ニ ユ ー ヨー クの 美術紀行
86年夏、ニ ュー ョー タを拠点 こして約
3週 間、東海岸の主要都市 にある美■鷲
を見て回 った。3年 前の薄れゆく言
][を
たよりに、ニ ュー ョー クの美御 大,兄
をレ
ポー トしてみたい、
ニ ュー ョー クに着いたのは7月28日午
lll時
後 4時 半 (IF■
間)てあ った。 JFKケ
ネデ ィ空港からクーラーのない固いシー
トの イエローキャブに揺 られて、マンハ
ベニ ューの岡1奇
ッタンの 8 thア
乾二郎宅
へ向う。同時氏はアジア財団の受学資金
を得て、一年Faiニ
ュー コー クに滞在して
勉強中。東京生まれの現代美lrの
美llTの
新進の若手彫亥1家で、奥さんと二人てマ
ンション住 まい。氏のマンションで荷を
ほど くと、さoそ く夜のマンハ ッタン見
しの コイン (トー クン
物。地下鉄で 1ド ′
と言 う)を 買 って、初のニ ューヨーク地
下鉄体験をする。とりあえず60ス トリー
トまで行き、そこからバ スに乗り換えて
5番 街をバ スの中から見物。途中かなり
大きな本屋があるので聞いてみると図書
館だと言う。 メインス トリー トのす ぐ11
にあ って、しか も夜遅 くまで開いている
公共の施設があるのは、さす力ヽこニ ュー
ヨー クであると感 さする。マ ッチ市長が
図書館に力を入れるというのは聞いてい
たが、わが沖縄の貧弱なるしか も管理的
な図書館のあり方を考えて嘆軋
翌朝はきっそくセン トラルパー クを横
切 って、メ トロポリタン美術館へ。 メ ト
ロポリタン美綱
予館は5番街のセン トラル
パー ク沿いにあ って、その規模は収蔵品
3百 万点を越える世界南数 の美術館 と聞
いていたが、その異様にはやはり驚嘆す
る。先liの図書館と同様 メインス トリー
トに面 して いて、しか も半径 1マ イル程
に数多くの美術薦 やギャラリーが点在 し
ている。銀座や国際通 りに美llT館
がある
ような もので 誰のための施設か、
そのI電
の
念や方針が建キ
切 配置を見れば即わかろ

うとい うもの.玄 関を 入ってす ぐに巨大
なロ ビーがあ り、その左但1のギ リシャ、
ローマ美術か ら見てい く。キ ュクラデ ス
島のかな り省略 され、単純化 された=、く
よかな彫刻が古代地中海の氏族 について
思 い起 こさせ 、初期 アルカイッククー ロ
スイ
少な感動 (ギ リ
象 (男千 青年像 )に もな
シャ人の第一歩 とい う歴史的な思い)を
覚え る。約 2時 間近 くが すてギ リシャ、
ローマを 見た後、 二階 に上が リヨーロ ッ
パ絵画を見てい く。 12世紀か ら19世紀 ま
での ヨーロ ッパ:会画が約 3千 点嶋 載され
てお り、凄 ま しい量の作品が無数の部屋
に展示 されて いる。 マニエ リスムの画家
プロンズ ィー ノの 「
青年の 肖像Jの 本物
を初めて 目にす る。気づ くことは展示の

のことは2日 後の近代美付館を見に行 っ
たI寺
、は っきりと確信 したことである。
メ トロポリタンを 2日うЧナて見たiた
近
へ
はヽ10ヽlAと言
代美術館 ,近 代美llT館
う愛称て呼ばれていてメ トロポリタンか
らダウンタウンヘ少 し降りて う番待iを右
、
に入´
たところにごく普通の ビルと同様
に建 ぅているこ地下 2階から5階 までが
共術館で上かマンションというい力ヽこも
ニ ュー ヨー クらしい思 い切 った造りで、
84年にこのような大改装を したらしい
ヽ10ヽlAで はちょうとジャスバー ジョー
ンズの版画の
とウィーン展を して
ー
いた,ジ ョ ンスはアメリカではもう古
典的な作家であり、サザピーズのセ リで
は凄 ましい高価な値がつ くとのこと。版
画 はほとん とが リ トグラフで例の筆の規

ホ イ ッ トニ ー美術 館 の ローゼ ン
ク イ ス ト作 品 .

ことである。 フラッシュな して写真が害1

りと良 く撮れる。 ヨーロ ンパ絵画だけて
のレ
約 2時 間力ヽナて見た後昼食。美7tF館
ス トランとは思えない豪華 さ、と言 って
もアメリカの美術館のカフェテリアや レ
ス トランはどこも素晴 らしく忘れがたい
が、
昼食の後見残 した19世紀絵画を鑑賞c
つ くづ く思 った ことは ヨーロ ッパ絵画の
絶え さる革新 と論J馴生である。それは歴
史の連続か ら生 まれ る伝統であろ う。そ
の圧倒的パ ワーは,謝生よりも論理で迫 っ
て くる。その1寺代 々の様式の中で数多 く
の同系列の作家 の中で美術史に残 って く
るの はコ ンセプ トの は っきりしている作
家であ り、それ さえは ´きりしlrt l■
ば
ゲ丼■である, こ
上が りのititti
[[:未
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とで占め られていた.組 み版画が多 く右
と左て コ ンセプ トを違え組み 合わす こと
によぅて生 まれ る効果を考えて いる。 モ
ノ トー ンよ り色をf更って いる版の方が人
気があ って僕 もそち らの方が出来が良 い
と思えた。
画集でお〕‖
染みのマチ スの 'ダンス,
か部屋の壁一杯にかか リ ポロ ックの 「ワ
ン」が この国でのポロック神話を物語 る
かのように、特 に位置を与え られて展示
■ている。
さオ
i[代美術館について、その魅力はい く
ら語 って も語 り尽 きないが紙数 も追 って
きたので次回で言
寺田に述べてみたい と思
う。
( おなが なおき= 高 校美術教論 )

アー トライフは OCク レジッ トで.―――
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沖縄で絵画すること
[司会]本 日は、お忙 しいところお集ま
り頂 いて有難 うございます。沖縄での絵
画i活
動について座談会を進めてまいりま
ので
、宜 しくどうぞ。まずは皆さんの
す
の
表現 根源みたいな ものを聞かせて下さ
tヽ
。
[渡名喜]僕 は芸術の特権性というか、
巻で言う絵描きから、いつ も逃げて来た
という感 じがする。それに対す る戦いの
姿勢というか、どこに降りてい くかとい
う形で自分の美術が始まったんです。そ
れは、絵画とい う形式と表現とを一体化
させ るとい うか、相互関係を作ることだ
と思う。相変わらず暗中模索 といったと
こだけど、もっと現実にマッチした別の
表現が欲 しい感 じ力す るんだ。今、中央
を乗 り越えた形での地方性というか、別
の新 しい芸術が起 こりつつあるという感
じがするな。
[司会]伊 江さんは、いかがです力、
[伊江]僕 は3000年前 に遡 りたいんだけ
ど…。それは中国の殷周時代のことなわ
けです。
絵か文字か、
または絵文字かとい
う時代なんですね。僕はそれが 自分自身
の原点だと思 っています。ものを○とか
△とカロ 坦どで表現すること。伊lえば、
鹿などが描かれていたら、ああこれはシ
カなんだと考えたり、あるいは文字に見
えたり、絵 に見えたりするわけですね。
楽 しいか ら描 いているとい う1カ兄、その
時が僕なんかすごく感動する。 ものを作
る喜びとい うのは、そういうところにあ
るわけです。 その喜びて僕は仕事を して
いる。
[司会]金 城 (満)さんは、どうですか ?
[金城 (満)]今 、伊江さん力1見覚的なお
話をなさったわけだけど、僕の場合 そう
ではな くて空気感 なんですよね。その空
気感が きじむ時 に、絵を描 く素材がある
わけです。例えばオー トバイに乗 って走
っていた りすると、その感 じというのは
とて も粗 い粒子の世界なんです。ところ
が、絵画するとい うのは、もっと細かい
粒子まるで摺り鉢で潰 した状態 に近いわ

けです。日常力湘 tヽ
粒子だとすると、絵
を描 く状況というのはもっと細かい粒子
を出 して見るとい うことです。
時には、ノ
イズが ピカッと火花を散 らした りする。
それをどのように表現 しようかと思った
日
寺に、初めて視覚の領域が入って くるん
だ。だから、僕の場合視覚から入るとい
うのではな く、粗 い粒子の中にある細か
い粒子のノイズか ら起 こるデ リケー トな
部分を感 じた時、
創作に入れるわけです。
[司会]金 城 (明)さ んは、 ノイズとい
う捉え方をすると、沖縄の市民生活のノ
イズを画面一杯に散 りばめているような
感 じがするんですけど。
[金城 (明)]僕 の感性は頭か ら流れるの
ではな く、 じ力ヽこ目から手へ とい うこと
なんですね。僕の仕事は、在来種を採集
しているような気が します。植物に限 ら

左か ら金城満

伊江隆人

代表取締役 田

渡名喜元俊、金成明―の各氏。

ず建物、風景 などもそうなんですが、外
来種に追 いや られている状況があると思
います。その辺 りを、拾い集めているの
が僕のやっていることです。
[渡名喜]大 嶺政寛氏力満 かなかった沖
縄の素晴 らしさは、もっと沢山あるはず
なんだ。例えば、カーラ家の中で生きて
いる人間の闇、物理的な光が届かないと
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ころをとって もそういうことが言える。
しか し、それをやるには明一のカーラ家
じゃ困るんだ。 もっと別のカーラ家がほ
しいんだ。
[伊江]で も、ものを作るとい うのは、
や っぱりその緊張惑が、 ものす ごくZ要
なんだね。
沖縄には緊張惑というものが、
あまりないんだ。人からいろいろ言われ
てみないと、恐怖感 も緊働惑も出てきや
しなヽ、 しか し、その緊憾 のある時こ
そ ・
神"を 感 じるんだね。 「
神は生きて
いる」って思うんだ。神は愛なんだって
ね。金城 (明)さんのことで言えば、僕は
カーラーつて世界に勝てると思う。まだ
まだ、
赤ガーラの仕事は残されているし、
素材なんかを考えると、沖縄はパ ラダイ
スなんだ。
[渡名喜]確 力ヽこね。その方向性をもち

なが ら何故、絵画を作 らなければならな
いかということを、きちんと押さえてい
ないと日本、世界で通用する作家 にはな
れないという気力す るね。沖縄には素材
が豊富だといって、い くら沖縄の葉 っぱ
を コラー ジュしてみて も、頭の中力ヽ日来
の近代絵画の考え方では絶対にダメなん
札
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伊江 隆人/金 城 明―/金 城 満/渡 名喜 元俊
[金城 (明)]僕 の場合、比較対照 と しの
ヤマ トとか世界とい うのは意識 にないん
だ。 そ うい うことでは、意固地なまでに
自分の絵 との関係て しか、 自分の絵を進
めていけないわけです。 自分で 自分の絵

れないということがある。沖縄の貧 しさ
と勝負していた ら、仕様がないという感
じもする。 そういうことで、沖縄で芸術
活動 していて'ヌーナイガ?Jと い う気持
ちは、とても強いね。
[伊江]描 けていければ、いいと思 うん
だけどね…。
[司会]沖 縄でやってい くとい う方法論
につtヽ
ては、どうで しょうか ?
[渡名喜]そ れは、在野の公募展あるい
は現代絵画展で展賞を貰 って伸びてい く
方法 もあると思うけれども、沖展で某賞
を獲 ったか らといって、経済的なパ ソク
アップがあるわけじゃないんだ。基本的

を意味付 け したいわけです。だか ら、自
分の絵を ケナ されて も、それはそ うか と
しか言えない。
[渡名喜]tヽや、ケナ してい るわけでは
ないんだが .
[金城 (満)]う ―ん。僕 はこんな感 じが
す るんだけど。 カーラとか一つの言葉み
たいな ものを使 って、何を しゃべ って い
くか とい うことで しょ。つ まり、 しゃベ
る ものがない と、カーラとい う言葉を し
ゃべれて も、あ るいは使 って も仕様がな
tヽ
。

[渡名喜]つ まりね、絵画という容器が
ね。 そこでは容器が西洋絵画なんだ。そ
の容器の中で しゃべ っちゃ、や っぱりい
けないと思うんだ。西洋の中でウチナー
ロを しゃべ っているわけよ。 もっとウチ
ナーで、ウチナーの素材で、 ウチナーロ
を しゃべれないかと思うね。
[金城 (満)]つ まりね、しゃべ りたい も
のを何語で しゃべ るかとい うことがある
わけです。何が しゃべ りたいのかとい う
ことを、日常的に取り込んでやっていこ
うと思う。

八重山風景」
大嶺政寛 「

には、沖縄 で美術状況が熟す る.銀 があ
ると思 う。沖縄 の画家 は、 もっと別の方
法を考えない とヽ■ナない。前衛を求 める
世界が崩壊 しつつ あるとい うのは、我 々
にとって救 いだ と思 うし、その辺で ロー
カル性が グローバルな世界に繋が って い
くんだ と思 う。 ビー ンズ ・バ ンクとい う
言葉があるらしいけど、原種の大事 さが
今盛んに言われて いる。我 々は原種人だ

[司会〕 ここで 沖留 とい う枠を意識
的につめてみたいんです力ヽ
[渡名喜]自 分の孤ll的な世界では、全
ての ヒエラルキーがないはずなのに、現
実社会では絵画のとんで もないヒエラル
キーがあるわけです。沖縄では 沖展・
にして、 ものす ごいヒエ ラルキー
を課 、
があるんだ。その中でシヨシヨやらなけ
ればならない自分がつまらないし、何と
が賞の候補になったとか、獲 ったとかと
て もつ まらないわけです。芸術は本来、
価値体系をぶ ち壊 してい く作業だと思 う
し、そういう作品は本当は高 く売れるん
だろうけと、沖縄の貧しさゆえに高 く売

し、太古 の地球 0櫂 求)が グツグツと煮え
た ぎっている。そ うい う意味では、戦 い
うる1大
況がで きてきている。
[司会]そ の ことは世界の経済 とか文 化
とかを超えて、個 々の オ リジナ リテ ィー
で勝 負で きる時代かや って きたとい うこ
とで しょうかc
[渡名喜]オ リジナ リテ ィーを超えると
い うか、そうい う認識 がポス トモ ダ ンあ
￨る
いは世紀末だ と思 う。 それだけ、我 々
が世界に羽ばたける時代が来たんだなと

ヽヽ
ま した。

株 式 会 社 リウエン商事
城

義

寺間も無 くな りつつあ
[司会]だ いぶ、日
りますが、あ りきたりですけど最後に今
後の抱負を聞かせて下 さい。
[金城 (明)]最 後の方で出たオ リジナ リ
テ ィーということなんですけど、それを
自分達で しっかり視て、意味付け してい
くことが大事だと思います。沖縄の人は
外ばかり向いて、なかなかそのオ リジナ
リテ ィーに目を向けて、表に出す作業を
していないんだと思います。
[渡名喜]僕 は世界に羽ばたくことしか
ないですね。
沖縄 も世界
世界とい うのは、
世
だ し、
世界も世界ということですよね。
界に渡名喜元俊というアーチス トがいた
んだということをね、残 したいですね。
それが作品に望むことだし、夢ですね。
それがないと絵は描けませんよね。
[伊江]ク リアーする。 この一語 に尽き
るね、僕は。つまり、一つの作品が出来
たら、それをクリアー して次の作品に
う
む。常 に自分に挑戦 していきたいとい'L
ことです。
[金城 (満)]ど うして絵を描 きた くなる
自分が存在 しているのかということ。そ
れが一番知りたい。その時、人も自分も
好きになれると思 う。
[司会]い ずれにして も、精一杯のエネ
ルギーを費や して作品に向か って頂けれ
ばと思います。沖縄の美術はまだ始ま っ
たばかり、アーチス トがアーチス トとし
て本格的な仕事を して行 くというのは、
これからだと思います。 どうぞ頑張 って
下 さい。本日は、どうもありがとうこざ

聰 1 仙町 n i e d c t t h .
代表取締役 社長 宮

いう気がする。
[金城 (満)]ク ワタァ、 クワタァーと、
その時代の音が聞 こえる感 じがする。
[伊江]そ うだ、そうだよ。皆で門を叩
こう !で も、皆沖縄から出てどこで もい
いからぶつかってみればいいと思う。そ
こから、きっとf可
■るんだと思う。
力吐 まオ
この狭い四畳半の沖縄て ものを作 ってい
て、わからないことが確力ヽこあるんだ。

明
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:報
ギャラリー
1青
〜1 7 日
12日
啓/ 9 月
1 伊江隆測
「スリサーサ ァ、スリ、ヒャ 7、 ス リサー
サ ァJの 伊江 さん独特の リズムと気合い
が画面か ら聞 こえて来 るよ うだ。昨夏の
ニ ュー ョー クでのパ フォーマ ンス以来、
画面が大 きく変化 して いる。 クロスオー
バ ーな、
味 クー ターな線 、自在に画面を走
る墨が気持 ち良 い。40日間のニ ュー ヨー
ク滞在の成果が見 られそ うだ。

〜8日
ヽ110月3日
1金城明

家 ・幸地学 さん夫妻の案内で、美術館や
博物館そ して画廊の 日常を見ることが出
来ま した。やはり、 フランスは歴史が深
い事を感 じます。絵画に も彫′‖こも、す
ぐ手が届 きます。生活の中 に本物があ る
のです。 いつで も誰で も、偉大な芸術家
達の作品 に触れ る事がで きるのです。幸
地 さんは 「
美御 埴に来 ると勇気が沸 いて

さな島国か ら世界に通用する画家を生
4ヽ
み出していける画商 として、仕事 に期待
と自信をもっていきたいと思います。 も
の理解と
ちろん画家とコレクターと画lr・
協力があ ってこそですが、それ もそう遠
くはないと思います。 (劇 底 貴子)

くる」 と言 っていま したっ人 々は皆、か
つて人間の歴史や表現の中に、 自分の生
き方を確認 して いるのか も知れません。
羨ま しい限 りです.偉 大な芸術家 と呼ば

みなさん、IJめまして。私は今年の 3
月か ら、画廊沖縄に勤めています新人の
王ナハです。アメリカの大学ではデザイ
ンを専攻 していたので、国内外のいろん
な絵 に囲まれて仕事ができる画廊は、私
にとってベ ス トな職場です。 アメリカの
画廊は規模も大きい し、人 々のアー トヘ
の親 しみ方が日本とでは比べ ものにな り
ません。 この意味でも、沖縄にも画廊が
増えてきたことはとて も自 ましいことで
す。画廊沖縄のスタッフもパ リやニ ュー
ヨークヘ と国際的に絵画市場を探索に出
て、最新の情報とより良 い絵画を見つけ
出す事に力を入れています。画廊へ来 ら
れ るお客様には、絵に詳 しい方と初めて
の方 といろいろい らっしゃいますが、絵
との出会いに も恋愛型 と見合い型がある
ように思えます。最初から好きでその絵
を求めに来られる方 は、恋愛型。初めは
理解できな くても、時間力平Iてば経つ程
わか り合えるのが見合い型Lそ のどちら
の タイプ も、波長の合うパー トナーと出
会えるのが大切ですね。そ こで私達 スタ
ッフが仲人役となるわけです。
内在
時々、
する何かを自由に表現できる作家が、う
らやましくな った りします。で も、自分
と同 じものを含む絵 と出会えた時には、
又この上な く感激するものがあります。
これか らも画廊沖縄 は質のいい絵をi諜
し、貴重な出会いができるようお手伝 い
していきます。新米の私ですが、どうぞ
宜 しくお願 い致 します。 (玉那覇 弘子)

れた画家達 の作品を身近 に感 していると
「
,中
縄 に も素8青らしヽヽ
画家が tヽ
る !」 と
私、
自身強 く実感 して しまい ま した。 それ
と同時 に沖縄の歴史や文化を学び、認識

ここ 2、 3年 金城氏 は島尻あた りの生活
1風
景を題材 に した作品が続 いて いる。 こ
れ以上で もなければ、 これ以下で もない
とい うリベ ラルな視座 は一貫 して通 して
いる。島尻の地にマー ヒラキー した画家

l島

が 、今回 どのような作品を発表す るか楽

一

しみだ。
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昨年度開かれた第 2回 ロダン大賞展での
ゴヤ氏の受賞は、県内の彫刻界のみな ら
ず美lT界全体に実のある希望の もてるニ
シ
ュースとして届いた。
受賞 した作品― 「

コヤ

フ リオ 「
作 品 89J

ンフキニア」(38×38メ 8 8in)は
現在、
美 ケ原の野夕￨こ永久展示 にな っている。
今回 は受賞の ノリを発揮 した作品群にな
るて しょう。乞うこ期待。

(り
ノ
の
五日
間
去 った 5 月のG ・ W に パ リに行って来
ました。パ リ市内に住む沖縄出身の彫亥1

月d‖
b鱚

「ホ ン ピ ドウに てJ

しなければと思いました。幸地学さん専
属の画廊オーナーであるクロー ドさんに
パ
も パ リの画廊を案内 して頂きました。
リもギ ャラ リーにより、カラーカヽ皇いま
す。日本人好みの装飾的具象画を扱 った
ギャラ リー もあれば、現代絵画を扱 った
パ リの画商は偉
ギャラリー等、
様 々です。
大な芸術家の作品を数多 くコ レクション
して運営を しているので、若い卵達は大
変です,画 廊で扱 って貰えぬ限り、世間
に認められないので必死に自分の作品を
描き、売 り込むのです^あ る画廊で、こ
んな事がありました。日本から画商が来
ていると聞いた画家 は、竃 =で 自分の作
品の値段を上けたいと言 って きました。
それだけ日本人は金持ちで、絵を高 く買
い取 って くれると言うのです。日本人の
絵画の 見方、買い方には疑間をもたざる
を得ません。それから考えさせ られた事
は、日本の価格の決め方にサイズを基準
にしていることです。Flえば、A作 家の
評価価格号単位10万円単位 と決め られる
と、そのA作 家が描 いた作品は全て号単
価10万円で計算されて しまうのです。こ
の方法は日本だけだと思います。 クロー
ドさんは常に作品のサイズや出来具合に
より価格が異なると教えて くれました。
同感です。今、私 は営業担当の一人です
力ヽ 今回のパ リの旅で世界の美術界がよ
り近 くなったと感 してます。沖縄とい う
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初めて座談会を組んでみた。なかなか
話がまとまらない。やはり,中
縄でアー ト
を続けてい く事の難 しさを痛感 した。作
家個 々においてかなりうっ積 したものが
ある事を確認するに止まった感がある。
今後 は、 もっと突 っ込んだ話を展開 して
いきたい。 しか し、これからの沖縄のア
ー ト界を リー ドして行くであろう作家達
が、強い表現意欲を示 した事は、何より
も心強 t ヽ
。 ( 上)

絵 画 ( 油 彩 水彩 版 画 ) の専 門店

画廊 沖縄
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