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逆 さま事件 を考える

批評できる土壊 をつく
ろう。
昨年十一 月 に浦添市民会館 で開かれ
た沖縄県芸術祭美術展覧会は、若手か
ら中堅 の作家 の作品 が一堂 に展示 され

山城興 勝

さんは最初 の うち はそれに対 して否定
的 だ ったが、その内 にこちらの話 を聞
りも知性的 な方 で、自分 な りに絵画論
も持 っているよ うに見受 け られた。彼

ングが起 こったことで も注目を集 めた。
とい うの は奨励賞 に輝 いた金城準子 さ

女 の説明 では、中央 を斜 めに走 ってい

(F120)が

、
逆さまに審査 され、受賞 したためであっ
た。
いきさつを説明す ると、私 が県展 の

る赤 い線が右側 に行 くに従 って細 くなっ
ていなといけないが、実際 は右側 が太
くな っていてその ままでは納得 で きな
いか ら、会場に行き、係 りの人 に立合 っ
て もらった上 で、直 して もらった とい

カラー特集 を紙面 で掲載 したところ、
本人か ら逆 さまに出て い ると連絡 が あ

う。

り、 こち らとしては新聞 の工程 の中の

取材 した点 を総合す ると、彼女 がサイ
ンを後 ろにす るために関係者 が天地を

どちらかで間違 えたのであろうと思 い、
訂正記事をどうす るか考 えつつ念 のた

不真面 目に書 いたと受け止め られない
からだ。

く気 にな って くれ た。予想 していたよ

た こと もそ うであ ったが、沖縄 の美術
史 に残 るのではないか とい うハ ップニ

んの抽象画 「WAVE」

を論議させ ることができそ うもないか
らだ った。つまり、見る側からすれば、

彼女 か ら聞 いた話 とそれ までに私が

めに調 べてみた ら、 こち らには間違 い
はな く、上記のよ うな事実が明白になっ

十分確認 しないで審査 したか、県 の担
当者 が逆 さまのまま審査員 に審査 させ
たか、額縁屋 に絵 を渡す時 に本人 が勘

た。新聞記者 の直感 で これは大変 なこ
とだと思 い、同僚 や美術関係者 に も相

違 い したか額縁屋 が勘違 い したかなど
が考 え られ る。 まるでパ ズルを解 いて

談 した。

い くよ うに もつれに もつれ収拾 がつか

今 だか ら明 かす が、 「
審査 の在 り方
に問題 はなか ったか」 「仮 に本人 の間

な くな った。 ただ し彼女 の作品 は一昨

87県 展奨励 賞rwAUE」 (F120)
金城 準子
ところが、 この記事 は大 きな反響を
越 こした。個展やグループ展 のオープ
ニ ング ・レセ ップ シ ョン、あ るいは美

るいは審査員 に慎重 さが欠 けたのでは

年六月 の女流美術展 に も逆 さまに展示
されたそ うで、 これ も審査員 が悪 か っ
たのか本人 が悪 か ったのかわか らない。

ないか」 「け しか らん、 こんなことが
三度 とないよ うに記事 に してお くべ き

三度 にわたる逆 さま事件 に本人 は懲 り
て、 「サイ ンは前 にすることに します」

だ」 と、 いろいろな意見 は出 た ものの
こち らが納得 で きるには至 らな い。確

と話 していた。

が却 って問題を変な方向 に発展 させた
ので はないか、そんな気 もした。

真相 はともか く作品が逆 さまに展示
された ことは事実 だったか ら、同僚 と

今沖縄で個展を開 くと、 その作家 は
当事者 の友人、あるいはその人 に近 い

も相談 して翌 日の紙面 に出 した。 ただ
残念 だ ったの は 「アシャギ」に出 して、

人 に自ら展評を頼み、絵を挙めること
だけに終始 した論理を展開 させる。沖

生記事で出せなかったことだ。 このコー
ナーはあ くまで も雑感 を取 り上 げるス

縄の人 は人がいいか らあえて厳 しい批
判 はで きないか も知れない。言 い換え

ペイ スだか ら、正面 きって逆 さま事件

れば、画家 と批評する側が馴れ合いに

違 いだ として も作品を取 り扱 う係 りあ

か一 日経過 してか らだと思 う。思 い切 っ
て行動 に移す ことに した。
直接金城 さんにお会 い して、 「県展
の在 り方、批評 について論議 させるい
い機会 だか ら何 が何 で も新聞記事 にさ
せて欲 しい」 と直談判 に及 んだ。金城

術愛好家 に会 う度 にこの話を持 ちかけ
られ、返答 に困 った。 ス トレー トにこ
ちらの狙 いを記事 にで きなか ったこと
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な って い るというわけである。 こち ら
に も紙面 の都合、作品自体 が展評 で扱
うまでの レベルに達 して いないこと、

｀
ない、 こうい うものの積 み重ねが ま
″
あまあ主義 に発展 して い くので はな
いか と思 うのである。

とで落 ち着 いた とい う。
仮 に審査員 に落ち度 がな くて も責任
を とってみんな辞 め、再選挙 して再 ス

あるいは作品 をギ ャラリーや画廊喫茶
をた らい回 しに して前回発表 したもの

この問題 が 日増 しに大 きくな ってい
くうちに沖縄県美術家連盟 (与儀達治

が大半を占めていること等 の理 由で、
それに応 じられない場合 もよ くあ る。

会長)は 、沖縄市民会館 での移動展を
前 に、金城 さんが 自 ら直 した通 りに展

しか し、 これを断ろうものな ら一生憎

示 して いい ものか、審査員十六人 に緊

むまれかねない雰囲気 である。 とうと
う根 負 け して了解 させ られて しま った

急動議 をかけ、再審査す る方向で検討
して いたが、 「
逆 さまで も芸術的評価

こと も少 な くない。

は変わ らないJと して再審査 は取 りや
め、沖縄市 での移動展 も本展同様 に展

の救 いは本人 が再 び筆 を取 る気 になっ
たことである。あの まま描 くことを辞

示 した。

めたのでは私 も記者生活 の汚点 として
ず っと後 ろめた さを持 ったであろう。

私 としては個展、 グループ展、公募
展 にち ゃん とした批評 ができる土壌 を
作 れるようにす るには、今回 のハ プ ニ
ングがどちらに落 ち度 が あ ったかは知
らない (も しか した ら金城 さんの ミス

関係者 の意見 によると、本人 が記 し
たキャ ンバ スの裏 と額 の記述 が逆 さま

だ ったか もしれない)。 それで も影響

になっていること、留 め金が反対 になっ
ていることなどか ら、審査員 には落 ち

力 の ある県展 に間違 いが あ ってはいけ

度 はなか ったとして再審査 はしな いこ

率の中の饉 りない話

｀ ″
画牢 と書 いたが 廊 の誤植 ではな
い。昨今 の乱立ぶ りを見 ての造語 で あ
る。
｀
それはまるで百姓一揆 の ように 美
″
術館 よこせ ″ と云 っているみたいな、
ア リテーに云えば、美術館 のない文化
県沖縄 の天声人語 なのだ。
画廊 の乱立 に コメ ン トを求 め られた
パ チ ンコ屋 なみにふえて もいい
時、 「
ん じゃな いの…」 とマ ジメに答 えたの
で あるが、 こ うも安直な、壁があれば
絵 が掛 けられます式 の ものがふえたん
じゃ、 アタシャ画牢 とい うよ り外 に呼
び方 を知 んネーんだ ョ./

ター トすれば芸術家 の厳 しい姿勢 は見
る側 に も好感 を与 えたのではな いか、
そ うでな くて も再審査 はす べ きではな
か ったか、私 はそ う思 うのである。金
城 さんはこの事件 で随分悩んだ らしい。
火をつ けたのが私 だ っただ けに こち ら
も申 し訳 ない気 で一杯 だ。 ただ何 よ り

今沖縄 の美術界 に必要 なのは忌憚 のな
い批評 がで きる雰囲気をつ くる ことで
ある。逆 さま事件 はその きっか けをつ
くる良 い機会 だ ったのでは…… ………。
(美術記者 )

真喜志

勉

そんな画牢 で個展 やグループ展をす
る人 々を見 ると、良識 や美意識 さらに

のだか ら、 オ コるより胸 を張 っていた

は人格す ら?マ ー クが点灯す る、せま
い沖縄 そんなに急 いで どうす るんだ ョ

三橋美智也 さんは 「いつか俺 も駅弁
を食 ってみせるぞ〃」 と青雲 の志で乗 っ

〃 と云 いた くなるのだ。
啓蟄 の春、百花練乱 のごとく自称他

た夜汽車 の中で考 えたそ うだ。苦労 を

称 の画家 が セ ッセ ッセと絵 を描 いて、
個展、 サークル展、 グループ展、企画

い話 になって しまうような逸話 を持 っ

展、団体展、国際的海外展 と目ま ぐる
しく、新聞社 の美術担当氏 は悲鳴を上
げて い る。
昔、ニューヨークの新聞 (ビ レッジ 。
ボイス紙 ?)に 次 の よ うな広告 が出た
ことが あるそ うだ。 「忙 しくて絵 を描
くヒマのない方へ、 ゴース ト・ァーチ
ス トお引 き受 けします、 プ リミテ ィブ
派、印象派、抽象派、野獣派 などお好
みの まま。」、今、沖縄 で出せば、四、
五人は電話をか けて くる人がいるん じゃ
な いかな… と思 った り思 わなか った り
する。ウチアタイす る人がいて もオコッ
ていけない、そうい うお方 はオーダー・

だきたい… と考 えているのだ。

した人 は、 このよ うな、後 になれば笑
ている もので ある。
しか し、忙 しくて ゴース ト・アーチ
ス トに電話をかけて くるよ うな ヒトは、
駅弁的野望を達成す ると、次 は上天丼
的野望、それ も達成すれば鰻丼 きも吸
い付野望 さらに私 などは名前 も知 らな
いオイシイモノ的野望 とい う うに 目
̀ゝ
的を設定す る、自らに課す る才能を持 っ
て い るのである。 「
上天丼 がなんだ っ
つ うの、沖縄 ソバでどうしてイケナイ
の ?J的 な、 しょぼめの発想 を押 し込
めるパ ワーを持 っているのである。 エ
ライ /と 私 は思わず思 って しま うので
ある。

メー ド (美術 の一技法 として認知ずみ)

美術界 で無欲テ ンタ ンになるのはや
さ しいことだ、個展 だけ して、団体展

作品 を発表す るだけの意欲 の持 ち主 な

や国際的展 に出品 しないだ けでよい。

*額 縁の専門店 *

一枚の絵がこころの友となり
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お伽話では欲張 りはイケナイ人 だった
のに、今 の世 の中欲張 りになって国際

私の好きな画 家 鳳 麟 影 の世 界

的展 で賞 を取 った りす ると、 ムズカシ
イことなのでソンケー された りす る。

神里

現代 は、みなの ものが王様 にな りた
い とい うゼータクの欲望 の時代 なのだ。

私 と黒崎彰氏 の本版画 との出会 は、

清正

「私 もカ ンパ チ ャーだか ら上等 々。」
とユ ーモアたっぷ りの ご返事 にほっと

人 々はまるで 「
芸術Jに 飽 きて いま
うことをオソれるよ うに色 々な工 夫を

学生時代 にさかのぼ ります 。絵画 の好
きな先輩 の部屋 で見 せ られた黒崎氏 の

こらして きた。 「
芸術」に飽 きて しまっ
た らお先 マ ックラだ、とい う洞窟人的

「
夕闇」 に魅了 された時か らです。
トリノコ紙 の縁 を、赤色 で色 ど り中

致 しま した。道端 に捨 て られた切れ端
で も、そ こに人 の心 が加 われば、す ば
らしい家具 とな り、建築空間を構成す

根源的恐怖 を持 ちつづ けて い るにちが

央 にオ レンジ色 の球 と少 し離 れた位置
に、 もう一つのオ レンジ色 の球 が墨 の

る要素 と もなるのです。
Y氏 に、ますます使 いこんで 、黒 び

つ け合 せのばか しで夕闇 を象徴 して い

か りさせて下 さい とお願 い申 し上げま

なにか予想 を裏切 る意地悪をされてい

て、何 ともたとえ様 のない世界 に導 い

るような気がするもの らしいが、
画家 の
絵 が変化す るの はおのずか らのことで、

て くれたのです。

した。 きっとY氏 が これか ら愛情 を込
めて使 っていただ ければ、あの赤木 の

本版画 の技法、作者 の意図などま っ
た く無 に近 い私 にとって、衝撃的 なこ

根 っこは、 ますますその真価を発揮 し、
一 段 とその輝 きを増す ことで しょう。

いない。
だけど前作 と違 う絵を見せ られると、

Ｘ Ｉ

求 めて、毎 日、眺 めては感激 して いた
日が、懐 しく思 い出 されます。
ｌ

オ コる気 もしない。
江崎玲於奈 さんがノーベ ル物理学賞
に決 ま ったの は 「
半導体 の トンネル効

※
「用具、材料 が調わ な くて も、本 の
端 くれと釘 と有 り合わせの紙 と絵画 が
あれば、そこに木版画 は生 まれる。材

ｘ
ｘ

果Jに よる ものだそ うが、 ボクの頭 も
トンネル効果 のせいか解説 を読 んで も

とで した。後 日、黒崎彰氏 の作品集 を

Ｘ

払 って遠 く海外 の国際的展 などでハ ク
をつ けるの も限 りな く無邪気 な絵 か き
の クセの もの と思 えば、ハ ラを立てて

人 Ｉ

別 に意 地 悪 な わ けで は な い 。 つ
いでに発表 の場 に も変化 をつ け運賃を

質 と用具 が交 わ り、人 の精神 がそこに
加われば、それだけで紙の上 に全 く違 っ

つつ抜 けで何 が書 かれているのや らか
い もくヮカ らない。同 じよ うに、国際
的賞 に輝 いた画家 が新間 の中 で ニカ ッ

た次元 で現 われる、版画 の魅力 とはそ
うい うもので ある。
」 (黒崎彰 の木版画

と笑 って る写真 や記事 を見 ると 「
半導
ル
の
トン
せ
ネ 効果」 を見 られたよう
体

これは、黒崎彰氏 が初 めて木版画 を
志す人 々へ送 ったメ ッセージです。私

で、 い くらボクの脳 がヘ タで も何 だか
バカにされたような気がして、突如 カッ

はこの黒崎氏 の言葉 の中 に、創造 の原
点を見たよ うな気 が します 。それは私

となる瞬間湯沸症 とい う持病 が顕在化
して 「オ コる気 もしない…」 と書 いた 、

がやっている建築 に も通 じる事 で、建
材 メーカー推薦 の新建材 に慣 らされた

ペ ン先 が乾か ぬ うちにオ コ ッて しまっ

私達 に、反省 を うなが している様 な気

ま ってきたようです。 いつの 日か版画

た。

さえ致 します。

専門 の美術館 を建てて、多 くの人 々に、
版画 のすば らしさを じかに観 ていただ

オ コることに懲 りない話 というオソ
マツ、
よ くまァ、 こんなに も負 の要素 ばか
りを寄 せ集 めた文章 を 下 降 志 向 と決
めつ け途中でホ ッポ らず、 あえて最後

河出書房新社)

身近 にある素材 の良 さを見失 ない、
ハ イカ ラ主義 が主流 になった現在、石、
竹、木等 々の良材 が、何 の創意工 夫 も
無 いまま無造 作 に捨 て られて い る現状
です。先 日、道端 にある切 り捨 て られ

まで読んで くれた奇特 なあなたに、 し

た赤木 の根 っこを見 っけて、 さっそ く
知人 の所 に運 びこみ、 テー ブルに仕上

み じみと感謝 します。

げて もらい、現在施工 中 のY氏 の 所 に

(画

家)

印刷 。出版 等 々版下制作

閻

%ポ ハウスムッ仏

〒900那 覇市松尾 930a(0988)621673

搬入。
Yさ ん この木 は、道端 に捨 て られ
「
ていた赤木 です よ、 カ ンパ チがあ りま
す が如何 な もので しょう。Jと 申 し上
げたところ、Y氏 は、
‑3‑

学生時代、卒業記念 にと初 めて購入
した黒崎氏 の版画 も、その後、次 々 と
増 えて きて、狭 いアパ ー トの壁 か らは
み出 して しまい、今 では箱 の中 におさ
ま って い る作品 の数 の方 が多 くな って
しまいま した。物 は好 きなところに集

くのが、私 の夢 なのです。 「愚公、山
を移す」 と言 います。 この愚公 の故知
に習 いたい ものです。黒崎氏 と出合 っ
て早 くも六年、那覇空港 での緊張 した
出会 い、 そ して開 いた第一回の版画展
が、ま るで昨 日の出来事 の様 に思 い出
されます。今年、初夏 の風 と共に、画
廊沖縄 で、黒崎氏 の第二 回 目の個展 が
開催 されます 。今度 はまた、 どの よう
な新 しい作品 と対面 で きるか と、今 か
らわ くわ くしているところです。
(建築家)

ギャラリー情報

アフ リカの彫刻 は今世紀 の初 め、ョー
iッ パ の美術界 に大 きな シ ョックと影

黒崎
彰展
→
4月5日 10日

響 を与 えた事 で知 られる。特 に ピカソ
や モジ リアーニ、 プラック、 レジエ な
どの作品を見 れば明 らかである。 これ
らの彫像や仮面 が、現在 で も西 アフ リ

思 います 。
最後 に、 これか らも我 々営業 マ ンと
ウーマ ンがす ば らしい作品を持 って皆
様 の所へ お訪 ねす るか と思 います。 そ
の際 は、 どうぞ宜 しくお願 い申 し上 げ

ます。

(営業部長)大 城忠

カを中心 とした多 くの部族間で使用 さ
れている と云 う。各部族 には必ず彫 り師
が居 て、部族 の宗教的儀式 や、個人的
な儀礼 に使用す る呪物 として作 られて
いるようである。又、単 に美術的 な視
点 か ら観 て も様式 や形態 が 自由で多様
性 に富 み実 に興味深 い。彫刻 の作 られ

「
拝啓、陽春 の候、皆様 には……」
とごアイサツを思 うのだが、 この小紙

た 目的 や、 その部 族 の 生 活 な ど 背景

ギ ャラ リーボイスの趣味 に合 わな い。

を探 って行 くと、少 しずつ アフ リカの
文化 が見えて来 て、奥 が深 い事を知 らさ

やは り第一号 の創刊 はイメー ジが大事
忌憚 のない率直 な声 を信条 とした い。

れる。ぜひ見 て欲 しい展示会 で ある。

さて この類 の情報紙 はギャラ リーの

昨年に引き続 き、今年 も開 く事 になっ
た。今回 は来沖 のついでに 「
世界 の版
画事情」 について講演会 で も、との考
えがあ ったのだが見送 りとなった。我々

00000

｀
な ら ￨ギマじ

又 もう一つの仕事 だ と前 々か らアタマ
に在 った。 しか し思 い立 って実現 す る
まで、 こんなに時間 が要 るとは思 って

の取 り組 みが遅 か った事 と、先生 の多

画廊 を ス ター トさせ る当初 よ り、 そ
の構想 の一 つにあ った 「アー ト情報誌」

も見 なか った。 とにか く潰 さな い、潰
れないと本体 の画廊 の運営 が一進一退

忙 が理 由 になるが、残念 である。次回
はぜひ実現 させたい。

が今月発刊 されま した。 ス タッフのひ
とりとして、 その実現 を心よ り嬉 こん

の連続 だ ったか ら情報紙 など手 が届 か
なか ったのである。

展示作品 は昨年 の暮、東京 シロタ画
廊 にて発表され好評を博 した韓國 シリー

でお ります。

ズパ ルキ ョンー韓國 い象が中心 (8点 )
それに1984年か ら87年 までの未発表 15
点 を加 えて の展示会 です。
■ア フリカンアー ト展
4月 19日→ 24日

ス ター トした以上 できるだけ長 く、

我 々営業部 の仕事 は、画家 か らお預
りした作品 を持 ち歩 き、 コ レクターや

続 けたい。小紙 だか ら内容 に重点を置
いて 、 ス リムに反 ビジュアルで写真 の

絵画 ファ ンと直接面談 して、作品 を販
売 してお ります。 その中 にあ って、創
作す る側 と作品を購入 され る側 か ら一

少 ない情報紙 に した い。決 して楽 しん
で読 んで欲 しくない小紙 であ りたい、
等々言 い出したらキ リが ない。

美術 に関す るいろんな意見 や質問、要
望等を受 ける事 がよ くあります 。

又、 オーバ ーワークして 3号 紙 にに ら
にいよう、自 らの力量 と状況 のバ ラ ン

しかし、
その意見 や質問等 に百%明 快
にこたえ る事 は仲 々容易 ではあ りませ

スを考 えなが ら続 けたいと思 う。
内容 はごらんの通 りで評論、画家 、

んで した。今度発刊 のザ ・ギ ャラ リー

美術 フ ァン、画廊情報 の四本柱 を基本
として、 それぞれの立場か ら、 あ くま

ボイスに拠 り、両者 か らの意見等 に対
し今 まで以上 にお こたえ出来 るもの と
期待 しています。
そ して営業部 にあ って は現場 の生 の
声 を内輪 だ けの話 に終 えることな く、
拡 く一般 の絵画 フ ァンに も情報 の一つ

で も前向 きな意見、提言、評論、作家
論、画家 の現場、周辺 の声、美術 ファ
ンの率直 な声 など取 り上 げて行 きた
い。皆 さんか らの率直 な声、寄稿、投
稿 を待 って居 ます。 (上 原)

として提供 して行 きたいと思 います。
その結果、 コ レクターと画家、画家 と
画廊、画廊 とコ レクターとの コ ミュニ
ケーションがよ リー層深 ま って行 くと
水彩 ・
絵画 ( 油彩 ・
版画 ) の専門店

画廊 沖縄
〒9 0 0 沖 縄 県川
i 泉崎2 2 3 ●
̀晰

(0988)316760
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〒900沖縄県那口市久茂地3‑34
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