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ゲンビどこでも企画公募 2018 展（審査結果・展覧会開催）
2018 年 11 月 10 日（土）〜 11 月 25 日（日）
主催：広島市現代美術館

協賛：オタフクソース株式会社、オリエンタルホテル広島、株式会社広島アンデルセン

今年も多数の作品プランが届きました！最終審査結果、発表！
「ゲンビどこでも企画公募」は、広島市現代美術館のパブリックスぺースを発表
の機会を求めているアーティストに開放して開催するオープン・プログラムです。
広く作品のアイデアを公募し、審査を経て入選した作品を展示します。
アーティストの意欲的な表現をサポートし、発表の場を提供するとともに、美術
館という場の新しい魅力を発信することを目的としています。
12 回目の開催となった今年も多数の応募をいただき、特別審査員、当館館長ほ
かによる審査の結果、7 点の入選作品を決定しました。
審査の重要なポイントは、美術館の様々なスペースの特徴を活かした作品で、空
間と作品の魅力を互いに引き出し合っていること。
展覧会をぜひご期待ください。

特別審査員賞 3 点を含む、計 7 点の入選作品
【応募総数】133 件
【入選】7 件（特別審査員賞 3 件含む）
※特別審査員：五十嵐太郎（東北大学大学院教授、建築史・建築批評家）、西野 達（美術作家）、
原 久子（大阪電気通信大学教授、アートプロデューサー）

【審査の流れ】当館学芸員による一次審査を行った後、特別審査員、当館館長ほ
かによる二次審査を行い、特別審査員賞ならびに入選作品を決定。
※最新情報から企画詳細まで！ 特設サイトでご紹介しています。
https://www.hiroshima-moca.jp/dokodemo/

「観客賞」そして「授賞式」「地元協賛企業の日」など、作品鑑賞
だけにとどまらない楽しみ方があります

【展覧会 会期】2018 年 11 月 10 日（土）〜 11 月 25 日 ( 日 )
【開館時間】10:00-17:00
【休館日】月曜日

※入場は 16:30 まで

※観覧無料

＜授賞式＆スペシャルトーク＞
11 月 10 日（土）14:00 〜授賞式、15:00 〜西野達スペシャルトーク
入選者への賞状及び金一封、地元協賛企業からの副賞贈呈。授賞式終了後、特別審
査員・西野達氏（美術作家）を迎えてトークを開催します！
※いずれも参加無料

【参考】過去の授賞式の様子
＜地元協賛企業の日（プレゼント）＞

＜地元協賛企業の日＞
・11 月 11 日（日）／オタフクソースの日（広島お好み焼こだわりセット）
・11 月 17 日（土）／広島アンデルセンの日（石窯食パン）
当日、観客賞に投票くださった方（先着 50 名）にプレゼントをお渡しします。
＜観客賞＞
来場者による投票で入選作品の中から観客賞（1 名）を決定します。
投票期間：11 月 10 日（土）〜 11 月 18 日（日）
※ 11 月 20 日（火）結果発表（特設サイト）

（左）オタフクソース株式会社
「広島お好み焼こだわりセット」
（右）株式会社広島アンデルセン
「石窯食パン」
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【入選 7 作品（特別審査員賞 3 作品含む）】
五十嵐太郎 賞

小笠原 周（おがさわら・しゅう）
《Body building》

西野 達 賞

田口友里衣（たぐち・ゆりえ）《認識する行為》

1985 年生まれ、兵庫県出身。
石彫による自刻像レリーフの裏
面に取り付けられた建築材に
よって構造体がつくられ、その
上に発泡スチロールによるマッ
チョな男性の人体彫像が設置さ
れている。彫刻は空間に寄り
添って設置されるのではなく、
それ自体が彫刻作品の設置場所
となっていることで、空間に依
存することなく自立している。

1985 年生まれ、愛知県出
身。壁にかけられた額縁の
中に色とりどりの付箋がつ
けられている。これらは美
術館の壁の傷や汚れをマー
クしたものである。鑑賞者
は壁に残された痕跡から、
かつてこの場所で起きた出
来事を想像し、建物が経て
きた歴史に思いをはせる。

原 久子 賞
有川滋男（ありかわ・しげお）《（再）解釈：ラージアイランド》
1982 年生まれ、東京都出身。社会
性を帯びない架空の仕事を取材した
映像と、その職場を再現したインス
タレーション作品。映像には空の映
像が投影された三点倒立する職員が
映し出されているが、作業の目的や
意味は説明されない。不明瞭な行為
の映像は、見ている場所や物の役割
に意味を与えようとする人間の行為
を撹拌させる。

進藤 篤（しんどう・あつし）
《OASIS》

田中さお（たなか・さお）
《薄い記録》
1991 年生まれ、千葉県出身。
床に敷き詰められた無数の光
の粒。内部に水を蓄えた粒は
光を乱反射し、幻想的な砂漠
のオアシスのように見る者を
引き寄せる。次第に水分が蒸
発し小さくなっていく粒は、
地下から湧き出た水がやがて
消失していくオアシスの儚さ
を表している。

冬木遼太郎（ふゆき・りょうたろう）《思想付き通路》
1984 年生まれ、大阪府出身。
赤いカーペットの上に置かれ
たドラムが一定の周期で鳴り
響き、行進曲のようなリズム
と突然の静止を繰り返す。天
井の円形部分に対応するカー
ペットの形状が日の丸を連想
させ、秩序と統制という音楽
におけるリズムの役割を明確
にする。

1987 年生まれ、東京都出身。遺物の記録
に用いられる拓本（湿拓）の手法によっ
て、もとは祖母の家であった自宅の内部と
外部を和紙に写し取り、それらを組み合わ
せて空間を構成したものである。祖母の居
た家を記録したものでありながら、それは
ノスタルジーとしてではなく、祖母の記憶
を写し取ることの不可能性について考えさ
せる。

宮木亜菜（みやき・あな）
《SHEETS》
1993 年 生 ま れ、 大 阪 府 出
身。毎日シーツを手洗いで洗
濯 し、 美 術 館 回 廊に 干 す パ
フォーマンス作品。作家が美
術館へと向かう道中、シーツ
は地面にひきずられ、外の土
埃 が 付 着 し て い る。「 洗 濯 」
という私的空間で行われる行
為を外部へと拡張させること
で、私的なものと公共的なも
のの関係性を問いかけてい
る。
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審査を終えて〜特別審査員による審査講評
五十嵐太郎（いがらし・たろう）／東北大学大学院教授、建築史・建築批評家

広島市現代美術館のホワイトキューブ以外の空間を使い、
企画を公募するということは、
まだ発見されていない建築の使い方を試みる可能性をもつ。ハードはいったん完成して
も、時間が経つにつれ、もしくはアーティストの想像力によって、建築家が思いもつか
ない活用法が出現する。今回の審査では、作品の面白さだけで見た場合、候補があまり
に多くなるので、固有の空間に対して提案したり、美術館という場そのものを問いなお
すような作品に高い評価を行った。そうした視点から、入選作品を振り返ってみよう。
小笠原周の《Body building》は、彫刻と構築物の関係を転倒させようというコンセプ
トが目を引いた。通常、構築物、あるいは台座の上に彫刻がのっているが、ここでは重
量級の人頭彫刻が構築物を支え、その上にまたマッチョな男性像が設置される。まさに
ボディ・ビルディングだ。有川滋男は、広島市現代美術館がもつ円形の光庭から着想を
えた架空の職業を創造し、空間のアフォーダンスを笑い飛ばすようなユーモアを備えて
いる。田口友里衣は、まっさらと思われていた空間に刻まれた微細な痕跡を読み込む。
建築の分野において、かつて西沢立衛が「空間から状況へ」（ギャラリー間）で試みた
手法を、カラフルに、かつ豊穣に進化させたものだ。田中さおの作品は、建築の内部に
記憶の家を持ち込む。進藤篤の《OASIS》は、吸水性ポリマーを使い、水を吸い込み
ながら、やがて縮小していく。美術館に水という危うげな要素を巧みに用いている。冬
木遼太郎の《思想付き通路》は、美術館の天井にある円形のモチーフを作品において反
復している。そして宮木亜菜の《SHEETS》は、自らが居住する京都から美術館まで
の道のりを作品に組み込む。さまざまな回路から、建築との対話を楽しめるのが、ゲン
ビどこでも企画の醍醐味である。

1992 年、東京大学大学院修士課程修了。博士（工
学）。あいちトリエンナーレ 2013 芸術監督、第
11 回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッ
ショナー、「窓学展示―窓から見える世界―」の監
修を務める。第 64 回芸術選奨文部科学大臣新人賞
を受賞。
『日本建築入門―近代と伝統』（筑摩書房）、
『日本の建築家はなぜ世界で愛されるのか』
（PHP
研究所）ほか著書多数。

西野 達（にしの・たつ）／美術作家

私は常にアート作品らしくないアート作品を見たいと思っています。ここでその理由を
書くスペースはありませんが、「新しい」ことこそアートの存在理由と言えるからです。
今回の若いアーティストの作品アイデアは、彼女ら・彼らが知っている良いアート作品
の外観に似せようという日本人特有の猿真似がほとんどでした。２０歳３０歳の若い作
家の卵が、この時点で猿真似しか思いつかないようでは日本のアートの将来を憂いない
わけにはいきません。成熟した現在の日本のアートシーンには「日本のゴッホ」はもう
必要ないのです。
アートは常に古い美意識を破壊しつつ、同時に新しい美意識を提示しなければいけませ
ん。破壊と創造が同時に行われているものです。私が「特別審査員賞」に選んだアイデ
アは相も変わらず狭いアートシーンの中でしか作用しないものですが（観客の誰も美術
館の汚れに興味を持つ人はいないでしょう）、他のアイデアのように「視覚的にアート
に見えるように整える」という保守的な作業が省かれ、コンセプトと作品に乖離がない
ということで選びました。「破壊」はないが、手工芸的な作業をしていないという理由
です。

写真：
洞沢佐智子
屋外のモニュメントや街灯などを取り込んで部屋を
建築しリビングルームや実際にホテルとして営業す
るなど、都市を舞台とした人々を巻き込む大胆で冒
険的なプロジェクトを発表することで知られる。現
在はベルリンと東京を拠点に活動。シンガポール
のマーライオンを使ったホテルプロジェクト「The
Merlion Hotel」
、2011 年、NY マンハッタンのコ
ロンブスのモニュメントを使用したプロジェクトな
ど。

原 久子（はら・ひさこ）／大阪電気通信大学教授、アートプロデューサー
展示場所を指定した作品プランの書類審査の場合、頭の中で出来上がった展覧会を想像
しながら選考するようにしている。今回も幾度となく通ってきた広島市現代美術館の空
間を思い浮かべつつ、申請書類を見ていった。
応募された多くの方たちは基本的に場所性にこだわったからといって大幅に過去作と作
風やコンセプトを変えることはなかった。しかし、実際に完成した作品をゲンビで見て
みたいと痛感させるような、空間に向き合って新たな何かを提示しようとするエネル
ギーを持つプランを選ぶことを心がけた。小笠原周の作品には爆発的な破壊力とも言え
る強度があったし、私が審査員賞として選んだ有川滋男のある意味ナンセンスな発想に
は大いに惹かれるものがあった。
昨年度の講評の記述に対する反応なのか「ヒロシマ」を意識したプランに敢えて取り組
もうとする姿勢を持つ人がほとんど見受けられなかったのは残念だったと最後に書き添
えておきたい。
広島市現代美術館（学芸担当：洲濱、笹野 広報担当：後藤、鈴木）
〒 732-0815 広島県広島市南区比治山公園 1-1
TEL/ 082-264-1121( 代表） FAX/ 082-264-1198

アートプロジェクト・展覧会の企画・運営、執筆、
編集、コンサルティングなどに携わる。共同企画に
「六本木クロッシング 2004」
（森美術館）
「
、Between
Site & Space」
（ARTSPACE、 シ ド ニ ー、2009
／ TWS 渋 谷、2008）、「 あ い ち ト リ エ ン ナ ー レ
2010」
、
「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2011」、
「パ
リに笑壷を運ぶ −現代日本映像作品展」
（パリ日本
文化会館、2012）など。 共編著『変貌する美術館』
（昭和堂）ほか。専門は現代美術、文化政策。

