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金沢21世紀美術館 展示室7〜12、14、レクチャーホールほか会　　場

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

2013年4月27日（土） → 9月1日（日）　

開場時間 / 10時〜18時 （金・土曜日は20時まで） チケットの販売は閉場30分前まで

休 場 日  / 祝日を除く毎週月曜日（8月12日は開場）、5月7日、7月16日

ルイーズ・ブルジョワ（アメリカ／フランス）、長新太（日本）、ナタリー・ユールベリ＆ハンス・ベリ（スウェーデン）、加藤泉（日

本）、草間彌生（日本）、アナ・メンディエータ（アメリカ／キューバ）、中川幸夫（日本）、サスキア・オルドウォーバース（英国／オ

ランダ）、オル太（日本）、ピピロッティ・リスト（スイス）、志賀理江子（日本）、ビル・ヴィオラ（アメリカ）、渡辺菊眞（日本）

出品作家

料　　金

主　　催

協　　賛

読売新聞社、美術館連絡協議会共　催

金沢21世紀美術館　TEL 076-220-2800お問い合わせ

NECディスプレイソリューションズ、日本航空、株式会社クニ・ケミカル、金沢湯涌創作の森協　　力

在大阪・神戸オランダ王国総領事館、ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン

会　　期

内臓感覚̶遠クテ近イ生ノ声展覧会名

◎ 本展観覧券

一般1,000円（800円） / 大学生800円（600円） / 小中高生400円（300円）/ 65歳以上の方800円

◎ 本展と「フィオナ・タン」「アルフレド＆イザベル・アキリザン」展（ともに8月3日〜）との共通観覧券

一般1,700円（1,400円） / 大学生1,400円（1,100円） / 小中高生700円（600円）/ 65歳以上の方1,400円
※（　）内は団体料金（20名以上）及び前売りチケット料金

前売りチケット： チケットぴあ tel.0570-02-9999 （Pコード［本展観覧券］ 765-618、［共通観覧券］ 765-620）

ローソンチケット tel.0570-000-777 （Lコード［本展観覧券］ 52448、［共通観覧券］ 52449）

販売期間：3月27日より9月1日まで　※共通観覧券の販売期間は7月3日より9月1日まで

※姓のアルファ
　ベット順

※会期は前半（4月27日〜6月30日）、後半（7月2日〜9月1日）に分かれ
　一部の展示作品が入れ替わります。



内臓は太古からの生命の記憶・リズムが封入された器官と解剖学者の三木成夫（1925-87）は説き、我々の

行動や感覚、こころの働きに及ぶ鋭い考察によって各方面に大きな影響を与えました。本展はこの視点に

学びつつ、人間の諸感覚の中でもより原始的・根源的な「内臓感覚」を手がかりに、その内なる感覚に響き、

語りかけ、新たな知覚の目覚めにつながる現代の表現を巡っていく試みです。

本展で取り上げる国内外13組の作家−ルイーズ・ブルジョワ、長新太、ナタリー・ユールベリ＆ハンス・ベリ、

加藤泉、草間彌生、アナ・メンディエータ、中川幸夫、サスキア・オルドウォーバース、オル太、ピピロッティ・リ

スト、志賀理江子、ビル・ヴィオラ、渡辺菊眞−は、絵画や彫刻、写真、映像、絵本、建築、インスタレーション、パ

フォーマンスなどの作品において、原初的な身体性と絡む感覚や意識、情動、あるいは身体の内軸である内臓

と密やかに共鳴する自然の生命記憶を意識的／無意識的に捉え、作品において浮かび上がらせてきました。

2011年の東日本大震災および原子力発電所事故以降、放射能への我々の漠然とした不安、不快感に代表さ

れるように、自然環境や社会経済システムの綻びや不安が現実となる今、個々の体の内部は何を感じ、何を

発しているのでしょうか。本展において、来場者と作品との出会いの瞬間に生じ、交錯するであろう、あら

ゆる感覚や反応を手がかりとして、今に生きる我々が、自分と自分以外の存在の「遠くて近い生の声」に耳

を澄まし、感じ、考える場となることを願います。

（金沢21世紀美術館キュレーター　吉岡恵美子）

展覧会について

「内臓感覚」を問い直し、不安な現代を生きる人間にとっての
新たな身体・生命イメージを探り、提案

「内臓感覚」というキーコンセプトのもと、人間の根源的な「生の声」、「生の記憶」と表現の世界とをつなぎ、

我々が抱く生命観、価値観を揺さぶる作品世界を巡ります。それはまた、人の「こころ」のありようを再考す

ることにもつながるでしょう。

気鋭の若手日本人作家と日本初紹介となる海外作家、
巨匠とが競演する斬新なラインナップ

回顧展等で更に評価が高まる草間彌生やルイーズ・ブルジョワら国内外の巨匠から、日本で初めて紹介さ

れる海外の若手作家ナタリー・ユールベリ＆ハンス・ベリ、美術館での企画展に初めて参加する日本の若手

表現集団オル太などが参加。斬新なラインナップによる展示を実現します。

ジャンルを横断してテーマを展開し、子どもから大人まで幅広い層に発信

絵画や彫刻、写真、映像から、絵本、建築、パフォーマンスまで、ジャンルを横断し、様々な分野にまたがる

作品を紹介します。子どもから大人まで、幅広い層の来場者が作品に触れ、感じ、自身の内臓感覚と向き

合う場とします。

パフォーマンスを始めとするライブなプログラムで「生の声」を感じる場に

会期中の金・土・日及び祝日を中心に繰り広げられるオル太によるパフォーマンスを始めとし、各種関連プ

ログラムを多数開催。私たちの身体の内軸に響く表現者たちの「生の声」をライブに感じる機会となります。

展覧会の特徴
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アーティスト・トーク
[日時／出演] 

◎2013年4月27日（土） 11:00〜12:00　サスキア・オルドウォーバース

 12:30〜13:30　渡辺菊眞

 14:00〜15:00　加藤泉

◎2013年4月28日（日）  14:00〜15:00　オル太

[会場] レクチャーホール　[料金] 無料（ただし本展観覧券が必要）　[定員] 先着70名

オル太によるパフォーマンス
会期中、オル太が展示会場内にてパフォーマンスを行います。

（荒天時および予期しない理由で中止・休止することがありますので予めご了承ください）

[日時] 金曜、土曜、日曜、祝日の開場時間中

[会場] 展覧会会場内　光庭

関連プログラム

※都合により、イベントの内容を変更する

場合があります。最新のスケジュールは

当館ウェブにてご確認ください。
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ワークショップ  「声の海をつくる」
海の中で響く音に聞こえる「耳にあてる」を作り、暗闇の中で自分や他人の「身体の中の海」の音に耳を澄ま

しましょう。さらにその音のイメージを声を使って表現し、「声の海」を作ります。

[日時] 2013年7月14日（日） 16:00〜19:00

[講師] たむらひろし（BF.REC 代表取締役、ワークショップ・クリエイター、クラヤミノtones 代表）

[会場] 展示室、他　[対象] 中学生以上

[定員] 先着20名 （要事前申込、6月1日より電話にて受付開始 TEL 076-220-2801）

[料金] 無料（ただし当日の本展観覧券が必要）

講演会  「内臓感覚の歴史  ―肝苦り（ちむぐり）と汝狂さ（なぐるさ）のはざまで」（仮）

従来の学問の枠に収まらない独自の視線と思考で世界の文化や言語、社会を見つめ、「クレオール主義」や
「ここではない場所」等多数の著作で注目を集める文化人類学者・批評家の今福龍太氏を講師に招き、展覧
会のテーマや作家に触れつつ語って頂きます。

[日時] 2013年6月29日（土） 14:00〜15:30
[講師] 今福龍太（東京外国語大学大学院教授、本展カタログ寄稿者）

[会場] レクチャーホール
[定員] 先着80名　[料金] 無料（ただし本展観覧券が必要）

ベビーカーツアー
小さなお子さんと一緒に展覧会を散歩しましょう。

［日時］ 2013年5月23日（木） 10:30〜、40分程度
［集合場所］ 授乳室前　［対象］ 乳幼児連れの方、妊娠中の方
［定員］ 当日先着10名　［料金］ 無料（ただし当日の本展観覧券が必要）

こどもと感じるギャラリーツアー
お子さんと展覧会を巡り、「ことば」や「からだ」でおしゃべりしましょう。

［日時］ 2013年6月23日（日） 11:00〜、40分程度
［集合場所］ 授乳室前　［対象］ 未就学児（4〜6歳程度）とその保護者
［定員］ 当日先着10名　［料金］ 無料（ただし当日の本展観覧券が必要）

小学生「内臓感覚」ワークショップ
「からだ」と「こころ」をキーワードに作品を見て感じたことを、色やかたちで表現します。

［日時］ 2013年8月22日（木） ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
［集合場所］ キッズスタジオ　［対象］ 小学生
［定員］ 各回先着15名 （要事前申込、7月1日より電話にて受付開始 TEL 076-220-2801）
［料金］ 無料（ただし当日の本展観覧券が必要）

キュレーターによるギャラリー・トーク
［日時］ 2013年5月25日（土） / 6月22日（土） / ７月21日（日） / 8月24日（土） 各日14:00〜、45分程度
［集合場所］ メインエントランス（本多通り口）　［料金］ 無料（ただし当日の本展観覧券が必要）

絵本を読もう
本展出品作家である長新太の絵本などの読み聞かせと、展覧会の中からピックアップした作品の鑑賞を組
み合わせたプログラムです。（読み手：林和美）

［日時］ 2013年5月25日（土） / 6月22日（土） / ７月21日（日） / 8月24日（土） 各日11:00〜、30分程度
［集合場所］ メインエントランス（本多通り口）
［対象］ 子どもから大人まで　［料金］ 無料
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株式会社赤々舎より発行予定（4月末）

執筆：今福龍太（文化人類学者、東京外国語大学大学院教授）

　　  吉岡恵美子（金沢21世紀美術館 キュレーター）

アートディレクション：豊永政史

関連出版
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1927年東京生まれ、2005年東京にて逝去。　　

本名、鈴木しゅう（上が秋、下が手）治。終戦後、映画の看板描

きの仕事を手がけた後、1949年に東京日日新聞のコンクール

で選ばれ、「長新太」のペンネームで漫画家デビューする。

1958年、絵本『がんばれさるのさらんくん』を手がけて以降、

絵本作家として数多くの作品を発表。独自の鮮やかな色彩、自

由で伸びやかな線、大胆な構図、ナンセンスとユーモアに満ち

たストーリー展開は、特に長が絵と文章の両方を手がけた絵

本において発揮されている。また、絵本と平行して、イラスト

や、エッセイ、マンガ作品を発表。2005年に病で他界した後

も、子供から若者、かつての読者であった大人まで、幅広い読

者層を魅了し続けている。

「おしゃべりなたまごやき」で第5回文藝春秋漫画賞、「キャベ

ツくん」で絵本にっぽん大賞、「ゴムあたまポンたろう」で日本

絵本賞受賞。

長新太
CHO Shinta

ナタリー・ユールベリ & ハンス・ベリ
《ひとり残されて》からのスチル、2008年

クレイ・アニメーション、ディジタル・ヴィデオ
9分45秒

エディション3/4 
Courtesy of Zach Feuer Gallery,

New York and Giò Marconi, Milan

ナタリー・ユールベリ：1978年リューセヒール(スウェーデン)

生まれ、ストックホルム(スウェーデン)在住。 

2002年マルモ・アート・アカデミー大学院修了。

ハンス・ベリ:1978年レットヴィーク(スウェーデン)生まれ、ス

トックホルム(スウェーデン)在住。 

ユールベリは1999年より、独学で学んだクレイアニメ―ショ
ン技術による映像作品を手がけている。2004年からは音楽

家ベリとのコラボレーションが開始。以降、ユールベリの映像

には、全てベリが作曲した音楽がつけられている。第53回ヴェ

ネツィア・ビエンナーレ（2009）での展示および同ビエンナー

レでの「若手作家に対する銀獅子賞」の受賞などにより、世界

中で注目が高まり、各地での個展やグループ展参加が相次ぐ。

ユールベリが生み出すクレイアニメーションは、５、６分の短

い時間の中で、性愛、食、物などに関する人間（動物）の欲望に

まつわる物語が独特のグロテスクさとナイーブさを持って語

られ、ベリが作る美しくも不安を孕んだサウンドとともに、見

る者の身体と深層心理に働きかける。

ナタリー・ユールベリ＆
ハンス・ベリ

Nathalie DJURBERG &
Hans BERG

長新太『どろにんげん』、1997年、福音館書店

1911年パリ（フランス）生まれ、2010年ニューヨーク（米国）

にて逝去。

ソルボンヌ大学で数学を学んだ後、エコール・デ・ボザール、ア

カデミー・グラン・ショミエールなどで美術を学ぶ。フェルナ

ン・レジェらに師事した後、1938年にアメリカへ移住。ニュー

ヨークで、マルセル・デュシャンら前衛作家と交流しながら、

精力的に作品を発表。ブルジョワは、幼少期や思春期の複雑な

家庭環境に根ざした不安や孤独感を背負いながら、その心理

的な「痛み」を埋め、また自身の奥底に眠る欲求を掘り起こす

かのような身振りで、絵画、彫刻、インスタレーション作品を制

作した。その作品は、抽象から半抽象、具象の間を、素材や表

現方法を変えながら、生涯を通じて行き来する。ブルジョワの

活動は、フェミニスト運動の文脈からも高く評価され注目を集

めたが、自伝的でプライベートな領域が主題となる作品や、

1960年代後半に展開した、極めて原初的な有機物を思わせ

る形態の彫刻作品群まで、圧倒的な存在感を放っている。

ルイーズ・ブルジョワ
Louise BOURGEOIS

ルイーズ・ブルジョワ《家族》、2008年
グアッシュ／紙

各59.7 x 45.7 cm、12点組
Courtesy Cheim & Read and Hauser & Wirth

Photo: Christopher Burke,
© Louise Bourgeois Trust/Licensed by VAGA, NY

出品作家について

＜使用条件＞

※広報用画像の掲載には各画像のキャプション、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、後日掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

画像1〜13を広報用にご提供致します。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。   Email: press@kanazawa21.jp
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1929年長野県生まれ、東京都在住。

1949年京都市立美術工芸学校卒業。

幼い頃から幻覚や幻聴に悩まされてきた草間は、10歳の頃か

ら水玉や編目の模様が画面に広がる絵を描き始める。松本や

東京で発表を行った後、1957年に渡米。1958年からニュー

ヨークを拠点に大型のカンヴァスの画面全体を網点が覆い尽

くす絵画作品を精力的に制作し、現在まで続くこの傾向の原

点となる。60年代にはファルス状の突起物が立体の表面を埋

め尽くすソフトスカルプチュアの制作を開始。同時に、ボディペ

インティングなどを含む様々なハプニングを展開。1973年の

帰国後、編目や水玉はさらに縦横無尽に平面、立体、屋外彫刻

へと展開。近年の絵画シリーズ「わが永遠の魂」を含め、草間の

創作はとどまるところを知らない。長い作歴を通じて彼女が作

り出してきた作品には、自らの内部に蠢く衝動や感情の気配、

根源的な「生」への探求／希求の痕跡が生き続けている。

草間彌生
KUSAMA Yayoi

アナ・メンディエータ
《魂、ファイヤーワークのシルエット》よりスチル、

1976年
8ミリカラーフィルムよりDVDへ変換  3分

金沢21世紀美術館蔵
© The Estate of Ana Mendieta Collection

Courtesy: Galerie Lelong, New York

1948年ハヴァナ（キューバ）生まれ、1985年ニューヨーク（米

国）にて逝去。

1969年アイオワ大学卒業、1972年アイオワ大学修士課程修了。

12歳で姉と二人で米国に移住。大学では絵画を専攻するが、

パフォーマンス・アーティストやアクショニストらの表現に刺

激を受け、次第に、より身体を意識した作品制作への関心が高

まり、彼女自身の身体や、大地や草、水、火などを素材とした写

真や映像、版画、パフォーマンス作品を発表する。1973年か

ら、「シルエット・シリーズ」を開始。自らの身体の輪郭を様々な

屋外のロケーションにてシルエットとして大地に刻み付け、写

真や映像として記録する一連のシリーズを展開。また、女性へ

の暴力に対し、自身の身体を用いたパフォーマンスなどによっ

て声をあげた。母国キューバでの展覧会やイタリアでのレジデ

ンスも経て国際的な評価が高まる中、1985年に他界。

アナ・メンディエータ
Ana MENDIETA

草間彌生《雲》、1984年
詰物入り縫製布、彩色

サイズ可変
作家蔵

3

1918年香川県生まれ、2012年香川県にて逝去。

叔母が池坊に属していたことから、いけばなを習い始める。

1949年に雑誌『いけばな芸術』へ送った作品集が造園家重

森三玲に認められ、重森が主宰するいけばなの研究集団白東

社に参加。1951年池坊を脱退。1956年東京に転居後は、組

織、流派に属さず、弟子もとらずに自己の花を追求する。革新

的な花との取り組み以外にも、ガラスや書を手がけ、また、土

門拳に薫陶を受けて自ら写真も撮影する。1980年代半ばか

らは、抽出した花の液を海綿を用いて紙の上に滲み広がら

せ、時間の経過とともに変化する色を見せる「花楽」シリーズ

を開始。代表作《花坊主》（1973）、《魔の山》（1989）などでも

明らかなように、中川は、花が命を終えるまでの壮絶な有り様

を見つめ、自らの身体と人生をかけてそれに対峙し、生命の

根源・本質をつかみ取ろうとした。

中川幸夫
NAKAGAWA Yukio

中川幸夫《聖なる書》、1994年
（2004年プリント）

Cプリント（カーネーション、自作ガラス）
金沢21世紀美術館蔵

5

4

1969年島根県生まれ、東京都在住。

1992年武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。

2000年代以降、国内外の個展・グループ展での発表により、

気鋭の画家として注目される。特に、第52回ヴェネツィア・ビエ

ンナーレ（2007）に招待出品以降、日本のペインティングの新

しい動向を知る上で重要な作家の一人として評価が高まる。

加藤が描くのは、大きな頭、小さな手足、丸みが強調されたお

腹を持ち、離れ気味な丸い目がどこか遠くを見つめる表情が

印象的な人体像である。荒い目のカンヴァスに、筆を用いず直

に指で絵の具をのせていくスタイルで加藤が生み出す「人」た

ちは、山や水を想起させる背景のラインと緩やかに連続して

つながり、体の一部からしばしば植物を生やしながら、命の波

動や、生物と自然が共振するリズムを見る者に伝える。2000

年代半ばからは木彫彫刻も手がけ、また近年ではソフトビ

ニール等の異素材も取り入れつつ、不思議な生命感を漂わす

立体作品も制作する。

加藤泉
KATO Izumi

加藤泉《無題》、2012年
木（メタセコイア）、アクリル塗料

手前：H50 x W220 x D45 cm、
奥：H30 x W230 x D50 cm

世沙弥蔵
© Izumi Kato

撮影：高嶋清俊
画像提供：阪神総合レジャー株式会社
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1980年愛知県生まれ、宮城県在住。

1999年ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート

に入学、2004年同大学卒業。2008年、写真集『CANARY』

(2007)、『Lilly』(2007)で第33回木村伊兵衛写真賞を受

賞。各地での滞在において、フィールドワークをもとに写真を

撮るというスタイルで制作を行ってきた。一見してスナップ

写真のように見えるプリントは、実際には様々な演出の下撮

影したり、一度撮った写真を再び撮影するなどの行為を経て

作られている。そのプロセスの中で、日常における無意識や

我々の内部に潜む何か異様な力、表情、感覚を、身体的直感

とも言える独自の感性で浮かび上がらせてきた。

宮城県名取市の北釜と呼ばれる地域に移り住んだ志賀は、

地域の専属カメラマンとして北釜の行事などを記録する生活

を過ごしつつ制作を行い、その成果は2012年せんだいメディ

アテークでの個展「螺旋海岸」で実を結んだ。

志賀理江子
SHIGA Lieko

志賀理江子《万華狂》、「カナリア」より、2007年
発色現像方式印画

1962年グラブス（スイス）生まれ、チューリッヒ（スイス）在住。

ウィーン応用美術大学にてイラストレーションと写真を学んだ

後、バーゼルのデザイン学校にて映像を学ぶ。1980年代後半

から、音、映像、グラフィックを用いた多岐にわたる作品を発

表。音楽バンドのメンバーとして活動するなどの経験も持つ。

リストは、展示される空間と見る者の身体的鑑賞体験とが密

接に絡みながら成立する映像インスタレーションを多く手が

ける。彼女が生み出す映像は、時に軽やかでユーモラス、時に

過激で官能的で、女性の身体や花などの植物、果物や水、大

地、動物などの視覚要素が、ドリーミーな音と流れ動く色彩の

渦とともに多層的に重なり合いながら展開する。身体のパー

ツなどの極端なクローズアップや強調された浮遊感は、見る

者の身体感覚を揺さぶり、潜在記憶を刺激する。2009年には

初の長編映画作品「ペパーミンタ」を発表。

ピピロッティ・リスト
Pipilotti RIST

ピピロッティ・リスト
《Lungenflügel(肺葉)》、2009年、

ヘイワード・ギャラリーでの展示風景（2011年）
オーディオ・ヴィデオ・インスタレーション

個人蔵
Photo: Linda Nylind
Courtesy the artist,

Hauser & Wirth and Luhring Augustine
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1971年ブレダ（オランダ）生まれ、ロンドン（英国）在住。

1990年リートフェルト・アカデミー学士号取得。1996年ロン

ドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート修士号取得。

オルドウォーバースは、医学や心理学、哲学、文学に強い関心

を持ち、仮想と現実がオーバーラップするような独自の世界

観に満ちた映像作品を制作する。一見してCGに見えるその

映像は、綿密に作られた模型をスタジオ内で照明や水中撮影

などの装置を駆使して撮られるため、ひとつの作品は１、２年

かけて制作される。室内や森林、街、水中などを舞台に、作家

が構築するオブジェが神秘的に揺らめくほかは人気のない

風景が広がる中、一人称でのナレーションが響き、我々の記

憶の深部と作品世界とが交錯する。現実や史実に端を発しな

がら、何かのきっかけで実際のタイムラインからずれてしまっ

た「もうひとつの現実」が映し出されていく。

サスキア・
オルドウォーバース

Saskia OLDE WOLBERS

サスキア・オルドウォーバース
《プラシーボ（偽薬）》、2002年

ヴィデオ、6分
Courtesy of the artist and Maureen Paley, London

オル太《ゲンシニンゲン-ドグウニンゲン》、
2012-13年

撮影：オル太
© OLTA

Courtesy of nap gallery

1980年代日本生まれの7人から成る表現集団。

井上徹：1986年神奈川県生まれ、梅田豪介：1985年東京都

生まれ、川村和秀：1984年静岡県生まれ、斉藤隆文：1986年

千葉県生まれ、長谷川義朗：1984年福井県生まれ、メグ忍

者：1988年千葉県生まれ、Jang-Chi：1983年、茨城県生ま

れ。東京および東京近郊在住。

多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻出身の７人からな

る表現集団。2011年、第14回岡本太郎現代芸術賞展にて岡

本太郎賞を受賞し、一躍注目を集める。土や廃材、FRPなど

様々な素材を駆使して構成するインスタレーションに音楽、

映像などの要素を取り込みながら、創造行為、ひいては人間

の根源的な欲求や感覚について、自らの身体をパフォーマン

スという形で投じ、問いかけてきた。彼らが成長の過程で直に

触れてきた地域の風土や文化、感性に加え、サブカルチャー

やマスメディアを通して醸成された記憶にインスピレーショ

ンを得ながら、未来と太古、宇宙と土着、テクノロジーとアナ

ログなどの要素を自在に行き来する作品を生み出している。

オル太
OLTA
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ビル・ヴィオラ《パッシング》、1991年
ウィン・リー・ヴィオラの思い出に

ヴィデオ、白黒、モノラル・サウンド

54分
Photo: Kira Perov

Courtesy Bill Viola Studio

1951年ニューヨーク（米国）生まれ、カリフォルニア州（米国）

在住。1973年シラキュース大学エクスペリメンタル・スタジオ

専攻卒業。

大学在学中の1970年代よりヴィデオ・アートの制作を開始。

日本を含む世界各地に滞在し、各地の文化や宗教、思想に触

れ、精神・肉体・知覚を巡るテーマを、寡黙で哲学的な様相を

帯びつつも、極めてパワフルでダイレクトな映像言語で提示し

てきた。ヴィデオ・アートの第一人者と評され、多くの若い世代

の作家たちに影響を与えている。1995年には、ヴェネツィア・

ビエンナーレのアメリカ館代表として発表。ホイットニー美術

館企画の回顧展（1997）やJ.ポール・ゲッティ美術館企画の個

展（2003）が世界各地を巡回し、高い評価を得る。森美術館

での大規模な個展も記憶に新しい。近年では、オペラ「トリス

タンとイゾルデ」のための作品も手がけた。

ビル・ヴィオラ
Bill VIOLA

渡辺菊眞《双隧の間》イメージ、2013年
画像提供：渡辺菊眞

1971年奈良県生まれ、高知県及び奈良県在住。

1994年京都大学工学部建築学第二学科卒業。2001年同大

学大学院工学研究科生活空間学専攻博士後期課程単位認定

退学。渡辺豊和建築工房勤務の間に、京都コミュニティ・デザ

イン・リーグ（京都CDL）の運営委員長を務める。2007年、D

環境造形システム研究所設立。

2001年から天理大学と共同で土嚢建築の設計と施工を国

内ならびにインドで行う。近年はヨルダン、東アフリカ、タイ

などで、土嚢建築と当地の伝統建築工法を混淆させたユ

ニークな建築空間を現地住民とともに造り上げることを通じ

て、当地の貧困緩和、自立支援活動を展開。地域の風土や環

境、そこにしかない何かに想いを寄せながら、我々が立つこの

地球の環境や問題を同時に考える「地域地球型建築」を模索

する。現在、高知工科大学准教授として指導にあたるかたわ

ら、建築の原点に立ち戻りつつ、様々な地、異なる次元での建

築のあり方を探る研究・活動を行っている。

渡辺菊眞
WATANABE Kikuma

12
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