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　「都美セレクション グループ展」は、新し

い発想によるアートの作り手の支援を目的と

し、当館の展示空間だからこそ可能となる

表現に挑むグループを募り、その企画を実施

するものです。第6回展では、21件の応募企

画の中から、書類審査とプレゼンテーション

審査を経て、6グループが選抜されました。

第6回展の展覧会について、審査委員講評と

共にここにご報告いたします。

　当館で実現したこれらの展覧会が、それぞ

れのグループの創作活動における更なる発展

の一助となれば幸いです。また、展覧会の成

果に様々な形でふれていただくことで、各グ

ループの真摯な取組みが、連鎖的反応の触媒

となり、次の新しい思索や創作活動へとつな

がっていくことを期待しております。そして、

今後いっそう、本企画が、従来の枠組みをこ

えた創作活動を実現する場として活用され

ることを願っております。

　本展覧会を開催するにあたり、展覧会を主

催されたグループの皆様をはじめ、ご協力い

ただきました関係各位に心より感謝の意を表

します。

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都美術館

ごあいさつ



切断芸術運動という

シミュレーション・アート展

切って継いで見える景色

髙橋利郎

エピクロスの空き地

「エピクロスの空き地」を見て―関係性のパスワーク　

山村仁志

境界を跨ぐと、

境界を跨いだ後の境界について

野地耕一郎

「第6回 都美セレクション グループ展」について

―6つの多様な現代

山村仁志

展覧会実績
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相澤秀人
秋本将人
秋廣 誠
三輪洸旗
小塚康成
永瀬恭一
新関 淳

エピクロスの空き地

2017年6月25日 日                                7月6日 木

9:30                                 17:30

Hideto Aizawa
Masato Akimoto
Makoto Akihiro

Koki Miwa
Yasunari Kozuka

Kyoichi Nagase
Makoto Niizeki

▶ 入室は、閉室時間の30分前まで
▶ 6月30日金は 20:00まで開室。7月3日月は休室。

第6回 都美セレクション グループ展｜Group Show of Contemporary Artists 2017

全ては、初期条件によって決定されているのでしょうか。

エピクロス（紀元前 341年 -紀元前 270年）は、原子はただ平行に落ちるのではなく「逸れ」が生まれ
ることを見出しました。これによって、物事の初期状態から想定もされなかった出来事が生成されるのです。
「エピクロスの空き地」展において試みたいのは、初期条件によって決定され目的に向かって方向づけられ
るような環境を、斜めに変更する契機の探求です。

量子的・確率的であること。可塑的であること。身動きのとれない、固定的な構造ではなく、関係性のパスワー
クが可能な隙間を作ること。作品を、間をもって置き、ある場所を空き地のような何かが生まれる状態にす
ること。「エピクロスの空き地」展は、そのようなインスピレーションをもった作品によって構成されます。

B東京都美術館 ギャラリー

主催：エピクロスの空き地、東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

The Disconnection-Art Movement:
An Exhibition of Simulation-Art

A space for 'encounter'

To the other side of the boundaries,
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展示記録

精神の〈北〉へ
ーかすかな共振をとらえてー

北方からの問いかけ

大谷省吾 

海のプロセス
―言葉をめぐる地

アトラス

図

海のプロセス―言葉をめぐる地
アトラス

図

南 雄介

新章風景#2
―現代における風景写真の在り方―

風景写真から美術へ―9人の果敢な挑戦―

真室佳武
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展示記録
凡例

出品作家のうち、グループの代表者名にはアンダーラインをつけた。

掲載図版の撮影は、ただ（ゆかい）による。但し、特に明記したものおよび、

＊印をつけた東京都美術館によるものを除く。
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東日本大震災後の東北再生を期して開始し、

2013年から福島県会津地方を拠点に活動し

ているプロジェクト「精神の〈北〉へ」は、

今展で7回目の開催になります。今回のグルー

プは、これまでの活動に関わりを持った表現

者と研究者の中から、今回のテーマにふさわ

しい9名によって結成しました。

撮影：千葉奈穂子

・
会期

2017年6月9日（金）̶ 6月18日（日）/10日間
・
入場者数

5,476名
・
会場

ギャラリーA
・
グループ名

精神の〈北〉へ vol.7
グループの公式サイト：http://spirit-of-north.net/

・
出品作家

石倉敏明/高島正志/田附勝/千葉奈穂子/丸山常生/丸山芳子/
アマンダ･ビルバリ/ヴィグディス・ハウグトゥロ/ヘレナ･ユンティラ
・
助成：公益財団法人 朝日新聞文化財団、スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団、The Swedish Arts Grants
　　  Committeé、Frame Contemporary Art Finland
協力：フィンランドセンター（フィンランド大使館）、西会津国際芸術村
後援：スウェーデン大使館

精神の〈北〉へ ̶かすかな共振をとらえて̶
Spirit of "North:" Sensing Faint Resonances

精神の〈北〉へ ̶かすかな共振をとらえて̶06 07



グループによる展覧会紹介

　東北の回復を願い、東北人のアイデンティティを探るこれまでの活動で見えて来たのは、

その地が本来内包している豊かな精神性です。それは、かつて蝦
えみし

夷と呼ばれた東北の先住民

の精神に宿り、鹿踊りに込められた鎮魂の祈りや、宮沢賢治の世界観にも通底する、「眼に

見えない聖なるものへの畏敬」「森羅万象への分け隔てのない眼差し」「動物や森や宇宙とも

融和する原初性」が感じられるものです。それは東北に限らず、アイヌ民族や世界の北方民

族とも共鳴し、さらには北方を志向する全ての人々の内にある「北方的精神」と呼べるでしょ

う。「精神の〈北〉へ」は、各人にとっての「北方的精神」とは何かを探り、世界的な視野

でその共振を図ろうとするプロジェクトです。

　今回の開催では、福島と東京での連続した活動を行いました。東北と東京、日本と北欧と

いう、対比的な環境と民族についての対話や、山や森の気を体感し、あらゆる生命と共存し

ている実感が、作品に反映されています。美術館の広大な展示空間は、様々なジャンルの作

品が民族やフィールドの違いを超えて有機的に共振し、新たな関係性が生まれ続ける現場と

なりました。今この世界に生きる人類としての根源的な意味を、「多様性の共存」の姿として、

この展覧会で提示できたとすれば、それは、分断化され不寛容が強まりつつある現代社会へ

の変革の試みであり、「精神の〈北〉へ」の世界観でもあります。

石倉敏明・田附勝
《古いみちのくの断片を保て》

ヴィグディス・ハウグトゥロ

丸山常生《連接体 ―「そこに、たちあがり…」》 同左〔部分〕

撮影：千葉奈穂子

08 09精神の〈北〉へ ̶かすかな共振をとらえて̶



ヴィグディス・ハウグトゥロ《Indigo River》

ヘレナ･ユンティラ（中央）《Stop Falling!》

アマンダ･ビルバリ《Falling in Forest》

アマンダ･ビルバリ《Falling in Forest》

石倉敏明・田附勝《古いみちのくの断片を保て》〔部分〕

同上〔部分〕

丸山芳子《森羅万象というあなた》

同左〔部分〕

ヘレナ･ユンティラ《Bear》
高島正志（音楽）
《Music And Poetry For Sound Memories》
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　企画展示室で開催の「バベルの塔」展を

見終わった人は、会場出口でふと彫刻室の

ほうを見下ろし「おや、あそこにも塔が？」

と気づいただろう。ただし、こちらは骨組

だけの彫刻台を危うい均衡で積み上げた塔

である（丸山常生の作品）。よく見ようと

手すりから見下ろしてみると、塔の手前の

床に、白い物体がサークル状に散らばって

いるのが見えてくる。石膏のオブジェを組

み合わせて、文字にしてあるようだ。「ど

うしたらたがいにわかりあえるのだろう？」

と読める（丸山芳子の作品）。そういえば、

バベルの塔の物語は、神の高みにまで至ろ

うとする人間たちの傲慢な行いに神罰が下

り、人々のお互いの言葉が通じなくなると

いうものだった。その上で、本展が東北を

テーマとしたものだと知った人は、東北の

震災により原発神話が崩れたこと、そして

異論に対して不寛容な空気が漂う昨今の居

心地の悪い状況を連想するかもしれない。

　しかし、本展で提示されているのは、人々

が（あるいは人と自然が）わかりあえなく

なっていることへの嘆きではなく、「どう

したらわかりあえるか」という可能性に向

けての模索である。階下に降りて、個々の

展示作品に向き合ったときに、それがよく

わかる。震災前から東北に関心を寄せてい

た丸山芳子の呼びかけに応じた国内外の作

家たちは、福島への滞在を経て作品を制作

した。といっても、震災の問題に直接コミッ

トするわけではない。むしろ、震災以前か

ら連綿と続く、人々の自然との向き合い方

を、現地の人々とコミュニケーションをと

りながら理解していくところに重点がおか

れている。千葉奈穂子の作品を見てみよ

う。サイアノタイプとよばれる技法で定着

された写真は、現在の福島の農村であるは

ずなのだが、その背後にある長い時間の堆

積を感じさせるだろう。そして現地の人々

との交流から得られた「手を動かせば、宝

になる」「山に行けば何でもある」といっ

た言葉は、人と自然との本来あるべき関係

を端的に教えてくれる。石倉敏明、田附勝

のフィールドワークの成果も展示に厚みを

もたらしている。

　人と自然との緊密な関係は、北欧から参

加したヴィグディス・ハウグトゥロやヘレ

ナ・ユンティラの絵画、そして大地と交感

するようなアマンダ・ビルバリのダンスに

も見て取れる。とはいえ「北」なるものを

安易にステレオタイプ化して一元的に語る

のは慎みたい。私たちはこれらの作品から

むしろ、風土によって生まれてくる表現の

違いの部分を感じ取り、そこから生の多様

さを知るべきだろう。

　会期中何度か、ビルバリのダンスととも

に丸山常生のパフォーマンスが行われた。

そのうちのひとつで、彼は小さな椅子を、

危うい均衡を保ちながら会場の端から端ま

で運んだのだが、私はそれを見ながら、タ

ルコフスキーの映画「ノスタルジア」のラ

スト近くで、主人公が蝋燭を運ぶシーンを

ふと思い出した。そういえばあの映画のテー

マは、異文化に身を置いた人間の魂の救済

ではなかったか。今回の展覧会のテーマに

見事に通じるものを感じ、胸に響いた。

北方からの問いかけ
大谷省吾（東京国立近代美術館美術課長）

石倉敏明（芸術人類学）講演「東北に生きる造形思考」

アマンダ・ビルバリのダンス、丸山常生のアートパフォーマンス

プロジェクト紹介・アーティストトーク

6月10日（土）14時00分～16時00分　場所：ギャラリーA
50名
山、海、森、動物との関わりや、農業、祭り…。そこに見られ
る東北の様々な伝承のかたちには、それらに込められた東
北ならではの精神性があります。人間を越えた他の種との
関わりの中に、人類学を読み解きました。

6月11日（日）、17日（土）14時00分～15時30分
6月16日（金）17時30分～19時00分
ギャラリーA
6/11：132名　6/16：47名　6/17：82名
「展示作品や音楽とのコラボレーション」として3回の異なる公演に加え、公演予定のない日も即
興表現を行ないました。展示空間にライブの行為が加えられることで、会場空間全体が有機的な
作品に変化して見えました。

6月18日（日）14時00分～15時30分　場所：ギャラリーA
45名
主催者からは、プロジェクト開始の経緯とその趣旨について、
参加作家からは制作意図や作品にまつわる事柄について語
りました。作品を前にした直接的な語りによって、観客のよ
り深い理解を得られました。

日時：
参加者数：
内容：

日時：

場所：
参加者数：
内容：

日時：
参加者数：
内容：

千葉奈穂子《福島県会津地方十一景》〔部分〕

*

* * *

*

*
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エステティック・ライフは、1990年代にロンドンの

大学院で学んだ中根と平田が自分たちにとっての

「Aesthetic Life / 美的日常」を考える手段として立

ち上げた展覧会企画ユニットである。今回の展示で

は井川淳子と福田尚代に参加を依頼し、エステティッ

ク・ライフ+として4名で「言葉をめぐる地図」を描

くことをコンセプトとする。

・
会期

2017年6月9日（金）̶ 6月18日（日）/10日間
・
入場者数

3,458名
・
会場

ギャラリーB
・
グループ名

エステティック・ライフ＋
グループの公式サイト：http://process-of-the-sea.hideonakane.com/atlas/

・
出品作家

中根秀夫/平田星司/井川淳子/福田尚代
・
助成：公益財団法人 朝日新聞文化財団

海のプロセス̶言葉をめぐる地
ア ト ラ ス

図
Process of the Sea – Words' Atlas

14 15海のプロセス－言葉をめぐる地図



グループによる展覧会紹介

　言葉はリアルタイムな活動を支えるツー

ルであり、日々の生活の中で加速度的に

増幅しているように見えます。一方で、

言葉は過去にも未来にも広く参照点を持

ち、私たちの思考を多様にする開かれた

世界でもあるはずです。混沌とした日常

に身体を預け、日々を思う時間を言葉と

共にする。自重すら支えきれない多層化

した身体と言葉が、ついにはその場で崩

れ落ちるとしても、またその平原に別の

世界が形作られることについて夢想する

のです。
＊

　「言葉」に制作の比重を置く美術家は少

なからず存在するが、例えばポップ・アー

トやコンセプチュアル・アートとの関連だ

けではなく、実際にはもう少し広い視野

での接続の可能性があるだろうと、私た

ち（という概念）は思考する。「言葉」は

ひとつのイメージであり、特に身体ある

いは身体性と強く関連を持つ。

　展覧会タイトルの『海のプロセス』は、

打ち寄せられたガラス瓶の破片の再生、

あるいは時間や記憶の再生産とその物語

的構築のプロセスを意味するが、それは

繰り返される時間の波に摩耗され形を変

えて降り積もる「言葉」のイメージでも

ある。夜明け直前の海に立つ時、寄せる

波音が私たちの身体を行き来するように、

私たちの暗い身体の内側に「光」を感受

し「言葉」を受動することについて考察

される。

中根秀夫《白い日》　撮影：坂田峰夫

中根秀夫《もういちど秋を》
撮影：坂田峰夫

同左〔部分〕

平田星司《海のプロセス》　撮影：坂田峰夫

同上〔部分〕　撮影：坂田峰夫 同上〔部分〕

16 17海のプロセス－言葉をめぐる地図



福田尚代《エンドロール》 

同上〔部分〕　撮影：坂田峰夫

同上〔部分〕

井川淳子《バベル》

井川淳子《帰還不能点》

井川淳子《すべての昼は夜》

18 海のプロセス－言葉をめぐる地図



「海のプロセス─言葉をめぐる地
アトラス

図」は、中

根秀夫と平田星司の二人の作家による展覧

会開催のためのユニット「エステティック・

ライフ」が、井川淳子と福田尚代というほ

ぼ同世代の二人の作家を招いて企画した、4

名の作家によるグループ展である。展覧会

の趣旨は、中根の筆になる美しいテキスト（プ

レスリリース）にほぼ尽くされている。抜粋

してみよう。

展覧会タイトルの『海のプロセス』は、打

ち寄せられたガラス瓶の破片の再生、ある

いは時間や記憶の再生産とその物語的構築

のプロセスを意味するが、それは繰り返さ

れる時間の波に磨耗され形を変えて降り積

もる「言葉」のイメージでもある。（……）

暗闇、あるいは混沌の中で、4人の作家が

広げた「言葉をめぐる地図」をコンパスを

携え辿っていく行為は、私たちの内に折り

畳まれた記憶の地図を私たち自身が広げ、

その地図に割り振られたひとつひとつの記

憶の番地を訪ね歩くというさらなる私的／

詩的体験を促すだろう。（……）広げられた

地図にアクセスする私たちは、自らの身体

で新たな回路／道を開き、そのネットワー

クは言葉を通じて拡張し、連結し、そして

私たちの社会をめぐる地図を束ねた「アト

ラス／地図帳」となることを想像している。

　4人の出品作家のうち3人の作品は、いず

れも静穏な印象を与えるものである。井川

淳子のコントラストの強い様式的なモノク

ローム写真には、ブリューゲルの《バベル

の塔》のイメージが床に無数に撒き散らさ

れている様がとらえられている。平田星司

の《海のプロセス》は、海浜で採集された

風化したガラスのかけら（海ガラス）によっ

て瓶の形状を再構成している。福田尚代の

《エンドロール》では、死者の遺したことば

を筆写した和紙（雁皮紙）が、古いガラスケー

スの中に海のように広がる。3人の作家の作

品は、いずれも海に繋がる要素を宿しつつ、

それぞれに確固たる世界を作り出している。

　一方、武田多恵子のいくつかの詩を再構成

して丁寧に映像化した中根秀夫のヴィデオ作

品《もういちど秋を》は、会場の中で唯一、

動きと音をもたらす（とはいえ、詩人自身に

よる朗読と、かみむら泰一のサックスの演奏

からなるサウンドトラックを除いた、サイレ

ント上映ではあったのだが）。時の巡りを主

題とする中根の作品は、展覧会全体の参照

点として機能しているようにも感じられた。

三人の作家に内在しているはずの時間性を、

顕在化させていたからである。それは、海／

ことばの本質でもあるのだろう。

　とはいえ、展覧会を見た印象は、「4人の

作家が共通のテーマについてそれぞれ考察

し制作した作品を集めたグループ展」とも、

「あるストーリーに基づいて集められた作品

から構成されるテーマ展」とも異なっている。

会場を巡っていくうちに、4人の作品世界は

重奏しあい、ひとつの緊密な「場」が作り

出されていく。この「場」の体験こそが、

展覧会を見ることの本質であり、企画者た

ちの言う「エステティック・ライフ（美的生

活）」なのではないだろうか。

海のプロセス─言葉をめぐる地
アトラス

図
南 雄介（愛知県美術館館長）

中根秀夫 映像上映

スペシャル・トーク『霧のシステム─粒子をめぐる銀
コスモス

河』  

梅津元（埼玉県立近代美術館主任学芸員/芸術学）

6月11日（日）13時00分～14時20分
東京都美術館 スタジオ
のべ30名
会場ではサイレントとして展示される中根の映像作品《も
ういちど秋を》（詩 : 武田多恵子、Sax：かみむら泰一）の音
声付きオリジナル・バージョン、および映像記録・作品集
『Mellow Yellow Project』（Sax：かみむら泰一／DVD）
からの上映。

6月11日（日）15時00分～16時30分
東京都美術館 スタジオ
のべ70名
出品作家、中根・平田・井川・福田 の作品をめぐり、『海／プ
ロセス／言葉／地

アトラス

図 』に呼応するもう一つの層『霧／シス
テム／粒子／銀

コスモス

河』を浮かび上がらせるフォーマリズム／
ロマンティシズムの相克、ロジカル／レトリカルなスペク
タクル。

日時：
場所：
参加者数：
内容：

日時：
場所：
参加者数：
内容：

中根秀夫（左）《白い日》　（右）《もういちど秋を》　撮影：坂田峰夫

*

*
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「新章風景」は「風景写真」を多角的に捉

えて様々な手法で制作を行う若手写真家

を集めたグループ展です。

写真表現の多様性や風景という流動的な

事象をテーマにするにあたり、開催ごと

に出展作家を変えて展示を行っています。

・
会期

2017年6月9日（金）
̶6月18日（日）/10日間
・
入場者数

5,555名
・
会場

ギャラリーC
・
グループ名

新章風景
グループの公式サイト：
http://koheifukushima.com/nl2

・
出品作家

相島大地/新井五差路/
飯塚純/伊藤真澄/
片岡優奈/北沢美樹/
倉谷卓/寺西望/福嶋幸平
企画：福嶋幸平

新章風景#2
̶現代における風景写真の在り方̶
New Chapter of Landscape #2
 -The Principles of Contemporary Landscape Photography-
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グループによる展覧会紹介

　風景画に描かれたようなのどかな田園、大自然がもはや過去のイメージとなった現代にお

いて風景、そして風景写真はどうあるべきだろうか。

　この問いに答えるため、若く鋭敏な感受性をもった作家を集めた。

　水面が光を乱反射するように身の回りで起きていることに敏感に反応し、耳を澄ませ、と

きに編集し、新たな「風景」を見出すこと。

　本展示は各々の作家が、各々の主観に従って映しだした作品を展示という集合として提示

し、風景写真の「今」を模索する試みである。

飯塚純《FOREST MEMORY GAME》

北沢美樹
《Bodyscapes》

飯塚純《PICTURE CELL CUBE》

福嶋幸平《生の間》

片岡優奈《landscape series》

新井五差路《IMAGE AND TEXT》

北沢美樹《DUST》
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倉谷卓《Pets》

福嶋幸平《maps》
伊藤真澄《新潟県新潟市秋葉区》

相島大地（手前）《Multitasking》　（奥）《Photogenic 3D Drawing》

寺西望《The Regeneration of Complex Societies》

寺西望
《The Regeneration of Complex Societies》
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　グループ展「新章風景#2-現代における風

景写真の在り方」は、20代から30代の若手アー

ティストが写真の手法をもとに制作した作品で

構成された見応えのある展覧会であった。

　かれらにとっては、のどかな田園や大自然の

イメージは過去のものであり、現代の風景写真

をいかに創造するかが問題なのだが、その制

作思考や表現はさまざまで、それぞれ真摯に

可能性を模索した跡は十分に窺われた。作品

は、平面の写真として提示したもの、写真とほ

かの表現物（文字）とを組み合わせたもの、

写真を立体化したもの、写真、動画、インスタ

レーションなどの異なった表現をとるものなど、

それぞれの表現志向に適した形態の制作が見

て取れた。

　倉谷卓は、猫やインコなど迷いペットの張り

紙を被写体とした作品で、破れや、しわに経

過した時間や探し主の思いまでも感じさせ、色

彩の美しい表現をみせる。北沢美樹は人も風

景の一部とみて、手や腕をモチーフに人とのつ

ながりを感じさせる作品のほか、縦に連ねた情

緒的に処理した風景写真を出品。東日本大震

災を題材にした寺西望は、大津波の混沌とし

た悲惨な爪痕を独自の解体と集合の手法で再

構築する。5点組の縦長の作品は、抽象的な迫

力ある表現で見る者を圧倒する。片岡優奈は、

何げなく置かれたポリ容器や青いシート、包装

された物のある日常的な風景写真と、CGで作

られたいかにも人工的な風景写真をつなぎ合

わせて奇妙だが、面白い作品をつくる。一方、

伊藤真澄の大地の断面を中央に大きくとり、山

と空、叢が上下をしめる単純明快で存在感あ

る風景写真には土の物質性さえ感じさせる。

　新井五差路は、大勢の人が行き交う交差点、

空き地、庭の一隅、地面に置かれた梱包物な

どの風景写真や、その写真を言葉で描写した

文章をパネル仕立てにして並置した作品、ホ

ワイトキューブの展示室の壁を撮った9点組の

作品を発表。視覚が捉えた世界を完璧に言葉

に置き換えることの難しさと云うより、そこに

新たな別の風景を発見し、喜びを感じることに

意味がありそうだ。

　相島大地の作品は、色とりどりの紐を組み合

わせて撮った写真を上部に貼ったミカン箱大の

木箱が縦6個、横5個の30個が整然と置かれ、

その向こうに少し複雑に絡んだ組紐の写真パ

ネルを撮って作ったパネルがご本尊のように壁

に立てかけられたもので、デザイン的にも洗練

されたインスタレーションだ。一方、飯塚純は、

ゲーム感覚を取り入れて写真の可能性を追求

する。森林を撮った写真を神経衰弱ゲームの

トランプのように作って、かつて森で迷った体

験を追体験したり、デジタルの画像を拡大し、

ピクセルの抽出した様々な色のついた立方体

パズルを制作するが、パズルはもはや元の風

景に戻ることなく、完成することはない。

　グループを主宰する福嶋幸平は、〈眼に映ら

ないものを具現化させること〉をテーマに、写

真はもとより動画からインスタレーションまで

表現スタイルは様々。地図アプリを電子機器

に読み込む瞬間に発生するノイズによって、鋭

く走斜線の入った映像は日常の風景を超え、よ

り現実的な世界の姿を写しだそうとする。また

〈生や死、神や自然、超越的なものをとらえよ

うとして〉襖と畳の部屋や、山と雲の動画を試

みる。作者の意図はともかく、共に神経の行き

届いた静謐な表現は心に響くものがある。

　新章風景と銘打ったグループの新しい風景

写真への挑戦は、それぞれの「今」を独自の

手法と思考で表現したことは間違いない。それ

はまた現代美術としてのひとつの試みであり、

その手ごたえは十分にあったと云えよう。　

風景写真から美術へ̶9人の果敢な挑戦̶
真室佳武（東京都美術館館長）

アーティストによるトーク

6月10日（土）15時00分～16時30分
ギャラリーC
100名
出展作家による作品解説及びクロストーク

日時：
場所：
参加者数：
内容：

福嶋幸平《theophany》 新井五差路《WHITE CUBE》

*

28 29新章風景＃2 －現代における風景写真の在り方－



私たちのグループの活動は、メーリングリストの活動から始めましたが、

2004年からブログに移行して、毎日発信し続けて、高校生から読んでく

れる読者を獲得してきました。その読者を基盤に、新宿3丁目で ｢芸術分

析塾ラカン｣ というのを初めて、さらに『逆三角関係展』、そして『切断

芸術展』を展開して、その参加作家によるグループ展覧会です。

切断芸術運動という
シミュレーション・アート展
The Disconnection-Art Movement: An Exhibition of Simulation-Art

・
会期

2017年6月25日（日）̶ 7月6日（木）/11日間
・
入場者数

3,743名
・
会場

ギャラリーA
・
グループ名

切断芸術運動
グループの公式サイト：
https://setsudangeijutsu.wixsite.com/setsudan

・
出品作家

彦坂尚嘉/糸崎公朗/中田文/中川晋介/
ヴァンだ一成/生須芳英/西水俊二/柳川
たみ/菅野英人/花牟禮有基 /西山雪包/
李染はむ /波多正木 /丸野由希子 /工藤
悦仙/須藤光/田山寛明/矢田滋
・
協力：一般社団法人 TOURI ASSOCIATION
後援：有限会社気体分子ギャラリー　芸術分析塾ラカン
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グループによる展覧会紹介

　1975年にアメリカがベトナム戦争で敗

北すると、《近代文明》が座礁します。そ

うすると日本では幼児化したアーティス

トが大量に生まれるようになりました。

これが《非 -文明》の時期です。代表的な

のは、工作少女と呼ばれた女性アーティ

ストですが、男のアーティストでも、野

生の思考をするアーティストが数多くで

ます。しかし世界的にはそうではなくて、

《真性のポストモダン》のアーティストが

出現して、その代表がジェフ・クーンズと、

シンディ・シャーマンでした。つまり日

本では、この《非 -文明》の《非 -芸術》

というのが、表面的な表層性でしか成立

しませんで、本当のポストモダンが理解

されないで、モダニズムが継続している

かのような迷信がはびこったのです。ベ

トナム戦争で敗北の次に現れた時代の切

断は、直接にはイギリスのEU離脱と、ア

メリカのトランプ大統領の登場です。英

米のアングロサクソンが、ストレートに

ポピュリズムの影響を政治的に体現して、

時代は《無-文明》に展開してきていると、

私は思います。この《無-文明》の切断を、

作品を切る《切断》という誰でもできる

手法で捉えてみようというのが、この切

断芸術運動というシミュレーション・アー

トだったのです。つまり《文明》の構造

そのものが、→《非-文明》→《無-文明》

という風に動いてきている。それ故に、《芸

術》もまた新しくなる。この新しくなる

という意味を込めて《切断芸術》を追い

かけました。

波多正木（左）《頬杖をつく女》　（中央）《砂漠にて》　（右）《ウロボロスの午睡》

彦坂尚嘉
（手前）《切断された自転車》
（奥左）《ウッドペインティング（アップライト・シー）》
（奥右）《ウッドペインティング（和歌）》

花牟禮有基（左）《ティラノサウルス》　（右）《トリケラトプス》

柳川たみ（左）《女帝時代　マリー・アントワネット》　（右）《女帝時代　ジャンヌ・ダルク》

李染はむ《GWS》
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菅野英人《Past Pain Cut》

西水俊二《Disconnection Painting》

工藤悦仙《伝統と前衛の効用関数》

丸野由希子《モニュメントのマケット》

中川晋介《拡張現実：彷徨う肖像》
撮影：糸崎公朗

中田文《短編ドキュメンタリー映画　Re:REVOLUTION》
撮影：糸崎公朗

田山寛明
《magnum A3 
inflated sizing》

生須芳英《リストカット彫刻》

須藤光《レディメイド》

糸崎公朗《切断写真》

生須芳英（正面の大作）《霊山》　（手前の彫刻）《椅子》
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  今日わたしたちが認識する古筆の美意識

は、まさに切断とともにある。平安貴族の

調度手本として制作されたものが、近世か

ら近代にかけて切断されて手鑑や掛幅など

といった新たな姿で鑑賞されるところと

なった。冊子本や巻子本を敢えて切断し、

仕立てを変更すると、それまでとは違った

新たな景色が見えてくる。

  茶陶によく見られる、欠けた部分に他の

陶片を継ぎ合わせた呼び継ぎや、欠け跡を

金で修復する金繕いも同じかもしれない。

モノへの愛惜が、こうした切断と結合を繰

り返させるのであろう。

  一方で、切ったり、継いだり、という行

為にはそこはかとない恐怖がつきまとう。

みずからの肉体に置き換えて考えてしまう

からかもしれない。その身体的な痛みや違

和感とモノとを意識せぬ間に重ね合わせる

のだろう。

  ひとつのモノを二つに切って左右や上下

を入れ替えるだけ。これだけの「切断芸術

運動」で自然に芸術が生み出されるとい

う。この単純で、わかりやすい方法こそ、

現代のサブカル的芸術環境にもっともふさ

わしい。これを実証しようという展覧会で

ある。

  たしかに、平面と立体、動画などが混在

した会場は雑然としていて、「運動」と名

乗っている意味合いが伝わってくる。「現

代美術」にありがちな、ぽつんぽつんと配

置された作品に意味ありげな照明が当てら

れている、という風ではない。たたみかけ

るように次から次へと切断され、並べ替え

られたモノが提示される。

  こうして示されてみると、切断されたモ

ノを頭のなかで元に戻して理解しようとい

う気持ちが案外起きないことに気づいた。

すでに切断されているモノはモノとして、

そのまま脳裏に定着していくのである。切

られ、継がれた古美術と同一の地平がここ

に広がっているようにも思えた。そして、

「切断して入れ替える」というコンセプト

がはっきりしているだけに、難解ではない

し、どんなモノにも応用可である。茶碗も

自転車も、切って入れ替えればアート。

「アートの民主主義運動」はここに成功し

たのだろう。

　「切断芸術運動」を率いたのは彦坂尚嘉。

言うまでもなく、この強烈な存在感こそこ

の運動の渦の中心である。フラットな関係

で展覧会を構成する作家が多いなかで、こ

うした確固たる理念を旗印に若者を集約す

るリーダーの存在は大きい。こうした行動

力が時代を耕すのだろう。

切って継いで見える景色
髙橋利郎（大東文化大学教授）

アーティスト彦坂尚嘉の講演 

『切断芸術という手法と、思考と、出現する現象』

美術評論家：矢田滋 

『芸術とデザインの遺伝子組み替え反対という主張』

6月30日（金）14時00分～16時00分
ギャラリーA
60名
リーダーの彦坂尚嘉が、たとえば｢切断すると《芸術》になる。
しかしそれは芸術ではないものを切断したときで、芸術作
品を切断するとデザインになります｣と基本を話しました。
展開の話としては、｢模様は、原理的繰り返していて、切断が
できない。模様を切っても《芸術》になりません｣と、まとめ
ました。

7月1日（土）14時00分～15時30分
ギャラリーA
30名
矢田滋が、｢東京都現代美術館の2007-2008年に開かれた
『SPACE FOR YOUR FUTURE』展の中で長谷川祐子氏に
よって主張された『芸術とデザインの遺伝子組み換え』に反
対する講演｣を行いました。グローバリゼーションの終焉を
象徴する講演でした。

日時：
場所：
参加者数：
内容：

日時：
場所：
参加者数：
内容：

西山雪包《精霊の名において》

ヴァンだ一成
（左）《切断芸術（父・母・子）》
（右）《切断芸術（絵本『かちかち山』）》

*

*
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エピクロスの空き地
A space for  'encounter'

このグループは今回の公募を契機に成立しました。

展示を見て「感じる」だけでなく、更に「考える」

場にできないか を目的として、作品からメンバー

を選び、参加していただきました。

準備期間に数回の講義を行うことで 思考の空間と

し、展示においてはその「偶然性」をいかに出現

させるかを目指しました。

・
会期

2017年6月25日（日）̶ 7月6日（木）/11日間
・
入場者数

2,441名
・
会場

ギャラリーB
・
グループ名

エピクロスの空き地
グループの公式サイト：http://mniizeki.wixsite.com/epicurus

・
出品作家

相澤秀人/秋本将人/秋廣誠/三輪洸旗/
小塚康成/永瀬恭一/新関淳

秋本将人《窓と取っ手のあるパネル》

3938 エピクロスの空き地



グループによる展覧会紹介

　全ては、初期条件によって決定されて

いるのでしょうか。

　古代ギリシヤの哲学者 エピクロス（紀

元前341年 -紀元前270年）は、原子はた

だ平行に落ちるのではなく「逸れ」が生

まれることを見出しました。これによって、

物事の初期状態から想定もされなかった

出来事が生成されるのです。

　今回の展示企画において試みたいのは、

初期条件によって決定され目的に向かっ

て方向づけられるような環境を、斜めに

変更する契機の探求です。

　量子的・確率的であること。可塑的で

あること。身動きのとれない、固定的な

構造ではなく、関係性のパスワークが可

能な隙間を作ること。作品を、間をもっ

て置き、ある場所を「空き地」のような

何かが生まれる状態にすること。

　思考の空間においても、展示までに数

回の講義イベントを行い、 それを通して

ディスカッションを重ねつつ、グループ

としての興味の方向性を探りながら、当

初の予定された方向性とは異なった方へ

と変化することをためらわず、偶発的な

出会いを得ることを目指しました。

　いかにして、準備されない偶然性を生

み出すか。個である作品は、他との関係

を空間の中で生み出せるか。それにはな

にが必要だろうか。

　そんなことを感じながら、「空き地」を

準備してきました。

秋廣誠《赤目強調機能#3》

秋廣誠《飛翔する芝刈刃のためのスタディー》

秋本将人（左手前）《サント＝ヴィクトワール山̶バ
ナナ・クリーム・カラーとブルーベリー・クリーム・
カラー、お皿いっぱいのコンポジション》
（中央）《休息》

新関淳《もしそれが、距離の遠きがゆえに、大き
さを失っているのであれば（1）》

秋廣誠《untitled》

撮影：新関淳
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小塚康成《Untitled》

（奥）永瀬恭一《窓、庭樹、リンゴ、テーブル》他　 （右手前）秋本将人《キャンディ・ボールズ（シリーズ）》

三輪洸旗《黄のチューリップ》 新関淳
《すでに起こったことを 起こらない昔に返すことはできない》

秋廣誠《untitled》

（手前）相澤秀人《Geometry of liquid》

相澤秀人《空の重さ》

相澤秀人《Troubling travel》
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　正直言って、入りにくい入り口だった。

会場のギャラリーBはいきなり高い壁で塞

がれていて、狭くて暗い通路を通らなけれ

ば会場には入れない。表示の看板や出品目

録の置かれている台は僅かに照明が当てら

れているが、やはり暗い。導入部を経て明

るい会場を見渡しても、キャプションがな

く、見る順番もよく分からない。メンバー

の一人が入り口で帰る人の割合を調べたら、

約3分の1は見ないで引き返したらしい。

　しかし、実はこの入り難さは意図的であ

り、むしろ展示のコンセプトにかかわるの

である。短い時間で効率的に展覧会の情報

だけを知りたい観客は、見なくてもかまわ

ない。メンバーは「経済的・社会的役割や

成果に従わされる環境とは全く異なる場所」

を求めて、作品と展覧会を作っているからだ。

　だが、もっと知りたいと思った鑑賞者に

は道が開かれている。印刷された出品目録

は図版つきで、会場図面と共に作家ごとに

丁寧に追っていけば、どれが誰の何という

作品で、素材が何かということまで確認で

きる。これまでの作品を知らない鑑賞者で

も、会場が実に複雑に構成され、7人の作

家の世界がギャラリーの中で入り組んで関

係しあっていることが分かる。各作家の作

品相互の「関係性のパスワークが可能な隙

間を作」っていること、しかも数え切れな

い隙間（空間の解読可能性）をつくってい

ることが段々に理解できてくる。

　相澤秀人と秋本将人のオブジェは、ギャ

ラリースペースと直接関係している。秋

本の「休息」と「抱擁」そして相澤の

「Acrobatic」と「Aerobatic」は文字通り

壁面と関係し、秋本の「アトラース」と相

澤の「Tettui」は床面と直接に関わりなが

ら連関している。彼らの色彩は抑制的では

あるが、響きあいつつ空間に絶妙のバラン

スを取っている。秋廣誠、三輪洸旗、新関

淳は、ギャラリーの片隅、柱、壁面そして

天井などに介入しながら、重力や距離感や

大きさの感覚を揺さぶっている。秋廣の一

輪車や芝刈り機は飛翔し、三輪の小さな風

景画は巨大な景観を内包している。木製の

彩色チューリップは平面と立体を媒介する。

そしてギャラリーを斜めに横断して置かれ

ている新関の太陽と地球のホログラムによ

る距離と大きさのシミュレーションは、こ

の空間全体の大きさを我々の想像力の中で

無限の宇宙へと拡大させているのである。

永瀬恭一と小塚康成は、絵画への次元を開

いている。永瀬は画集の図版と日常を等価

にした写実によって現代生活への窓を示唆

し、小塚は人骨を思わせる伸びやかなドロー

イングでダイナミックな動感を喚起する。

永瀬の点描は、秋本の「キャンディ・ボー

ルズ」とも色彩的に関連する。

　記述すればきりがないが、これらに限ら

ず彼らの7人の作品はお互いに意味や形体

や色彩で空間を奪い合い、干渉しあってい

る。その領域配分はおそらく鑑賞者の解釈

によって違うだろう。それは勝ち負けでは

なく、関係性のパスワーク（味方同士でパ

スを送り合うこと）なのである。この「空

き地」の心地よさは、鑑賞者がまた、それ

を自由に解釈可能なことにある。

「エピクロスの空き地」を見て̶関係性のパスワーク
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）

※括弧内の文章はグループ制作のチラシから引用しました。

「エピクロスの空き地」展に関連する連続講義 

ルイ・アルチュセール「偶然性唯物論」哲学者 市田良彦氏による講義
2016年11月6日（日）14時00分～16時00分
ART TRACE GALLERY
35名

因果反転を可能とする地平　理学者 郡司ペギオ幸夫氏による講義
2017年3月31日（金）18時30分～20時30分
3331 Arts Chiyoda　B105 マルチスペース
35名

事物の動態／事象の束：クラウスからスタインバーグへ　美術批評家 沢山遼氏による講義
2017年1月27日（金）18時30分～20時00分
東京都美術館スタジオ

40名

自然について ― ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
作曲家・ピアノ奏者 高橋悠治氏　哲学・現代芸術 三松幸雄氏による講義・対話・問答
2017年7月1日（土）14時00分～16時00分
東京都美術館スタジオ
のべ50名

4回の講義を開催。詳しくは HPイベント欄を。最終回はエ
ピクロスの逸れ（クリナメン）への講義や、高橋氏の曲を聴き、
その印象への対話、また作家からの問答が行われ、ここでも
新しい「出会い」がありました。

(http://mniizeki.wixsite.com/epicurus/event)

タイトル：
日時：
場所：
参加者数：

タイトル：
日時：
場所：
参加者数：

タイトル：
日時：
場所：
参加者数：

タイトル：

日時：
場所：
参加者数：
内容：

*
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・
会期

2017年6月25日（日）̶ 7月6日（木）
/11日間
・
入場者数

5,303名
・
会場

ギャラリーC
・
グループ名

突然、目の前がひらけて制作委員会
グループの公式サイト：
https://www.facebook.com/1290638621025115/

・
出品作家

市川明子/土屋美智子/鄭梨愛/
灰原千晶/李晶玉
運営協力：小林公平
・
助成：公益財団法人 野村財団、
　　  公益財団法人 朝日新聞文化財団
協力：キヤノン株式会社、足立区生物園

境界を跨ぐと、
To the other side of the boundaries,

2015年、武蔵美×朝鮮大「突然、目の前が

ひらけて」（武蔵野美術大学FAL 及び朝鮮大

学校美術棟1 階で開催）を主催した制作委員

会メンバー兼出展者で構成されています。武

蔵野美術大学と朝鮮大学校は塀一枚を隔てた

隣り合う位置関係にありながらも長年表立っ

た交流がなかったことから、私たちを隔てて

いる壁（塀）とは何であるのかを対話を通し

て見つめ直し、作品を制作・発表しました。
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グループによる展覧会紹介

　対話の中で、双方の立場を明確にし、

違いをあえて強調する壁の存在は、一方

では自身を守るための壁であったにも関

わらず、しばしば「私」の足元をぐらつ

かせました。「私」はいま誰の言葉を話し、

相手は「私」をどのように捉えて言葉に

しているのか。突然、目の前がひらけて

境界を跨ぐと、それぞれが見た風景はまっ

たく別のものでした。個々の作家が前回

の展覧会で持ち帰ったテーマを、制作を

通して思考します。

鄭梨愛
《ある所のある時におけるある一人の話と語り聞かせ―。》

市川明子《彼は私の恋人であるらしい》〔部分〕

土屋美智子
《境界を跨ぐと、アンケート》

李晶玉（左）《Eden》　（右）《Eden-Background》

李晶玉
（左）《Given》
（右）《Given-Background》

灰原千晶《空っぽの巌
いわお

》
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李晶玉

土屋美智子《昨日以前と明日以降の距離》

灰原千晶
《It Protects Me and Isolates Me》〔部分〕鄭梨愛《忘れられた パンソリ（語り唄）》

李晶玉《群像図》

灰原千晶《It Protects Me and Isolates Me》土屋美智子《金が燃えた日》
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　世の中には、「境界」が腐るほど存在し

ている。国境があり、人種や民族や宗教の

テリトリーがあり、都市と地方には格差的

ゾーンがあり、自己と他者との壁がある。

その境界をめぐる情況は、今ますます悪く

なっている。だから、私達は見えない形で

世界の内部に潜伏した暗い記憶の行方に目

を凝らさなければならない、といったのは

アンゼルム・キーファーだったろうか。

　隣接しながら物理的な「壁」で隔てられ

てきた朝鮮大学と武蔵野美術大学に関係す

るアーティストたちによるここ数年の交流

プロジェクトは、彼我ふたつの国の間に横

たわる暗澹とした歴史や記憶に向き合うた

めに、その壁にまずは橋を架け、互いの存

在を認めることの意義をゆるやかに、だが

刺激的に我々にむかって開いてくれるもの

だ。

　それは例えば、鄭梨愛や灰原千晶による

戦争に蹂躙された経験や生の営みや匂いを

引き寄せた作品や、李晶玉や市川明子によ

る特殊なヴィジョンを感じさせる作品が、

本当の意味でのテリトリーが国や民族や宗

教にかぎらず、もっと複雑に存在するとい

うことを個別に拾い集めていて、とても見

逃せない豊かな内容を含んでいた。

　あるいはまた、土屋美智子による日常的

な知覚と認識の枠組をどこかで狂わせられ

てしまうような映像作品は、歴史認識をめ

ぐる閉塞的な現代のヴィジョンをむしろあっ

けらかんと投げ出したところにヒューマニ

ティを感じさせるものがあった。

　五人の作品とも、女性的な視覚による制

作がしばしばそうであるように、ある種の

甘やかさを排除するために乾いた描写は

淡々とクールで、だが、ざらついた印象は

なかった。それは、彼女たちがきわめて個

人的な回路から掘り進んでいった作品が、

根源的な「境界」に触れようとしているた

めだろう。

　だから、展覧会総体として見れば、様々

な「境界」の在り方が柔らかな皮膜のよう

にゆらめいていた。それが仮に錯覚であっ

たにしても、彼女たちの制作姿勢は「壁」

を跨いでみた当事者としての実感や経験を

独りよがりの造形に陥らないよう努めてい

たことが、しんしんと伝わってくるものだっ

た。だから、彼女たちが意識的に「不穏な

時代」を表現しようとしているわけではな

いのに、現代の感性によって喚起される不

定形のヴィジョンを連想させるのだ。

　彼女たちの作品の前で感じた「境界」が

あるとしたら、それは観る者のそれぞれの

歴史観を問いただす装置として、展覧会が

機能していた証でもある。そして、「あな

ただったらその境界をどうするか？」と、

問いかける。「分断」していた壁を「横断」

した彼女たちの作品が作りだした展覧会と

いう「場」は、観る者と作品が共振してつ

くり出す新たなヴィジョンのための「緩衝

地帯」だったように思う。そして、物理的

な「壁」のイメージに限定された私たちの

「境界」への想像力を美術的・哲学的に広

げる、刺激的な展覧会でもあった。　

境界を跨いだ後の境界について
野地耕一郎（泉屋博古館分館長）

ゲストによるトーク（ゲスト：会田誠）

アーティストによるトーク

6月30日（金）18時00分～19時30分
ギャラリーC
88名
現代美術家である会田誠氏を招き、展覧会の出展作品の話
を中心に、作品の題材や作家性について対談しました。（登
壇者：ゲスト 会田誠氏、市川明子、鄭梨愛、土屋美智子、灰原
千晶、李晶玉）

7月2日（日）14時00分～15時30分
ギャラリーC
62名
出展作品や前回展から自身が考えていたことについて、出
展作家が互いに質問を交えながら話しました。（登壇者：市
川明子、鄭梨愛、土屋美智子、灰原千晶、李晶玉）

日時：
場所：
参加者数：
内容：

日時：
場所：
参加者数：
内容：

*

*
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マンダ・ビルバリが見せてくれたアートパ

フォーマンスもその展示空間の中に溶け込

んでいて、人間も自然の一部であるという

印象を見る者にさりげなく与えていた。「新

章風景#2―現代における風景写真の在り

方―」（新章風景　ギャラリーC）は、現

代における風景写真の可能性を9人の多様

な作品で問いかけていた。いわゆる自然の

景色だけでなく、都市の断面、張り紙、手

や腕のスナップ、ポリ容器、交差点、テク

スチャー、色紐など、一見風景とは言いが

たい写真がパネル、額、ターポリン幕、襖、

木箱、トランプなど様々な形式で展示され

ていた。私たちはそれを見て、自分たちが

実際にはこうした事物やイメージに囲まれ

て日常を生きていることに改めて気付かさ

れるのである。

　問題意識を持って時代に切り込み、様々

な社会的関心を呼んだのは次の2つだろ

う。「境界を跨ぐと、」（突然、目の前がひ

らけて制作委員会　ギャラリーC）は、小

平市小川町に隣同士にキャンパスが在る武

蔵野美術大学と朝鮮大学校美術科の学生有

志がグループを結成して開催した展覧会で

ある。絵画、彫刻、映像、写真、インスタ

レーションがゾーン分けされながらもお互

いに介入しあって展示されていた。異なる

国と文化の違いよりも、むしろ歴史と社会

と現代の受け取り方には共通点が目立ち、

これから作家としてどう自己と社会を表現

していくべきなのかという真摯な問いが随

所に感じられた。「切断芸術運動というシ

ミュレーション・アート展」（切断芸術運

動　ギャラリーA）は、今や伝説的ともい

える現代美術家彦坂尚嘉を中心に、彼が主

催する「芸術分析塾ラカン」塾生など18

名の作家が巨大なギャラリーAの壁面、床

面、そして仮設壁や彫刻台も多数使用し

て、絵画、版画、写真、彫刻、オブジェ、

レリーフ、映像などを所狭しと並べて、混

沌とした空間を作り上げていた。「切断」

の概念は、彦坂尚嘉の社会と時代に対する

認識に基づいていて、方法論は単純だが長

年にわたる芸術と文明に関する思考が織り

込まれていて、ある種の含蓄と奥深さが

あった。

　6つの展覧会を振り返って感じるのは、

それぞれのグループが感じている「現代」

のリアリティが各々異なっている、その切

り口の複雑さである。6つの多様な現代が、

ここに展覧会という形で私たちにその姿を

見せてくれている。そこでは、個々の作品

が結びついて美しい空間を見せている。そ

の美しさの基盤は、各作家の無償の努力と

協力と情熱の中にしかないだろうと改めて

思った次第である。

「第6回 都美セレクション グループ展」について
―6つの多様な現代
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）

　「都美セレクション グループ展」は、前

川國男が設計した当館の独特な展示空間だ

からこそ可能となる斬新な企画と表現に挑

むグループを広く募り、2次に渡る審査を

経たうえで、開催する展覧会である。東京

都美術館が新しい発想によるアートの作り

手の支援を目的として、2012年のリニュー

アル以来毎年実施してきた。これまでに開

催したグループ展は、5年間で総計37展覧

会に及んでいる。6年目となる2017年の

第6回展には、計21グループの応募があっ

た。厳密な審査を経て選ばれた6つのグルー

プは、約1年にわたる準備期間の中で何度

も担当学芸員とのミーティングを重ねた。

施設、備品、広報、運営面など、細かな部

分に至るまで作家と学芸員が報告、相談、

協議し、様々な工夫を凝らして、それぞれ

独自のグループ展がようやく実現した。今

年は特に、個性のはっきりした展覧会が多

かったように思う。

　知的なアプローチと美的な空間の組み立

てが際立っていたのは、「海のプロセス」

と「エピクロスの空き地」だった。その展

示には、驚くべき完成度と質の高さがあっ

た。展示と照明には細部に至るまでのこだ

わりがあったし、個々の作品を超えた全体

の統一感と相互の関係性が浮かび上がって

きた。「海のプロセス―言葉をめぐる

地
アトラス

図」（エステティック・ライフ＋　ギャラ

リーB）は僅か4人の作家による映像、写

真、オブジェ、紙片のシンプルな構成の展

示だったが、1点1点の作品に完成度と緊

張感があり、空間に美しく静謐な雰囲気が

漂っていた。とくに福田尚代の《エンドロー

ル》は、死者の言葉が古い展示ケースの中

から幽かなつぶやきとして聞こえてくるよ

うな静かな存在感があった。「エピクロス

の空き地」（エピクロスの空き地　ギャラ

リーB）では、7人の作家の60点を超える

作品がほぼ正方形のギャラリーの中に考え

抜かれた構成で展示されていた。作家ごと

にゾーンを作るのではなく、一つ一つの作

品が他の作家の作品と床、壁、柱がつくる

空間を通して複雑に関係しあっている。そ

の関係（スペース）が「空き地」として、

鑑賞する人に自由な解釈を促しているので

ある。

　自然と精神の共鳴を喚起して、広がりの

ある空間が印象的だったのは「精神の〈北〉

へ」と「新章風景」である。「精神の〈北〉

へ―かすかな共振をとらえて」（精神の〈北〉

へvol.7　ギャラリーA）は、丸山常生の

巨大な塔と丸山芳子の石膏によるインスタ

レーションを中心に、自然との精神的交感

を感じさせる写真、ドローイング、彫刻、

映像、オブジェが配置され、いくぶん暗い

船底のようなギャラリーAの空間に神秘的

な雰囲気を醸し出していた。丸山常生とア

54 55「第6回都美セレクション グループ展」について



展覧会実績

主な掲載記事

第6回  都美セレクション  グループ展
Group Show of Contemporary Artists 2017

会期： 2017年6月9日（金）̶ 6月18日（日）、

　　　　　　　  6月25日（日）̶ 7月6日（木）
会場： 東京都美術館　ギャラリーA、B、C
主催： 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

全会期日数：63日間（のべ）
総入場者数：25,976人

公募期間： 2016年3月31日－6月17日
応募件数： 21件
審査委員： 大谷省吾（東京国立近代美術館美術課長）

 髙橋利郎（大東文化大学教授）

 南 雄介（愛知県美術館館長）

 野地耕一郎（泉屋博古館分館長）

 山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）

担当： 大和田優、平方正昭、田村麗恵（東京都美術館学芸員）

山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）

「都美セレクション グループ展－新しい発想による6つの展覧会」『うえの』　上野のれん会　2017年6月1日

「美術家写真家 飯塚純さん　作風新たに意欲作出品」『上越タイムス』　2017年6月16日朝刊

丸山ひかり「作品で問いかけ合う　武蔵野美大・朝鮮大学校学生ら」『朝日新聞』　2017年7月4日夕刊

「にいがたの気鋭　写真家・美術家　飯塚純　「記憶」すくいあげ形に」『新潟日報』　2017年7月21日朝刊

「対話を踏まえさらに進めた問題意識」『ギャラリー』　ギャラリーステーション　2017年8月1日

・

会期

2017年6月9日（金）̶ 6月18日（日）、 6月25日（日）̶ 7月6日（木）

・

会場

東京都美術館　ギャラリーA、B、C

・

主催

東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、

各展覧会の実施グループ

第6回  都美セレクション  グループ展

Group 

Show

of

Contemporary

Artists

2017

第6回 都美セレクション グループ展　記録集

・

・

編集

東京都美術館　大和田優、平方正昭、田村麗恵

・

写真撮影

ただ（ゆかい）（*印および特に明記のある写真を除く全て）

・

デザイン

佐伯亮介

・

印刷

株式会社サンエムカラー

・

発行

東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

〒110-0007　東京都台東区上野公園8-36

Tel.03-3823-6921

・

発行日

2018年3月2日

・

©2018 Tokyo Metropolitan Art Museum

Printed in Japan

56 展覧会実績




