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絵 画 の零 度

渡

いきなり、何も描いてないまつさらな
タプローを ロロの空間に晨示しても そ

時に体内に深 く宿 した情性 的 自己十定 を
開実 しなければなるまい.自 己lt判と綸

んなに最愚な晨覧会にならないだろう.
「
まつさらなタプローjは、確かに表現の

面批判 を通 して、まつさらな 自我に立ち

形●的な内宙は管外に近いが、綸面とし
て最
の存在形式はヨたしている。こ
̀瞑 綸口がメディウムとして、日に
のように
二次元の平面性 と物
なる地平、
すなわち、
質性、属性そのものを 画の年度Jとし
'絵
て捉え、同時代的な総回(美術)の可￨ヒ
性
を追求した,、

至り 原初の沖縄の体液 を発光 したい 絵
画を沖縄的文化の収戯にするのでなく自
,表 現の高Iな 通■にするのでもな く
謀体そのものに した い。しか し、それは可

は 文化的や■を近代的 自我の独劇 オリ
ジナリティでコ障す(表現する)行らであ
つたと思う。国欧の枠(綸口)を一つのジ
レンマと口nせ ず、自我のアイデンティ
ティ●立の凛体だと意餞 した。
同層は現在だ.野 球の「
沖水Jではない
い
わヽ綸百にお ても、もつと解放された自
前の芸術を、外来のr枠」を熱意瞼に借 リ
ることなく構築すべきだと思う。そのお

現代的な リアリティ

に、
沖縄の綸回の現在をどう考察し、どう
展開するか 。
アメリカが沖縄列島に砲鴨を浴びせて
いたその頃、アメリカンアー トの状況は、
ちょうど口欧のモダニズムから自立しよ
うと、
七転八●lの模索から、
一障の光明を
いた
■ようとして
。アクションベ インテ
イングの運動がそうである。それから ミ
ニマルアー トまでの姜術の流れは圧着で
あり、ミニマルアー トの達成を持つてフ
メリカは初めて独自の立 点とリアリテ
ィを■■ した。
僕たちは、
体内に沿びた砲弾を、
実
"だと
けでなく文化の決水をも、否定的弾広
して欧米に返さねばならない.そ れと同

元 俊

ーが開かれ 脱 ぎか
著に与える。ファスナ'く
(穿
け きかけ)のジーバンはかな り表現的
だ。そのイメー ジはジーバンのシンポル

ヤLと相候つて僕(たち)に郷慈を
誘う.そ の反祠、撃ち技かれた
誕
麻 とnり 同められた赤lllの
無表現1/だ.
質な漆は、
物質的―・
イメージは、そこで,き 製かれ
る イメージと物性のllで観者
の思=は 曹づりにされる.こ の
イメージは従来 の表現のあのイ
メージではない。フランク ステ
ラの■形定胤のイメージのよう
に作品が機能するヽのものだ。

な作品がある.能
澤二郎の1オペ ラ "シ
リーズ』だ。単位の班
製品、 コンクリー ト
プロックを素材 と

名 喜

ー ンズ シリーズ1で変悦 し
が、
今回の
'ジ
れ
までの素材 からイメー
たと思う.こ
へ
ジの機能
の晨￨￨と言うべ きか.蒻 製
のイメー ジを観
品である ジーバ ンは

IILか….
ここに極 めて■質

沖縄の戦後の絵画活動は、総 して作品
が共彙的であれ 抽彙的であれ 絵画の特
性をこ次元による造形的空間表現と結綸
づけ、
それに沖場の風土的、
歴史的、政治
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する形刻的な :事は、
を実現 している。屁
製品はもともと美術
的な素材ではな いが、

彼は■東の小さな島口の来材を
式薔に世界(アメリカ)の■代美
術に姜丸を送り続ける.僕 たち
は彼の仕事を同時代的傷として

彼の 作行ヽ と思オ
で、見事な美術品 (姜

鮨 ニロ,畠 安田圭￨ビル("1市)
"摯
る。デュシャンのレディメィ
ドのように
く沈殿 させる。そこに一つの可能性が

術)へ と変容 してい

深

詭念的でなく、手業を加えないミニマル
なプロツクの地肌 と刻まれ‖1られたプロ
ックの露な凹と,ヽ
は、素材の性質と相侯
つて、
を引き起 こし
絵画の地と図のIll関

ある.
『BT』 (100110)の 特集 「
綸面の現在 ￨
にある「
綸面綸以後のFtA(用崎氏)を眈ん

観者に一種の驚きを膀Jaする.形 力1的カ
ービングと書うには余りに無表現な、コ

術の レベェルで しか芸術は構想 し褥ない
ということが この見解は確凛 (10019

ンス トラクションと言うには余 りに廃墟
な作品の二重性〈
千卿疵夫氏)、狭間 (本

22画

人)が未知なる空間に う。
表■の7度 の
表現とも言える作興が そういう美術を
可能にした。
次に沖縄的でありながら、極めて特異
な官城明の仕事に触れたい。組国でなく
オブジェでもなく作品がある。作品に伝
統的な素材を導入し、その物質性に注視
し、表現性のない画回作りをしてきた彼

え因饉な時代にきている。優たちは絵面
(美府)を沖縄 という共同体の外樹に解放
し、「
絵画 の零度Jを表現のマ凛か ら解体

だ.結10だけ=う と、もはや猥 としての美

縄 10周年配念)での千葉成失氏
"沖
の話 とも一致する
l能性さ
。綸面は、その ●

し、同時代的な芸術の可Hl性へ新たな実
践を展開すべ きだろう.ta両 はァプ リオ
リに存在するものでなく、豪壊 と創造の
狭間に視覚表腱の構造 として、芸術 を媒
介すると考えられる (と 0さげルし,ん11)
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浦添 では された 「
■代形

刻展」に出品するために沖縄にはじめて
足を踏み入れたのは、1982年のことであ
る。私の感 覚が沖縄の虜にな つてしまう
きつかけはす べてこの展覧 会にあるのだ
が、この年の冬の沖縄 タイムス紙上に、
展覧会を見にきて くれた沢山の子供たち
を金頭にいれて、私は、 「l■
組の子供た
ちが持 つている視線 こそ沖縄の独 自性で
あり、可能性ではないだろうか。 彼 ら
は私にとつて本派的に紫llら しい教師だ
つた し、 また彼等の純粋 な力は卜
1縄を本
源的に豊かにする力なのではないだろう
か。」(1982122)と 記 している
この気持ちに変わ りはない.し か し、
私の感覚を決定的に沖縄に吸 いキ せたの
は 「
工陵 Jで あつた。沖縄 には、1982年
の後、1984年および1987年と今年の秋 に
訪れているが、嘔 崚Jと初 めて出会 つた
のは、今から4年 前、1987年の夏の■ い
来っ昼間であつた.こ のときの私の感覚
は 字営に直結する解放 の感覚であ つた.
かつて秋田県大協や北海道にあるス ト
ーン サーク,レを前にして、宇宙 を覚醸す
る感 覚に身 を包んだことがあつたが、ス
トー ン サークルが亨宙の秩序の前に全

てを競と化する深淵なる空間 とすれば、
「
工綾Jは 字宙の秩序を全て取込み、全
てを有とする十定としての壮大なる空間
であつた。私にとつてこの沖縄の子供た
ちと 「
工綾Jと の出会いが、沖縄への熱
いまなざしの出発点なのである。

改地する術も知 らない.私 に残された■
は、ロホ近代美術を相対化すること以外
に残されていなかった。この相対化の果
てに■得できるであろう美術が本涼的な
位相まで,1違と感覚。それが沖縄の子供

工陵」に対してもつた感覚であ
たちと 「
る。

感覚は、n理 を伴わず物発する。その
とき、感覚は自己弁餞もしなければ自己
否定もしない。しかし、
感覚を言葉に記し
たとき惑党は自らのもつ理路を求める.
呻 縄へ」という私の意腱も感覚が求め
る理路への意識である。この感党にして
も憲識にしても、美術という文脈に収傲
されるものではない。しかし、私は美術
するものであり、美術を私の武器 として
選んだ以上、英術 という文脈で幅るしか
ない.
私は確かに美術を私の武器 として選ん
だ。しかし、私はこの武番を決 して手玉
に取れない.む しろm昇 されている。な
ぜならば、美術 とはすなわち、近代美術
のことであり日本近代美術のことである
という、大きな落し穴に気づく前に武器
として選んでしまつたからだ.私 が選択
できる方法はふたつあつた。ひとつは美
術を捨てること、もうひとつは美術を改
造すること.し かし、美術を捨てること
は決 して 日本近代美術を無化することに
はつながらなかったし、だからといつて

日本近代美術
私は今、受術すなわち日本近代美術を
相対化することによって立つことができ
るであろう地平について述べたが、この
J喘 は日本近代美術を論 じることにはな
く、沖縄のもつ可能性を論じるものであ
る。しか し、そのためにも 日本近代美術
がもついくつかの見落としてはならない
事項を述べておいたはうがよいだろう。
0明 治期において 日本 という固定は、
欧米田日との対外的な関係から生まれた
ものであり、近代国家日本は、近代化の
帰相 として成立 したのではない。すなわ
ち近代国まである欧米躇口と、対等なる
近代国家をめざす前近代国家として成立
せきるをえなかったのである.
0こ うして生まれた前近代国家日本に
とつて、文化をはじめ国家に収激 されな
い制度は前近代のIIしとして、その存在
を認めることができなかつた。なぜなら
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ば、近代国家こそが近代最上の制度だか
らである。そこで美術が成立する。それ

は、この共同体を日本としてとらえる大

の点は、沖縄の現代美術を目るとき、欠
かせない歴史的要素であるにもかかわ ら
ず、なぜかないが しろにされて いる。私

たひとつの証 しであり、西欧近代の文脈

前提によつて成 り立 つている。それは官
の制度である美術館あるいは大学を中心
として、ジャーナ リズム 画廊 美術団

に仲間入 りするための手形であつた。
◎また一方、それ までの 日本の美術 も

体などによつて支えられてきて いる.
日本近へ美術を超寛 し、 「美術 : と し

この文脈からスポイルされてはならず、
例えば、 「日本画Jと いう概念も成立す

て成立するときがすでに訪れているのか

は 西欧近代を日本 という国家が受容 し

る。それは内在する美術の近代的概念で
あり、招来 した近代美術の口本版 として
の 「西洋画Jと いう概念 とバラレルな関
係を保守する.
0日 本近代美術は、教育制度 を含んだ

が沖縄に可能性 を感 じるのは、沖縄 の見
代美術の現況などにはな く、この歴史性
にある。

どうか‖l 断しかねるが、それは美l l家が
■
もつ感覚と論理、美術作記がもつ感覚と
論理、美F l 批
もつ感覚 と論理、 これ
" がとしての 日本を無化 して
らが官製共同体

近代以前 の美術 の在 り方に関 して注 目
されるべ き点は、貝層 (かいず り)奉行所

いるか どうか、無化 しているならばどの

という制度の存在である.琉 球工朝時代
において、美術 工芸品はいわゆる献上

様な共同体の感覚と綸■に裏打ちされて
いるのか、また業術家、美l F j 作
品、美術

品として、大きな需要があつた。琉球工

のとして生み出すばかりか、官製美術 を
無化 したところの美術 という新 たな地平

批評がIHつ感性 と論ユが1, 1共同体 とし
ての 1本を流央 し、無化 したとき、どの

朝は■芸立国 として、美lll 工業品が、
対タト的には武力に匹敵す るほどの力 をも

を麟成する。

ように美llf館
、大学といつた官 の術」
度お
よびそれ を支えている様 々な制度をIBみ

っていた。 この駅 上●.の多 くは漆器であ
つたが、それを帥作 して いたのが貝摺幸
行所である.琉 球11期には様 々な工芸の

かたちで明治政府の力によって、それ ま
での美術、直接的には江戸期の美術 と西
欧の美術、すなわち前近代の栄術と近代
美術の受容によって成立する。それも日
本美術の近代化 と、近代栄術 の 日本化 と
いう二本だてで成立する。
0こ ういった過程 を経て、成立 した美
lllは
、官の制度 として贖成 されてい くと
同時に、いくつかの過程 を経て、四欧の
近代に対するア ンチ テーゼの動 きにも
対応 した、美術か ら劇現していく流れを
生み出す。それは官の制度を無化する試
みであ り、日本近代に対する異議中し立
ての動きであ つたが、官の力の前に潰さ
れていく。
0大 平洋戦争が終決 し、民 主国家の名
の下に、新たに美
ら逸脱 して いく流
"か
れが 、これもまた欧米の動きに呼応
して
生み出される 美術が価るぎないもので
あることには変わ りがないにもかかわら
ず、この流れはさらに日本近代に対する
異麟 「
￨し 立てを再びそれも襦 るぎないも

林えるのか、それ らが私はいまだに見え
てきていないか らである.

沖縄 の 美

は共同なる惑覚と論理に裏打ちされた共
同体の中で有効な中1度である.ヽ
官のお1度として成立 した 日本近代美術

￨ ●■1 , 」
、

ばrtと詢器の

ために瓦卒行所 という役所がおかれて い

̀

私は、 「美術Jと は本来、現代美術で
あるととらえている。すなわち現代 とい
う同時代性に立脚 した、視 覚を中心 とし
た表現の用1度としてとらえている。それ

ためのキ行lTrがあり ,え

た。 しかし、貝信 ■行所が他と違うのは
員摺師主取 (ぬ しどり)2員 とともに絵節
主取 1員 、属員 6員 がおかれていた こと

￨ 1 経の現代美l l l を
垣間見るとき、日本
の美術状況 と大きな隔た リカ ることは
'あ
確かである。その大きな要因は、近代に
おける美術の受容のイ[ 方と、近代以前の

この絵師 は、漆器の ド絵 ととも
に工の御後絵 〈おごえ)を はじめとした
t衣装の下絵
絵画制作 をしていたが (婚ネ

美l r f の
在 り方の違いである. こ の心、
たつ

なども制作 した と記録には残 っている)、

J、トルコErル
ワリl」ト
Jξ

である
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する健が、ここに隠されているらしいの
である.
◆

◆

琉葉工朝崩壊以降の沖縄の美術、それ
は場的にいってくはとん どの死減>で あ
る。
琉球王朝 ―貝招幸行所力喘 壊 し、絵画
と漆審はそれぞれの道を渉む ことを強制
されるが、漆器の世界におけるくに とん
どの死減>の 象餞 としてlll房(べんぼう)
があげられよう。貝相申行所の回案や仕
様の資料は 「員摺幸旬 テ文書」という形
で引き継がれるが、実際引き継がれるの
は沖縄の惑性 をスポイル した漆器制作に
,ま しい気候風土 と技法 だけであった。
首里区立掟弟学校に漆工科が作られたの

醐

(1●ell〜17翻

ヨ嘘麟

1鵬田m)〈期mttR印

"腋
ここで問題となるのは、工朝お1度として
の絵師の存在 絵口と漆器の栞密な関係、
引国美術の受容と帥
流れである。こ
の3点 は、それぞれ格み合 いながら、琉
球工朝の装飾性の高 い美術 工芸品を生
み出していく,
漆器は日本列島 朝鮮半島 中国大陸、
東南アジアにわたって発達した工当品で
あるが、前球工朝時代の凍器は類 いまれ
なる螢飾性をもつている。様々な技巧を
凝らし精薇なることでは及ぶものがない
であろう中国大陣の漆器は、多大なる影
響を琉球の漆器に与えた。それは絵柄の
躇材より0し ろ技法と装飾性においてで
ある。装飾のための装飾 といつてよいは
どの琉球の漆器を生み出 した具指幸行所
に属している絵師が、姜飾性の高い7C鳥
口などにその本領を発揮したことは当然
といえば当然であろう。今では工芸品、
美術品とジャンルを分けてしまうが、琉
獄工朝時代では漆器も絵画も姜飾品 とし
て同例であつたのだろう.
それはまた中国美417の
受容と醸成とい
う点からもうなずけることである。琉球
工朝時代に強い影響を与えたのは、福建
の画壇である.福 建は中国の中央画壇か
れてはいるが、装飾性の高い7C鳥
らは夕ヽ
図などが日本にも渡つてきている この

)
̀ッ

福建●面家、孫ほに師事 したのが山 口宗
幸であ り、山 口宗手に師事 したのが座間
味席昌である。 この孫櫨 ―山 口宗季 ―座
間味席畠という中国美術 の受容 と醸成の
流れをここでは■及 しないが、山口宗手、
座間味席昌が、それぞれ独 自の姜飾的世
昇を生み出した ことは、漆器と共にアジ
アの中で琉球が文化の発信地 として■立
していたことを物語 つていよう。

が1905年、沖縄工芸指導所が作られたの
が1927年であるが、講師 技師は日本人
が担 当 した.と りわけ沖縄工業指導所漆
番都主任技師 として生詢弘が赴任 し、ク
ラフ トデザイン運動を起 こし、IE房の名
で沖縄凛,を 世界的に広めたことは特記
すべ き事項である.そ こで生み出された
のが相崎栄助デザインによる数 々の名品
である。この近代デザインの一般品は、し
かし、どう見ても徒花である。これは沖縄
の漆性が沖縄 という0と つの地域を越え

このアジアに燦然 と暉 く琉球文化が、
官制度の中で育まれ成立 していったこと

て世界に発信 した文化、というよりもむ
しろ近代化 を突き進んでいつた 11カ :、
ただ単に沖縄 を利用 したにすピない。そ

は、皮肉といえば皮肉である.先 に、受

れは廉価で大量生産することに主眼をお

術 工芸品が対外的には武力に匹敵す る

き、沖縄 の澪密が■退 していつたことと

ほどの力をもつていたと記 したが、琉球

裏腹な出来事なのである.

文化は1879年、スカを背景にしたいわゆ

文化とは受容 し、的 載し、発生するも
のである.こ の受容 とは、タトからの受容
と過去からの受容 という二重構想 をも つ

る琉球処分からの明治政府 の続治によつ
て、木つ端み しんに打ち砕かれるのであ
る.そ して、こφ明治冽
成 した技が官
"の
であつた。
樹度としての美術の成立
この近代以前の琉球美術の在 り方は、

ているはずである。それなくして一方的

様 々な点においてこれからの研究を待た
ねばなるまいが、今ここで概略を述 べた

ではもう一方の絵画は どうか。絵画は
完璧に日本近代美術 の流れの中に飲み込
まれていく。その大 きな要因は、東京美
術学校から、沖縄県立第 一tl学校、沖縄

官制度 としての絵師、
IA画 と漆器の関係、
対外文化 の受溶 と饉成 といつた間目は、
ある意味では沖縄のコ ●につながる問題
であり、沖縄の現代美術 を語る上で無視
できない問題なのである。なぜならば、
沖縄 の現代美術が抱えている状況 を突破
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県師範学校 へ という明治政府 の中央集権
的な教育制度であ り、その逆照射 として
の数 々の英術 団体 である。
前者から生み出されたのは、 「
東京に
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に生み出された文化は、根無 し車の文イ
ヒ
い
としてま退 して くだけである。
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負けな い沖縄」という志向であ り、後者
を生み出したのは、 「日本ではない沖縄J
という意識であろう。 「
東京に負けない

から解き放たれ、 「美術Jと して成立 し
ようとしているとき、沖縄の現代美術は

沖縄Jは 、東京の展覧会で受賞すること
が沖縄の近代化の証 しであるというよう

日本の近代美lFjが日本近代美術の呪膊
から解き放たれるためには、日本近代美
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術を自らのうちに取 り入れ乗 り越えて い
くという、ひ とつの 自投行為をしなけれ
ばな らな いのだ。すなわち、戦 う相手が
戦 いのための武語であるというジレンマ

説としてのマニフェス トを伴つた顆いの
グループではない.こ ういつた動きは沖
縄独特のものではなく、 日本では各地で
同様な動きが発生した。しか し、これは日
本の話であつて、沖縄は日本ではない.
日本人の私がいうのも僣越であるが、
この事は肝に命しておかねばならない.
なぜならば、明治政府が送行 していつた
日本近代美術の成立とは、日本絵画の変
容としての 日本国と、近代絵画としての
西洋画を受蓉によつてなしえることだっ
たのである。すなわち、日本美術を共に
日本美術として生み出すためには、日本
近代美術としての成立が不可欠であり、
それは■に国洋目 を受容すれば事足りる
のではなく、同時にこれまでの日本綸面
も近 の中に取 り込 まなければならなか
つたの
̀ヽである。そこで沖縄な ど眼中にな
かつたのである。かつて 日本にとつて夕ヽ
来文化とは、基本的に中国の文化であ つ
た。それが明治になって西洋にとり変わ
つた。饉蝙に いつて しまえば、ただそれ
だけである.し か し、沖縄 ではそうはい
かない.全 てがひっくり返つて、 「東京
に負けない沖縄Jと 「日本ではない沖縄J
というジレンマを抱えたままで、太平洋
戦争が始 まる.
1045年以降、明治期 となにが変わつた
か.本 質的にはなにも変わ つて いな い.
沖嶋の政多 くの央術家は、l■
Aの 美術団
体 と東京都美術館で展覧会を開催す る美
術団体に属 している.沖 縄における美術

なにをしているのだろうか。

沖縄の民族主義に止まっていてもなに
も見えて こないだろうし、か といって根
拠のな いインターナショナ リズムを唱え
ていても足元を掬われるだけである.こ
ういつた落 し穴にはまらないためには、
沖縄の歴 史を見定めることによつて そ
れを指弧の中に いれ、世界へ立ち向かう

を乗 り越えて いくしかないのだ。しか し

しかないだろう.沖 縄にはそれができる

沖縄は違 う.明 治以来、注入された 日本
近代美術 を無化できるエスニシテ ィーが
あるのだ。エスニ シティー とは、近代国

力がある と私は信 している.

家に収散 されない民族 (共同体)と して
の帰属意識である.
この沖縄 のエ スニシテ ィー とその顕在
の仕
化
様が最も国著な美術家として、私

閉ざされた昴に気が付かな いもの、扉
の鍵を探そうともしないもの、そういつ
た輩は安酒の力でも借 りて、場末の酒う
でとぐろを巻 いていればよい.

は豊平 ヨシオ をあげたい。沖縄 のエスニ

ウチナーよ 発信せよ

シテ ィーを背景に■平によつて発現され
る作品は、世界へ突入する力をもつてい

力を発揮せよ

る.エ スニシテ ィーに事打ちされた■平
の作品に内在する自我とリアリテ ィーは

日本近代美術 を無視せよ
と共に夢 をみよ
隆起Prl瑚
そして夢 を

見るものを,撼 させる。沖縄 を飛0越 え、
沖縄に固執する■平の自我とリア リテ ィ
ーは、 自我 を覚回 したがゆえにな しえた

我々にかたれ
我 々は我々の夢 をみつけだすから
ウチナーよ

L「
界 との一体化へ向けた 自我の放栞であ
リリアリティーとは世界 との一体化へ 向

夢をかた りあおう
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けた沖縄の リアリティーである。
すべ ての腱は、 この自我 とリアリテ ィ
ーにある。
美術 を歴史的必然性の上に乗 つて語る
ことは 決 してlT当ではない。 しか し、
近代美術が、まさに朋壇 しようとしてい
る現在、現代美術 を歴史的にとらえるこ
とは、ひとつの必然でもある.■ 平かも
つ自我 とリアリティーヘのまなざしは、
世界史の、,岨 史の、そ して豊平自身の
個人史の必然である。それはひ とつの生
存をかけた必然的な職 いである。
戦 い、それは最も沖縄 に相応 しくない。

とは、東京における公募団体のそれであ
る。戦後、日本英術 と沖縄美術の関係は公
寡団体 との関係に収餃 されて しまう。沖

だからこそ豊 平は戦えるのだ。

縄からはほとん どなにも発信されていな
セ、(ほとんどの死滅)とは 事実である。

た。そ して、その末高は日本近代美術 とそ
の周辺に 自らを与することによつて、美

そ して沖縄 か ら

術家たる存在に明をしている。それは完
壁に必然性 をスポ イルして しまつた存在
証明である。そ こには自我を放栞する し
かない 自我へのまなざしは微塵もない。

日本の現代美術が日本近代美術の呪絆

獲得できるであろうリア リティーヘのま
なざしがあるわけがない。

日本近代美術は確かに)1縄に注入され

もちろん、このぎ りぎりの選択の果でに
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山本 方失(やまもと 0で お)
1951年、東京生まれ。横浜在住。作
家活動と共 に企画 批評活動を展開.
1992年、9月 から11月にかけて、lⅢ
かわきき市民支(ヒギャラリーにおい
て、 「エスニ シティー」をテーマに
した晨覧会を企画 中。 (在沖饉の能
子氏も出品予定。)
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「
北九州市立美術館」
先 日、画廊 のスタツフ4人 で秋の九州

くらい、物 として圧倒的な存在感があつ
た.50年 代の抽象作品からミニマルアー
トヘ移行 し、90年度 の最新作まで30余点
が、ゆつた りとした空間に展示されてお
リステラの世界を十分に滴喫できた。 と

を楽 しんだ。 日常の生活 を抜けて、久々

ころで沖縄の新聞も最近、文化行政、美

の美術館 めぐりの旅 である。福岡市立美
術館、石橋記念美術館、北九州市立美術
館と日て巡 つたが、その中で一番印象に

術館の事 を取 り上げるようになった.琉
球新報の記事 によると、来年 ('92年)か ら
美術鮨建設へ向けて、検討委員会を発足

に影響を与えるまでに至つた。今回そう
いう意味をにおいて 日本の美術に期待が
あつたのも事実。しかし、世界的な綸面
を記録的なプライスで落札する以外は,
々の記憶に残る話題は生まれなかった。
我々の言葉によるオリジナルな倉1造は、
まだ熟 していないのだろうか。しか しも
う時代は、いわゆる美しい鸞、きれいな
絵だけ では■ りきれない所 まできている
のではないか.
千葉成夫の本のなかに 「
我々はある地
平線に投げ出されたしまった。」という
くだ りがあるが、
彼の言葉を借 りなるば、
我々は、ヨーロッパの印象派でもな く、
アメリカのポツプアー トでもない、我 々
のおの創造を模索する作業に入らなけれ
ばならないと書うことか。
そう考えると、
我々の今の時間、我々の立つている地 点
をいろんな角度から検証する事が要求さ
れる。そのおにコンテンポラリーアー ト
の 日的綸面)の意味が、大きく存在をな
してくるものと思う、我々の現在地点で
ある.
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1日
洲市頭薔師 て
残つたのが、北九州市立美術館だつた。
旅の最終日、早朝のパスを障 り、公園入
口から縁の木立に囲まれた遊歩道を散策
しながら丘を壼り切ると、突然視界が開
け、双眼院のような形をした建物が日の
前に■われた.実 にユニークだ。迫力が
あリカ強 い。let上 、二つの突き出した
部分を通れた事が不思議に思えた。磯崎
新の設ltした美術館だ。中は予想 したよ
り広く、静寂に包まれ、厳粛な気持ちに
なり、￨1艦中のフランク ステラの作品
に合えるかと思うと胸が高まつた。会場
に足を運ぶと巨大な金属の レリーフが、
荒々しくせまつてきた.ステラの作品は、
1′
颯で3〜 4mも あり、壁に掛けてはい
るが、突出し、カープし、厚みのある空
間を構成 している。この作品は平面なの
か、形刻なのか、いろいろ頭で考えるの
だが、その様な事はどうでもいいと思う

させると大l口
知事も発自している。やつ
と一歩踏み出した感があるが、この北九
￨￨liヤ
り
美術館のように立地環境や、企画
コンセプ トを持つた,ヽ
民の誇れる美lll館
を￨:つて欲しいと思う.
(長■ ■)

「
現在地点J
我々の
1991年、日本 を中心 とした II界的な綸
面ブームはパブルが弾けるとともには界
の業術マーケツ トの
から日本は消え
"台ツポンの美術市場
た.世 界の経済大国ニ
,"壇は豊 かさについて考えさせ られた―

先の10周年配窓朧演会(千圭成夫氏)でも
「
固有の美」が話題になった。
近代化100
年の日本は、その本来の固有の音感や姜
感、味覚感をも本質からズレ、
歪み、ある
種のモノを失つたかも知れない(?).今

大パフォーマ ンスであつた。それまで経
済大国だ つたアメリカは 自国のオ リジナ

号に寄 して下さつた美Oj評●察の山本
氏も、近代化 ウイルスに■の■ までは汚
染されてない地域として沖縄をとらえ、
沖縄の美術家違に熱いエール を送つてい

ルな美術文化 を世界に放出 し、 リー ドし
てきた。概念芸術、 ミニマルアー ト、大

る.ア メリカ世、ヤマ トウ世になつても
踏み潰されな0、 沖縄の回着性…それは

泉芸術ポップアー トを生み出し、世界的
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りんけんバン ド、■納昌吉+チ ャンプ
ルーズ、ネェーネェーズと言つたウチナ
ーサウンドが人気を集めている。時のワ
ール ドミュージックプームにうまく乗つ
たと決めてかかるにはイージィーだ.美
エスニシテ
術の世界でも f固有性」や 「
(民
ー
イ 」
族性)が 問題にな っていo.
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