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関係者各位

拝啓

　時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

　GALLERY MoMo Ryogoku では、6 月６日（土）から 6 月 27 日（土）までクリス・フェネル、人見元基、室井公美子、奥田文子、マーシー・ワシントンによるグルー

プ展「Encouter」を開催致します。

クリス・フェネル

Gin Beru

2015

アクリル、スパンコール、反射マイラー、紙

37.8 x 42.3cm

©Chris Fennell

人見　元基

微睡む子

2015 

アクリル、イチイ・鹿角・べっ甲

H.22.0 x W.13.0 x D.16.0cm

©Motoki Hitomi

　クリス・フェネルは、ニューヨークの Newman Popishvili Gallery で 2009 年、2012 年に個展を開

催、マイアミでは Carol Jazzar Contemporary Art で個展及びグループ展に参加し、その評価を着

実なものにしています。他にもニューヨークを始め、シアトル、アトランタ、シカゴでなどでのグルー

プ展に参加、2014 年にはアートドバイに参加して活動の場を広げ、アジアでは今展での発表が初め

てとなります。

　彼の実験的なドローイングは、古代ローマ時代の詩人オウィディウスの「メタモルフェーゼ（変身）」

の混沌として創造性に満ちた神話に基づき、今回出品された 3 点の作品は日本での初出展を意識して、

それぞれの作品に見られる色彩のイメージを日本語により表記しています。

　作品は厚手の紙にアクリルによる模様が描かれ、細長い直線的或いはギザギザに切られた紙片が

貼られ、さらに層を重ねるようにスパンコール、着彩されたドットが二層重ねられ、ドローングと

言うよりミックストメディアによる本格的な作品となっています。間近で見た作品は手前に層を重

ねた姿しか伺うことはできず、そうした意味では混沌とした世界ですが、視点を後退させて次第に

距離を置いてみた時、調和の取れた文様が現れスパンコールのハレーションやドットによる色彩感

が三点三様の美しさを醸し出し、まさに創造性に満ちた世界が広がっています。

　フェネルは「些細な色の差異、空間やパターンの密度、一つ一つの積み重ねた端々の特徴の関係

など、小さなことのよう見えることをじっくり考え」、制作は充分な時間を費やして「氷河期のよう

にゆっくりと進められ、忍耐力と集中力、そして時として体力を必要とします」と語っています。

　つまり作品がいかに美しくどう見えるかということから逆算するように作品は作られ、紙に描か

れた模様は重ねられて行くドットの座標軸となっているようで、想像以上に緻密な計算が働いてい

ることが見てとれます。しかし彼は「結末は、遠く離れたものでも、超然としたものでもなく、む

しろ自然に似たようなもの」で、作品の大きさやクオリティは「人間のあるべき姿を参照し、その

表面は肌であり、そのリズムは呼吸の起伏」と述べています。

　人見元基は 1985 年島根県生まれ。2010 年東京藝術大学美術研究科彫刻専攻修士課程修了しました

が、在学中の 2008 年に丸の内ビルでの展示で三菱地所賞を受賞、当ギャラリーでは 2009 年以来 3

度の個展を開催ししています。

　人見がこれまで彫り進めてきた擬人化された動物彫刻は、そのしぐさや眼差しに自己を取り巻く

世界への不安や違和感、人間の持つ願望や憧憬、嫉妬、情愛、そして妄想などを込められ、彩色さ

れた木彫作品として展開し、人物彫刻にも挑戦し意欲的に制作に取り組んで来ました。

近作においては、「擬態」をテーマに二面性を持った作品を制作しています。「滑稽と哀愁と生命力」

に留意し、物語性への萌芽を意識した作品は作家自身から幾分離れ、ファンタジーへの世界へと進

展しつつ「現実を裏返したような」ものの制作を目指しています。



　マーシー・ワシントンは、2008 年にカルフォルニア美術大学院を修了し、その後もカルフォルニア州、

バークレーを拠点に活動しています。サンフランシスコで 3 度の個展を開催し、ロサンゼルス、ニュー

ヨークなどのグループ展に参加して、今展が日本で初めての展示になります。　

　黒い背景に浮かび上がる蒼白な顔、そして血まみれの人物や荒れ果てた土地に不気味に建つ屋敷。

　ワシントンが紙に水彩とアクリルガッシュで描く作品は、ゴシック風の恐怖小説のような雰囲気

が漂います。ワシントン自身は、実在しない小説の大事な一場面を描いていると述べています。

　彼女は幼い頃から『オズの魔法使い』や『ナルニア国物語』などのファンタジー小説に触れ、『嵐が丘』

や『ジェーン・エア』などの小説から大きな影響を受け、次第に小説家を目指すようになりました。

しかし自身の突き止めることのできない体験で、言葉では語り切れない、何かを定義し書き進めな

ければいけない小説に限界を感じ、ビジュアルアーツという違う表現方法を選択しました。

　作品を通して短い物語を表現しようとするのもこうした経緯によるもので、初期のタイトルはナ

サニエル・ホーソーンの作品の引用が多く、読んでいる本や聴いている音楽にインスピレーション

を得ていますが、小説の内容そのものを描いているわけではなく、その裏を読み、さらに何が起き

ているのか思いを巡らせ、作品に投影しています。

　黒く塗られた背景は観る者に物語の続きを想像させ、ワシントンが描くフィクションの世界に引

き込まれていき、イラストのように描くことで、動と静のはざまを切り裂く表現は現実世界と一線

を画しながら、作品をより身近に感じさせています。こうしてフィクションの要素を織り込むことで、

ワシントンは、現実の世界で語り合うことに気が引けるような話題でも、作品を通して自然と語り

合える場を提供しようとしています。

奥田　文子

Untitled

2014

油彩 ･ キャンバス

116.0 x 91.0cm

©Ayako Okuda

室井　公美子　

Lost property Ⅱ　

2014　

油彩 ･ キャンバス

24.2 x 33.3cm　

©Kumiko Muroi

マーシー・ワシントン　

Gold Chains　

2011　

水彩、ガッシュ、紙

45.7 x 61.0cm　

©Marci Washington

　奥田文子は 1980 年大阪生まれ、2005 年に大阪教育大学大学院を修了後、学校に勤務するかたわら

制作を続け、同年「夢広場はるひ絵画ビエンナーレ」で奨励賞を受賞しました。2006 年にはシェル

美術賞に入選。当ギャラリーでは、2006 年、2011 年個展を開催し、大阪でも発表を続きけています。

　奥田文子の作品は光に溶け込むような風景画を基調とし、映し出される対象は必ずしも鮮明では

なく蜃気楼を見るかのようです。作者の目が捉えた現実的な風景が、感性や思考という内面的で精

神的な過程で濾過され、いわば情景の記憶として風景が描写されています。そうした描写は、作品

そのものの持つ具象性や抽象性といった範疇をも曖昧にしていて、非現実な精神世界の表出として

の風景であり、それは端的に奥田作品の特性を表し、控えめな色彩が画面に効果的な拡がりを与え

ます。

　作品の多くには人物も配され、風景の持つスケール感と異なった大きさで描かれていて、時に自

然の中で卑小とも言える存在感を示し、時に風景と一体化して溶け込み自然との共生を感じさせま

す。

先般地震による大きな災害や原発事故を経験した私たちは、より一層自然との共生の困難さや未来

への不鮮明さを感じているところだが、奥田の曖昧で不鮮明な風景と人物は、時代の曖昧さを表現

しているとも受け取れる一方、或いは光に満ちた茫洋とした風景は、かすかに見える希望の光、未

来を予感させる曙光とも感じら、一義的に捉えきれない風景画となっています。

　室井公美子は 1975 年生まれ。高校卒業後社会人として就職した後、改めて美術への思いを抱き

2003 年東京造形大学に入学、2009 年同大学大学院を修了しました。学部在学中の 2005 年には群馬

青年ビエンナーレで奨励賞を受賞し、翌年、VOCA 展に入選、2012 年の第 31 回損保ジャパン美術

財団選抜奨励展では若い抽象作家の旗手として評価を受け、奨励賞を受賞しました。本年度より東

北芸術工科大学で次世代の指導にあたっています。

　室井の初期作品にはテリー・ウインタースやゲルハルト・リヒターに影響された作品もみられるが、

近年重層的で強靭な背景に、具象とも抽象ともつかない独自の表現様式を開花させ、今の日本を覆

う具象絵画の状況とは一線を画した作品を追求しながら、困難な世界への挑戦を果敢に続けていま

す。

　室井は、例えば光と闇、記憶と忘却、緊張と崩壊、幸福と空虚、生と死、向こう側とこちら側、彼岸・

此岸、そういったことの " 狭間 " に室井は惹かれ、その狭間を体験するかのように、制作は画面とコ

ンタクトを取って流動的に進められていっています。そこには、人間の持つ混沌とした内面世界と

外側の世界の全てが混在し、画面は矛盾を抱え謎を孕んだまま提示され、何かしらの形を成すまで

終わりません。

　室井は「思い込みで物事を見ると " 真実 " には、辿り着けない。その思い込みを剥がして見てみる

と沢山の豊かなものが見えてくるかもしれない」と考えつつ、「新たな思い込みで、新しい世界を創

造してみて良いかもしれない」と、矛盾する揺らぎの中で創造に繋がる " 形 " を作品に漂わせ、そこ

から新しい物語の創造を図ろうとしています。　



展覧会名：Encounter

作  家  名：クリス・フェネル / 人見元基 / 室井公美子 / 奥田文子 / マーシー・ワシントン

会　　期： 2015 年 4 月 25 日（土）－ 5 月 30 日（土）

会　　場： ギャラリーモモ両国

                    〒 130-0014 東京都墨田区亀沢 1-7-15

TEL  03-3621-6813    FAX 03-3621-6814 

E-mail  info@gallery-momo.com      Web  www.gallery-momo.com 

営業時間：11:00 - 19:00   日曜・月曜・祝日休み

プレス担当：杉田モモ

"Encounter"　展示風景

GALLERY MoMo Ryogoku　

　ギャラリーアーティストと新しいアーティストとの出会いと、新しい作品の出会いを楽しんで頂ければ幸いです。

　つきましては、是非、貴社・貴誌にて本展の紹介にご協力賜わりたく、ここにご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具


