
■ 概要

　本展は、 1980 年代以降の生まれの作家 10 名が参加する企画展です。 作家のみにとどまらず、 実行委員会もまた 1980 年代以降生まれのメンバーで構成されて

います。 特定の傾向、 ジャンル、 流派といった形式を追うのではなく、 「多様化」 ということばのもとで語られる現在を、 展覧会という形で考えてみたいという意図か

ら本展は企画されました。

　タイトルにある 「MOBILIS IN MOBILI」 とは、ヴェルヌの小説 『海底二万里』 に登場することばで、 日本語にするならば 「動いているものの中の動いているもの」

といった意味です。 かつて、 1980 年代に 「関西ニューウェーブ」 とよばれる人々が積極的に自主企画展を開催しましたが、 彼らは決して関西だけに留まっていた

のではなく、東京や名古屋など他地域の作家たちとも頻繁に交流をしていました。「トランス ( 領域横断 )」ということばが当時のキーワードであったならば、そこでの「関

西」 という限定は、 むしろそのための仮構された枠組みだったのかもしれません。 本展もまた、 「北加賀屋」 での展覧会、 「東京」 在住の作家、 といったローカリティ

に還元してしまうことなく、 ま交錯する現在を 「展覧会」 という 「MOBILIS IN MOBILI」 を通して検証するものです。 そしてまた先行世代との断絶によって自らを提

示するのではなく、 むしろその繋がり―過去との交錯—から現在を考える契機とします。 なお、 東京巡回前は大阪 ・ コーポ北加賀屋にて 10 月 4 日から 25 日まで

開催しました。

■展覧会コンセプト

　様々なものが画一的に、 均一的に、 またあるいは手に取りやすく、 イメージを伴って立ち現れる今日、 特にその様相を顕著に持つインターネットの発展。 そうした

動向とほぼ同じ時期を生きる私たちには、 一体どのような様式があるのだろうか。 この問いをめぐっては、 いつもある言葉が徘徊している。 「多様性」 という亡霊だ。

多様な表現。 多様な作家。 多様化する社会。

　1980 年代以降の生まれの作家がギャラリーや美術館で展示する機会が増える一方で、 そうした作家たちをひとくくりにできるようなことばや、 傾向、 流派のような

ものは後景に退き、 インターネットのインフラが整理されるとともに、 かえって非常に見えづらくなっていることは確かに指摘できよう。 また交流という面では、 twitter
に見られるような均一のフォームにおいてとても見せにくい状況にあるように思われる。 ここに行けばあれが見られる、これに出会えるという 「サロン」 のような在り様、

場所は減ってきており、 以前よりもむしろ、 能動的に生きなければならないような世界になりつつあるのではないか。 情報過多な web 上で情報を整理しリリースする

ことにさえ、 価値付けが行われているそんな社会の中で、 作家は、 あるいは美術は、 一体何をどのように形作り、 また形付けることが出来るのだろう。 造形、 空間、

思考について。

　80 年代以降の生まれの私たち自らによる考察を主眼とした本展では、 安易なグループ分けや、 流派といった形式を追うのではなく、 そうした行為を提起あるいは

批判するような様式の総覧を図り、「多様な表現」 と書き記される機会の多くなった今日で、果たして我々は本当に多様なのか、あるいは多様の中にいる断片なのか、

閉鎖的なコミュニティの一部分に過ぎないのか、 または分断されているのかなどを展覧会という形で考える。 それによって見えてくるのは、 「多様な」 と語られる中で

の世代性、 世代論の中に潜在する 「多様さ」 といった表裏の関係であろう。 このような 「ありあまる時代」 にいながら、 様式を持つ事ができるのか。 天に無数に

散らばる星々を紡ぎながら、 星図に新たな筆を入れる事がもし可能ならば、 それを手に海に出る事も可能になるはずだ。 私たち自身が私たち自身について、 作品

を並べ、 展覧会を通して検証すること。 編集し、 書き込み、 操作する場としての展覧会。 そこでのマッピングの社会批評性の中に、 自ら美術は存在していることを

信じている。

《参加作家略歴》

梅沢 和木  Kazuki Umezawa
1985 年埼玉県生まれ。 武蔵野美術大学造形学部映像学科卒。 トーキョー ワンダーウォール 2009 トーキョーワンダーウォール 賞など。 主な展示に 2013 年
「LOVE 展 : アートにみる愛のかたち─シャガールから草間彌生、 初音ミクまで」 森美術館 ( 東京 ) 、 「 ARTS OF JOMON – Ancient Japanese Shaman’ s culture 
reincarnate as alter modern arts –」 hpgrp GALLERY(NEW YORK)

河西遼  Ryo Kawanishi
1983 年東京生まれ。 上智大学卒。 出版 2010 年 「VOL 04」 以文社、 2009 年 「VOL lexicon」 以文社、 主な展示に 2012 年ウェブマガジン 「窓は眼球」、 2009
年個展 「ホワイト」 ギャラリー & バー Tomorrow( 東京 )、 2009 年 「parapera show」 AISHO MIURA ARTS ( 東京 )

高橋 大輔  Daisuke Takahashi
1980 年埼玉県生まれ。 東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。 主な展示に 2012 年個展 「まぶしい絵具 / 五年間を振り返る」 HARMAS GALLERY ( 東
京 )、 「絵画の田舎」 HARMAS GALLERY ( 東京 )、 「GALLERIST MEETING × SOMEWHERE 『非日常のライフスタイル』」 ヒカリエ ( 東京 )

三輪 彩子  Ayako Miwa
1985 年東京都生まれ。 武蔵野美術大学卒業。 「GEISAI♯11」 マーク ・ オリヴィエ ・ ウォラー賞。 主な展示に 2009 年個展 「回転」 frantic gallery ( 東京 )、 2011
年 「取手到達不能極 2-5-5」 conflictable cube( 茨城 )、 2010 年 「3331 アンデパンダン」 アーツ千代田 3331 ( 東京 )、 2008 年 「Z アンデパンダン展」 金沢 21
世紀美術館 ( 金沢 )

吉田 晋之介  Shinnosuke Yoshida
1983 年埼玉県生まれ。 東京芸術大学絵画科油画専攻卒業。 同大学大学院美術研究科油画技法材料修了。 アートアワードトーキョー丸の内 2012 長谷川祐子賞、

VOCA 展 2013 佳作賞など。 主な展示に 2012 年 個展 「吉田晋之介展─知らぬ未来と忘れる過去─」 GALLERY MoMo 両国 ( 東京 )、 「VOCA 展 2013 現代美術

の展望─新しい平面の作家たち」 上野の森美術館 ( 東京 )
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2013 年 11 月 2 日 （土） - 11 月 23 日 （土）


