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水戸部七絵

3 ＝「クロッキー」 2013

荻野僚介
油彩 50×36cm

豊嶋康子

4 ＝「バネッサ・パラディ」 2013 油彩 194×162cm

1＝「面積」 2013 紙 可変

5 ＝「ミラ・ジョボビッチ」 2013 油彩 可変

今回の私の作品タイトルは
「面積」である。
【掲示】
というタイトルを受けた条件反射
だ。私が強く意識することは概念的にも現
実的にも、どこからどの部分を私が占めて
よいのかどうかという許可／規制である。
（掲示）
今回は展示
作業が「許された」領域

が
「掲示板」であるという明確な前提だ。

「作品を展示／掲示することについて」

2 ＝「F6×4」 2013 アクリル絵具、紙 112.8×55.5cm

やって」
と言われたら、なにかやらねばならぬのが表
現者というものだ。この展示も無論例外ではない。私

掲示／展示

作品の展示は世界の開示である。

の描く作品はオーソドックスな油絵だが、形式やカテ

絵画の鑑賞において、鑑賞者の視点は一定の箇所にとどまっていることはな

土屋貴哉

ゴライズ化に囚われることを避けながら、自由で原始

い。立っていても座っていても、身体は心臓の脈動、呼吸のリズムで常に揺れ

7 ＝「ソースコードは5度かしげる」 2013 コピー紙、レーザープリント A4×2枚

的な体験を提案したいと思ってやっている。何もない

学校生活から離れた私たちには、或いは、

のように一致したりずれたり広がったり縮

町内会に属していないあなた方には縁がない言葉である。

有り様を作りたい。

末永史尚

無人島に行ってきた。こんな何もないところで
「なにか

掲示とは何か。

ところに花を添えるのが芸術なら、大切なのはその
存在が少しでもどこかの、だれかの、なにか、になる

掲示は板と一緒じゃないとだめなのです掲示板。

ということではないか。そこに技法的な完成度や手法

掲示板以外に掲示という言葉は使われない。

的な秩序は、本質としては必要とされない。

「掲示しといて」
とは言わない。

今井俊介

1

荻野僚介

掲示板の面積と私の作品の
「面積」がど
んだり、また面が重なったりするか。その

豊嶋康子

WC

6 ＝「掲示」 2012-2013 紙、インクジェット 可変

ている。身体の一部である目も常に動き、まばたきによって視線は分断される。
かしこい脳はその揺れや途切れを安定した像に補正するが、その過程で物体と

「掲示」
とは、人に伝えるべき事柄を、紙に書くなどして掲げ示すこと。また、その示された文書。つまり、

しての距離を把握してしまう。

掲げ示す「行為」
を表すと同時に、その行為のために用いられた「文書」そのものを指すことでもあるとい

上記を捨象しても、周りに何もない、立って見る位置に掛けてある絵画は5分以

う少し特殊な言葉です。今回わたしは、この「掲示」
という言葉の意味に忠実に従い作品を制作しようと

上同じ位置から眺めることすらそもそも難しい。立ち続け、同じ姿勢を保持す

思いました。つまり、文書を掲示板に張るという
「行為」
と、張られた「文書」の内容が互いに関係性を持っ

るのは人の身体にとって不自然なのだ。よって絵画作品の鑑賞は多くの場合、

ているということであり、そのような状態を引き起こすソースコードを記述し掲げ示しました。

近づいたり離れたり、横から覗きこんだりを繰り返していることの方が多い。

「貼っといて」
である。

事程左様に、絵画は心のなかに思い描くイメージのように理念的に存在してい

＊
掲示＝掲げて示す

ものではなく、図版のように見渡せるものでもなく、鑑賞者が様々な視点から

今井俊介

経験した作品視覚の集積としてあるものである。

8 ＝「untitled」 2013 オフセットプリント 22×23×4.5cm

展示室の中に立って正対して見えるように絵画を展示する方式は美術館で大

10＝「untitled」 2013 オフセットプリント 32.5×18×6.5cm

勢の鑑賞者になるべく等しく同じような鑑賞体験ができるようにつくられたもの、

11＝「untitled」 2013 アクリル絵具、キャンパス 30×24cm

9 ＝「untitled」 2013 オフセットプリント 35×36×5.5cm

素敵である。
掲げるという時点で血が沸くってもんだ。
そして、示す。

なのであろう。

もう、気分は旗めている。色めいている。

ギャラリーでの展示も、多くはこれに倣っているのだが、大勢が押しかけるわけ

決起だ、革命だ、レボリューションだ。

12＝「untitled」 2013 オフセットプリント 35×21×8.5cm

でもない規模のギャラリー展示でこれを選ばねばならぬ理由は特にない。その

壁に絵を飾るというのと壁にポスターを貼るというのは感覚的には同じようなものだなと思う。ビジュ

作品がもっともよく見える場所は床かも知れないし、天井かも知れない。した

アル面が強い。掲示板にポスターを貼るとなるとどうだろう。そうなると情報を告知するという機能が強

がって私が展示の際に留意するのは、正対せねばならないという前提を外して

くなる。では絵を廊下の掲示板に飾るとどうなるのだろう？ たぶん違和感ないと思う。あー、絵だなっ

相応しい場所を探し、鑑賞者と作品との良い出会いを作ること、となる。

て。でもポスターから情報を読み取るように絵からも情報を読み取ってみたらいいんじゃないかな。
まあ当たり前のことなんだけど。

例外点としてのホワイト・キューブ

［美術批評］
勝俣涼

観者の目線に配慮した高さに、適度な間隔をおいて並べられた、白い壁面上の絵画。

化」）
」
、「作品の出来事化」
にあるのだと述べている■ 2。

代および60年代の
「ネオ・アヴァンギャルド」
を後者にかかわる批評的アプローチとして区

するに、美術の制度に対する批評を―もたらした」■ 6。たとえばビュレンによる、地下

「ホワイト・キューブ」
的空間によって支えられるこの展示モデルが、作
1930年代に成立した

『インスタレーション・アート』
の中でクレア・ビショップもまた、
《プロウンの空間》の運動

別している。フォスターによれば、アレクサンドル・ロトチェンコが三原色による三枚のモノ

鉄駅の掲示板にストライプのポスターを貼る行為は、オフ・ミュージアム的手続きの一例

品をその外在的なコンテクストから切り離し、絵画の内的な自律化に与するものであるこ

喚起的な作用を強調しつつ、それを直接-無媒介的に身体を働かせる現象学的作品と

クローム絵画を1921年に展示し、再現＝表象を退けたとき、それが明示するのは絵

であったといえるだろう。そこに現前するフォーマットは、絵画が一直線に整列するホワイ

とは、
よく知られている。こうした性格ゆえにホワイト・キューブはこれまでにもしばしば批

して、ミニマリズムに先駆けるものであると論じている。「リシツキーにとって、ニュートラル

画の
「慣習性」
であり、「美術の制度にかんして示されている明確なものは何もない」 。

ト・キューブ的な壁面ではなく、ポスターが他の雑多な情報と並置され、あるいは掲示

判的検証を受けてきたし、私たちの多くがそうした批判的言説について多かれ少なかれ

な支持体としての壁面は、それ自体コンポジションにおける生き生きとした構成要素と

（1917）
またマルセル・デュシャンの
《泉》
が明示するものもまた、ある特定の時間と場所

物同士のコラージュ的な積層関係が登録される支持平面である。

認知しているとはいえ、
それは現在なお展示空間のスタンダードとして通用しているだろう。

■4

して動員されるべきなのだ」
と記しながら、しかし、ビショップはある但し書きを加えてい

における美術の
「慣習的」境界だとされている。「展示のために作られるものとしての絵

このような批判的手続きにもかかわらず、絵画がホワイト・キューブの壁面に掛けられ

試みに、ホワイト・キューブをめぐる歴史的経緯に着目するなら、その成立期において

る。というのも、彼女によれば、リシツキーの仕事が
「ホワイト・ギャラリーの不毛さ」
に抗

（それはそこで、完成されさえするか
画の近代的ステータスは、モノクロームによって維持され

ることで付加価値を外来的に与えられる状況は、なお少なくないだろう。この展示空

は同時に、「非」
ホワイト・キューブ的な展示デザインが存在していた。たとえば田中正之

う無数の身振りを予示するものである一方で、彼は後の芸術家たちとは異なり、「制

もしれない）
、美術館とギャラリーの結びつきは、レディメイドによって損なわれることのな

間によって支えられる作品の
「美的自律」
や
「純粋視覚性」
というモダニズム的理想、あ

（1890-1941）
は、ロシアの建築家、画家、グラフィック・デザイナーであるエル・リシツキー

度的空間のイデオロギーを標的としているわけではない」■ 3。芸術を支える
「制度」
とし

いままである」
のだと、フォスターはいう■ 5。作品それ自体のレベルで焦点化されていた

るいはその白い壁面上に整然とディスプレイされることにより得られる、商品としての魅

によって設計された展示空間を、非ホワイト・キューブ的試みの顕著な例として挙げてい

てのホワイト・キューブという概念に対する批判的身構えが、ホワイト・キューブそれ自体が

のはあくまで、慣習的に定められる媒体の形式的枠組みであったということだろう。

力的な外観といったものが、擬装的に演出されたものであることはすでに
「知られてい

■1

る

。たとえばリシツキーは、作品を上下に二段掛けにし、可動式のスライディング・パネ

一般化していない時代において成立しえないのは当然だろう。

これに対し、ホワイト・キューブがそこに含まれるだろう、美術をめぐる諸
「制度」
を批判

る」
かもしれない。しかし、にもかかわらず、
ホワイト・キューブが絵画にとってなおスタンダー

（正確には、1950年代における
「第一の」
的に吟味し暴いたのは、「ネオ・アヴァンギャルド」

ドであり続けているのだとすれば、それは私たちにとって外来的で統制の及ばない、
繰り返し到来する法のような地位に就いているものだとさえいえないだろうか。

ルによってどちらか一方が隠されるような仕組みを開発した。絵画がぎっしりと壁面を覆

では
「制度」
としてのホワイト・キューブ、制度批評的対象としてのそれが前景化した時

い尽くすサロン的な展示形式が回避され、目に触れる作品が限定されるのみならず、そ

期を見定めることは可能だろうか。作品が観者の身体―知覚的運動を要請する点

ネオ・アヴァンギャルドとは区別される、1960年代に登場した
「第二の」
それ）
のアーティストだっ

こには作品を見るためにパネルを動かし、身体運動を行使する行動的な観者の形姿

に限れば、リシツキーの仕事がミニマリズムの先駆的性格をもつことはすでに確認した。

た。その端緒となったミニマリズムは一般的に、観者が作品を周回する運動にともなっ

があった。あるいは、対比的なフォルムの構成や斜線を基礎として成立するリシツキーの

ロシア構成主義とミニマリズムとは、およそ50年という時間によって隔てられているが、

て、そのつどの知覚的な現われが関数的に組み替えられてゆく、という現象学的地平

（1923）
動態的な絵画を、三次元の空間として展開したものといえる
《プロウンの空間》

この二つの時期における前衛美術の関係を、
「歴史的アヴァンギャルド」
と
「ネオ・アヴァン

を切り開いたとされている。フォスターによれば、
「知覚にかんする分析として、ミニマリズ

は、観者の行動とともに生起する
「出来事」
としての地位を、作品に与えることとなった。

ギャルド」
という概念によって素描したのは、
『リアルなものの回帰』
のハル・フォスターだっ

（マイケル・アッシャーの
ムは認識の諸条件をめぐるさらなる分析を準備した。このことは、

田中はリシツキーによる空間設計や絵本に言及しつつ、その仕事の要点は
「鑑賞者の

た。フォスターは
「美的な慣習」
と
「美術の制度」
とは切り離せないが同じものではないと

作品におけるように）
（ダニエル・ビュレンにおけるように）
美術の空間に対する、
その展覧会

（行動する鑑賞者）
（
「芸術と生との融合」
あるいは
「芸術鑑賞の労働
能動化
」
、「生の組織化

し、1910年代および20年代の
「歴史的アヴァンギャルド」
を前者にかかわる、1950年

（ハンス・ハーケにおけるように）
の慣習に対する、
その商品的地位に対する批評を―要

■ 1 ＝以下、
リシツキーの展示デザインにおける非ホワイト・キューブ的性格について論じたものとして、次を参

照。田中正之
「エル・リシツキー、抽象美術、展示空間― 非ホワイト・キューブ的展示デザインの試みをめぐ
って―」
『
、美史研ジャーナル9』
、武蔵野美術大学美学美術史研究室、2013年。

66頁。
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