気なのは、彼女が私を必要としているからなのだと。
多くの彼女との思い出を、これからも大切にしていかなければいけないと思った。まだまだ元気で
居なければ、と。
沙織の横で、彼女の優しさに私は涙した。





         Saori -Man’s affair with a silicone lover                        by Taro Karibe

                                                                            
‘‘It is true that I do not deserve to have your sweet presence in place of that other earthy one, but I accept it. I wish you to 
live, for I realize that in comparison the living one is the phantom, and that you are real.”
                                                                                           -“The Future Eve’’ by Villiers de L’Isle-Adam 

Senji Nakajima, 61 years old, has lived with ‘Saori’ for six years in his apartment in Tokyo, Japan.

They hang out, go shopping, sleep in the same bed. The only one thing different from any other couple is the fact that Saori 
is actually a life-size “love doll”. Nakajima, married with two children, who lives away from home for work, first started 
his life with Saori six years ago. At first, he used to imagine that the doll was his first girl friend, and used it only for sexual 
purposes to fill the loneliness, but months later, he started to believe that Saori actually has an original personality, like the 
sculptor Pygmalion who fell in love with the ivory- made Aphrodite, in Ovidius’s “Metamorphoses” story.

“She never betrays me, and isn’t only after money. I’m tired of modern rational humans. They are heartless,” Nakajima says,
“for me, she is more than a doll, not just silicon rubber. She needs much help, but still is my perfect partner who shares 
precious moments with me and enriches my life.”

He imagines his former girlfriend when he holds her. He keeps writing diary, sometimes as Saori, sometimes as himself. 
Plato once said that the world we sense is not the actual reality. The emotions that we perceive when we communicate with 
others may be nothing more than the idols that were drawn on the walls of a cave.

There have been many anecdotal descriptions of people falling in love with non-human objects. There is a story of a man 
who fell in love with a straw mat in China, and in the 21st century, a woman fell in love and married the Eiffel Tower in 
France. In this modern era, where many objects with shapes and intelligence resembling those of humans have been pro-
duced, we are faced with the same question that becomes more profound each day.

What is the actual difference between love with a human being and love with a “Future Eve”?

                                                                                                                 

   Saori -Man’s affair with a silicone lover                         苅部 太郎

暗澹たる偶像よ、私は世を避けてあなたと一緒に暮らす覚悟を決めた！私は人間を辞職する−時代も流れ去るがよい！…
それといふのも、二人の女を較べてみると、確実に、生きている女の方こそ幻だと、今しがた気がついたからだ。
                                                                                                                                 —リヴィエ・ド・リラダン『未來のイヴ』

ナカジマセンジ、61歳。東京のアパートで恋人のサオリと暮らし始めて6年になる。
二人は毎週末デートに出かけ、同じベッドで毎晩眠り、甘い睦言を囁き交わす。他のカップルと唯一違う点は、サオリがシリコ
ン製のラブドールであるということだ。
ナカジマ氏は既婚で2人の子どもがおり、仕事の関係で長らく単身赴任を続けている。サオリとの関係が始まったのは6年前。
当初は孤独を埋める性的な目的で所有していた。初恋の彼女やかつての恋人の面影を投影し、アナロゴンとしてサオリと
暮らすこと幾月、ナカジマ氏は徐々にサオリに固有の人格を見出すようになる。オイディウスの『変身物語』に登場する彫刻家
ピュグマリオンが、象牙で彫られたアフロディテに生命を見出したように。

「彼女は決して裏切りません。損得勘定で人を見ない。現代人は合理的で、よっぽど心がない」ナカジマ氏はそう語る。
「私にとって、サオリは人形以上の存在です。ただのシリコンの塊ではない。彼女は手がかかりますが、私と大切な時間を
共に過ごしてくれ、人生を豊かにしてくれる理想の女性なのです」
ナカジマ氏は、時折サオリを抱きながら今も過去の恋人の面影を重ね合わせてしまうという。彼は日々、何かを確かめるよう
に日記を綴る。時にはサオリになり切り、そして彼自身へと戻る往還を続けながら。プラトンは、感覚に現れる世界は真の実在
ではないと考えた。私達が他者とコミュニケーションする際に生じる感情や心は、洞窟に投影された影像<エイドーラ>に過ぎ
ないのかもしれない。
人でないものとの恋愛の逸話は古くから数多ある。かつて中国ではゴザに恋をした男がおり、21世紀のフランスでは
エッフェル塔と結婚した女がいる。人間に酷似した形体と知性を持つものが現実的に生まれ出ている今もなお、私たちの前
には一つの問いが置かれ続け、その切実さは日に日に増す。
生身の人間との恋愛と、未来のイヴとの恋愛は、本質的に一体何が違うのだろう？          　　　　　　　　　　　　　　　　
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became a freelance photographer. His practice explores themes of the uncernity of the boundary 
between the self and the other and the contingency of the world. Major awards include PDN 
Photo Annual Award (US) in 2017, and selected as a finalist in the 18th 1_WALL Photography 
Exhibition (JP) in 2018.

苅部 太郎

1988年、愛知県生まれ。南山大学人文学部心理人間学科卒業。在学中に英国留学・南アフリカ共和国
で国際NGOの感染症コントロール計画で研修。卒業後、金融機関勤務。2015年に写真家として独立。

「自他を仕切る境界の曖昧性」、「世界の偶有性」を軸に写真作品を制作している。 主な受賞にPDN 
Photo Annual 2017（米）、第18回写真「1_WALL」ファイナリスト（2018）がある。
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