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移 住を生 活する
2020年10月17日（土）〜
2021年3月7日（日）

展覧会名

村上慧

移住を生活する

会期

2020年10月17日（土）〜2021年3月7日（日）

開場時間

10:00〜18:00（金・土曜日は20:00まで、1月2日・3日は17:00まで）

休場日

月曜日（ただし11月23日、2021年1月11日は開場）、
11月24日、12月29日〜2021年1月１日、1月12日

会場

金沢21世紀美術館 展示室13、交流ゾーン、広場

料金

無料

お問合せ

金沢21世紀美術館 TEL076-220-2800

主催

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

本資料に関するお問合せ

金沢21世紀美術館

事業担当： 野中祐美子

〒920 - 8509

広報担当： 石川聡子、齊藤千絵、落合博晃

金沢市広坂1-2-1

TEL 076 -220 -2814

FA X 076 -220 -2802

ht tps://w w w.kanazawa21.jp

E-mail: press@kanazawa21.jp
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展覧会について

村上慧（1988- ）は、東日本大震災のあった 2011年 3月に武蔵野美術大学造形学部建築学科
を卒業しました。震災をきっかけに発泡スチロールを素材にした自作の家を担いで歩き、国内外
で移住を繰り返すプロジェクト「移住を生活する」を開始しました。
本プロジェクトは、東日本大震災で多くの人々が家を失ったこと、震災後のコミュニティの衰退、
そして震災の直前に友人たちと家を借りる契約をしたけれど、すぐには移動できなかったことへ
の疑問に始まりました。必要以上に物や金を蓄えるために生きる日常や、公私に空間を分化する
社会的な条件や理由について探るこのプロジェクトは、個人の生活がどのように社会に影響を与
えるのかを考察します。
本展は、2019 年に当館のコレクションとなった作品《移住を生活する 2015.5-2018.9》に加
え、村上がプロジェクトを開始した 2014 年 4 月5日から現在まで続く「移住を生活する」の全
貌にせまる初めての機会となります。村上が家を担いで移動した先で出会った人々、景色、出来
事をつづった日記、ドローイング、写真、そして村上が歩いたルートをたどる地図によって構成
される展示空間は、まるで村上とともに移住を生活し、村上が思考し葛藤したその只中にいるか
のようでもあります。また、会期中「移住を生活する」を下敷きに始まった「広告看板の家」プロ
ジェクトの最新作も美術館の庭に設置されます。
社会の中で感じ取った違和感や疑問をユニークな方法で私たちに提示し議論の場を作る村上の
作品を通して、震災以後の日本の社会で生きることについて向き合い、改めて自分自身の力で考
える機会となることを期待しています。
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2015 年 6 月7 日千葉県流山市流山の寺院
photo : MURAKAMI Satoshi

作家プロフィール

村上 慧 （むらかみ さとし）
1988年東京都生まれ、同地在住。2011年武蔵野美術大学造形学部

2

建築学科卒業。私（わたくし）と公（おおやけ）の関係に着目し、個人の
生活がどのように社会に影響を与えるかを考察している。東アジア文
化都市金沢2018「変容する家」
（石川）、
「高松コンテポラリーアート・
アニュアルvol.08-社会を解剖する」
（ 高松市美術館、香川）をはじめ
近年は国内外の美術館や芸術祭への出品多数。

photo: UCHIDA Ryo

2

PRESS RELEASE

作家ステイトメント

大学を卒業する年の 3月というタイミングで東日本大地震が起こったとき、僕は東京都台東区橋
場で友人たちと作品制作のスタジオとして借りたビルの鍵の交換に立ち会っていた。震度 5 強の
揺れは向かいの建物をこんにゃくみたいに揺らし、遠くに見える工事中の東京スカイツリーでは
クレーンの先から下がった巨大なフックを空中でブランブランさせていた。それがツリー本体にぶ
つかりそうで危ないなと感じたのを覚えている。その日の夜は隅田川の逆流と移民集団のキャラ
バンのような歩行者の群れが橋を渡っているのに驚かされながら、葛飾区にある実家へ自転車で
避難した。実家の綺麗なフローリングが敷かれた居間には原発事故と津波のニュース映像を見る
父親がいた。それからの 2 年間、僕は橋場のスタジオで作品を作ったり仲間と小さな芸術祭を
企画しながら生活していた。バイトもして、制作をして、家賃を払って住んでいた。毎日の生活
のために毎日の生活をしていた。当たり前のことだ。でもあの津波と原発事故から、自分が立っ
もろ

ているこの社会の地盤が思っている以上に脆いものであるという事実についても考えなくてはい
けないと感じていた。そして、このまま普通に家賃を払って住んでいるだけでは「生き残れない
かもしれない」と思うようになった。電気と水道とガスが通った家で普通に暮らしながら作品を
つくること自体に嘘があるような気がした。そこでひとつ新しい試みとして、自分の「住み方」を
作るところから始めてみようと思った。僕は近所の家のドローイングを描くところからはじめた。
バイトや生活の合間に時間をとって近所を歩き、目に入った一軒家やアパートやマンションをひた
すら描いてまわる。白い紙に黒いペンで。数十枚描いた後、今度は自分が住むための小さな家の
ドローイングを描いた。それからホームセンターに行き発泡スチロールの板を買ってきて、その
ドローイングの通りに自分が眠れる最小限の家を作った。木材と発泡スチロールで壁と屋根を作
り、強度を増すために上から白いガムテープを貼り、さらにガムテープの質感を消すために白い
ペンキを塗る。最後に、ずっと描いていた家のドローイングのような輪郭線の黒いラインをその
家にも描いた。2014 年 4 月から自分の生活に「移住を生活する」というタイトルをつけ、引っ越
た

してから半年も経っていなかった高松の賃貸物件を出て発泡スチロールの家に住み始めた。その
家を肩に背負って運びながら移住生活をしている。
村上 慧

展覧会の特徴

村上慧「移住を生活する」の全記録によって構成される
過去最大規模の展覧会

村上がこれまでに制作した 3 軒全ての家、移住生活のなかで村上が出会った人々や景色、出来
事をつづった日記、各地で人々が暮らす「住所を持った家」のドローイング、発泡スチロールの
家を置くために借りた土地の写真、村上がこれまで歩いた全ルートをたどる地図を展示しま
す。本プロジェクトの全記録によって構成される展示空間で、村上とともに「移住を生活」し、
村上が移住生活で考えたことや葛藤したことが体感できます。

個人の生活がいかに社会に影響を与えるかを考察するプロジェクト
村上は東日本大震災で多くの人々が家を失う様子や、それによって生じたコミュニティの衰退を
目の当たりにし、家や土地を所有するとはどういうことなのかに強い関心を持ちました。また、
震災直前に友人たちと家を借りる契約をしましたが、すぐに移動できなかったことに疑問を抱
き、「移住を生活する」を始めました。本プロジェクトは、私たちが物や財産を蓄えるために生
きる日常や、空間を公私に分ける社会的な条件や理由を探り、個人の生活がどのように社会に
影響を与えるのかを考察するものです。
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アーティストが金沢に住民票を異動し移住、まさに移住を生活します
村上慧は、展覧会準備のため 9 月末頃から展覧会が終了する 3 月まで金沢へ住民票を異動し、
まさに金沢に「移住」します。本展会期中は、展示室内の発泡スチロールの家や屋外に設置す
る「広告看板の家」で過ごしながら来場者と交流します。また、村上が移住生活で向き合って
きた「衣食住」
「 コミュニティ」
「 労働」といったトピックについて考察するトークやワークショッ
プを美術館や金石スタジオで実施し、地域の人たちとも積極的に交流します。パブリックに開
かれた美術館が、あたかも村上のプライベートな空間となる展覧会です。

家を背負って能登半島を一周、金沢から珠洲まで歩き

「移住を生活する」を継続

本展会期中の11月中旬〜下旬に、村上が発泡スチロールの家を背負って、能登半島を一周し
ます。金沢から珠洲へ歩いて移動し、「移住を生活する」プロジェクトは継続されます。道す
がら出会う人々や景色と、そこから新たに生まれる作品にもご注目ください。これらは会期中、
展覧会場に展示を予定しており、展覧会場はアップデートされていきます。
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2018 年 8 月 30 日石川県金沢市
photo: TAMURA Can

展示作品
【展示室 13】

家
村上 が「移 住を生 活する」を始めてからすでに３
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軒の家を制作している。初代の家は 2014 年 4 月
から約１年間、日本中を移 動して役目を終えた。
２代目の家は 2015 年 5 月から 2018 年 9 月まで、
国内だけでなく海を渡って韓国まで行き、そして
金 沢までやってきた。その後、当館のコレクショ
ンとして収 蔵された。家を失った村上は３代目の
家を制作し、現在はこの家を担いで移住を生活し
ている。本展では歴代全ての家が集結する。
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2017年 9 月21日熊本県阿蘇郡阿蘇村の農家の駐車場
photo : MURAKAMI Satoshi
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ドローイング
村上が移住生活をしている間に描いた各地の家や
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建 物 のドロー イング である。村上は、一 般 的 な
いわゆる定住 生 活それ自体を自分 の移 住 生 活に
よって客 観するために、各地で人々が 暮らす「住
所を持った家」の絵を描いている。

2016 年 5月23 日岡山県倉敷市
photo : MURAKAMI Satoshi

日記
ドローイングとともに、移 住生活の中で書き溜めた日記である。発泡スチロール製の家を担
いで歩き、各地で人々に出会い、物事を考え続けた数年間分の記録を同日に描いたドローイ
ングと合わせて展示する。

敷地写真
地面の上に眠るためには敷地が必要となる。それ
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がなければ「土地の所有者」から不法占拠と言わ
れ 罪になるため、敷 地を 借りる 必 要が ある。寺
院や神社の境内、個人宅の庭、ショッピングセン
ターの駐 車 場、美 術 館や店 舗の軒 下などの敷 地
を交 渉によって借り、そこに眠ることで 発泡スチ
ロールの家に住むことができる。ここで展示され
る敷地写真とは、そのようにして借りた土地に作
2015 年 6 月24 日福島県いわき市勿来町の民宿「山名」の軒下
photo : MURAKAMI Satoshi

家の家を置いた様子を撮影したものである。

歩行ルートを示した地図
村上 が 歩 いた 道のりを Google Ear th でたどり、印 刷したものをつなげ ている。Google
Ear th が映し出す景色や季節の移り変わりは、実際に村上が歩いて体感したものに近い。鑑
賞者はこの歩行ルートを示した地図をたどることで、村上の移 住生 活の一端をかいま見るこ
とになる。
7

7,8.
「村上慧

移住を生活する」展（金沢 21世紀美術館、石川、2020）展示風景
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展示作品
【広場（屋外）】

広告看板の家
「広告看板の家」は、「移住を生活する」のプロジェクトを下敷きに生まれた。移住生活をする
なかで周囲からは生活費をどのように賄っているのか質問されたり、日常の中で広告収入とい
うお金の動きがあることに違和感を感じたことなどに端を発している。外側では展覧会の広告
としての看板、内側では村上が 読書や執 筆、休息などに時間を費やすプライベートな空間を
作り、収入と消費の構造をひとつの作品のなかで成立させている。看板は美術館の庭に設置
され、時々村上がこの「広告看板の家」で過ごしている。
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《広告看板の家 高松》2019 外観
photo : KIOKU Keizo

滞在スケジュール

関連プログラム
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《広告看板の家 高松》2019 内部
photo : KIOKU Keizo

10 月〜11月上旬

金沢市内に滞在しながら、ワークショップやトークイベントを開催

11月中旬〜下旬

金沢から珠洲へ「移住を生活する」実施

12 月〜3月

金石レジデンスに滞在しながらワークショップやトークイベントを開催

トーク
移住生活をするなかで生活に欠かすことのできない要素、例えば「衣食住」
「 コミュニティ」
「労
働」といったテーマと向き合ってきた作家は、日々生活するなかでこれらの要素に疑問を抱き、
考察してきたことを会場内で議論する場を設けます。
※詳細が決まりましたら、当館ウェブサイトにてお知らせいたします。

ワークショップ
会期中、美術館敷地内で落ち葉を拾い、地面に温床を作るワークショップを実施予定。また、
金石エリアに滞在し、地域の人々を巻き込んだワークショップも計画しています。
※詳細が決まりましたら、当館ウェブサイトにてお知らせいたします。

広報用画像

画像1〜10 を広報用にご提供いたします。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。

画像お申し込みフォーム▶ https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/

［使用条件］
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レ
イアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、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・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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