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Press Release 

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、2016 年 10 月 15 日 ( 土 ) から 11 月 12 日 ( 土 ) まで、当ギャラリーでは２回目となる彫刻家鈴木久雄の新作彫刻展「人

型速度　Shape-type Velocity」 を開催致します。

　鈴木久雄は 1946 年静岡県生まれ。1970 年武蔵野美術大学卒業後、1971 年ユーゴスラビア国際彫刻シンポジウム（石彫、現スロベニア・ポルトローゼ市）

に参加、1972 年には北イタリアのフェリオーロ石切り場にて制作（ミラノ・パガーニ画廊との契約による）等、石彫家として作家活動を始め、現代日本

彫刻展（宇部）やヘンリー・ムア大賞展（美ヶ原高原美術館）など 1970 〜 80 年代の野外展において発表し、優秀賞を受賞。その後、鉄やステンレス鋼の

鍛造と溶接による彫刻へと展開し、2007 年にはステンレス鋼の鍛造・溶接による彫刻『距離・Irish Sky』により第 35 回中原悌二郎賞を受賞。作品は東京

国立近代美術館、大原美術館ほか多くの美術館に収蔵されています。

　鈴木久雄の彫刻は、石や鉄やステンレス鋼といった素材の物質性とその加工過程における素材の変質や風化といった自然の条件を取り込みながら、「距

離と空間」、「物の実寸」、「時間」に焦点をあて、彫刻領域の根源的な可能性を探る視点に立って制作されております。　

　今展覧会では制作の時間を含む「速度」という一見スタティックな彫刻とは両立し難い要素に焦点をあて、「人型速度　Shape-type Velocity」をタイト

ルとし、新たな挑戦となる 30 数点の新作彫刻（鍛造ステンレス鋼）を中心とした展示を予定しております。

　また、本展覧会同期間に武蔵野美術大学美術館にて過去の代表作によって構成された展覧会「鈴木久雄　—彫刻と速度—　展」が開催されます。合わせ

てご高覧頂ければ幸いです。

　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

1.  鈴木 久雄｜Hisao Suzuki

" 人型速度 s39 / Shape-type Velocity s39"

2015

鍛造ステンレス鋼

H.26 ×W.24 × D.19cm

©Hisao Suzuki, Photo : Tadasu Yamamoto

2.  鈴木 久雄｜Hisao Suzuki

" 木と人型速度 p21 / Shape-type Velocity p21"

2016

鍛造ステンレス鋼

H.32 ×W.32 × D.19.5cm

©Hisao Suzuki, Photo : Tadasu Yamamoto
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展覧会名：  人型速度　Shape-type Velocity

作  家  名：  鈴木 久雄（すずき ひさお）

会　　期：  2016 年 10 月 15 日（土）-  11 月 12 日（土）

オープニングレセプション： 2016 年 10 月 15 日（土）  18 : 00 〜 20 : 00 

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

※掲載用写真の貸出や、御質問等がございましたら上記までお問い合わせ下さい。

プレス担当　杉田まで

関連展覧会

展覧会名：  鈴木久雄　彫刻の速度

会　　期：  2016 年 10 月 17 日（月）-  11 月 12 日（土） 

会　　場： 武蔵野美術大学美術館｜展示室 2、アトリウム 1、2

時　　間：10:00 - 18:00   （土曜日、特別開館日は 17：00 まで）

休  館  日： 日曜・祝日休み　※ 10 月 30 日（日）は特別開館

入  場  料：無料

主　　催：武蔵野美術大学 美術館・図書館

協　　力：武蔵野美術大学 共通彫塑研究室

アーティストコメント

　美大在学中から始めた石彫制作が実態的に作家活動の始まりです。この石彫制作の当初から、素材である石材の風化（酸化）が気になっていました。楔

で割られたばかりの白御影石。その透明度ある破面が、たかだか数時間で濁っていきます。

　この素材の風化と、石彫という比較的作業工程時間の長い制作の特性。あるいはできあがった彫刻そのものが時とともに風化していくことへの注目。そ

うした制作の環境がおのずと「時間」への抜きがたい留意を生みました。一方で石彫という領域がら屋外空間を相手にすることが多く、「空間と距離」も「時

間」とともにごく自然に制作の２大基盤となっていきました。

　この二つの基調音が交叉する中での制作を続けてきましたが、今回武蔵野美術大学美術館での大きな個展開催に際して過去の自作を振り返ったとき、は

じめて「空間と距離」と「時間」の相関から「速度」を自覚的に意識し始めました。数学的には自明の相関ですが、彫刻家として長年の物とのやりとりの

末になって、ようやく追いかけていたものの実相が見えたという次第です。

 だからといって制作が劇的に変わるわけではありませんが、GALLERY MoMo Ryogoku での第２回鈴木久雄個展は「人型速度　Shape-type Velocity」

のタイトルを冠した最新作彫刻 30 数点（鍛造ステンレス鋼）による「彫刻と速度」についての画廊空間での挑発と展開になります。

2016 年　鈴木久雄

1946 静岡県清水市に生まれる

1970 武蔵野美術大学造形学部美術学科彫刻専攻卒業

1971 ユーゴスラビア国際彫刻シンポジウムに参加・制作、ポルトローゼに作品設置

1972 イタリア、フェリオーロ石切場にて制作、レニャーノ野外美術館（ミラノ）に作品設置

2003 武蔵野美術大学在外研究員として、アイルランド、オランダ、スロバキアに滞在し、

 彫刻制作（コーク）・個展発表（ライデン、コーブ、シャモリン）・公開講義（ブラチスラバ）

　　　　　　 を行う

2007 第 35 回中原悌二郎賞受賞

 現在、武蔵野美術大学造形学部教授（共通彫塑研究室）

 

[ 主な個展 ]　　　　 

1987 佐谷画廊／東京

1990 南天子画廊／東京（1997, 2001）

1994 南天子画廊 SOKO ／東京

2003 島田画廊／東京（2006, 2009, 2011）、

 プロジェクトスタジオ Haagweg 4 ／ライデン、オランダ

2004 シリウスアートセンター／コーブ、アイルランド

　　 シナゴーグ (At Home Gallery) ／ シャモリン、スロバキア

2006 ヨコハマポートサイドギャラリー／神奈川

2009 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館／北海道（―彫刻の領域１―）

2010 極小美術館／岐阜県

2012 彫刻の森美術館／神奈川（―彫刻の領域 ３―）

2014 GALLERY MoMo Ryogoku ／東京

[ 主なグループ展 ] 

1975 第 11 回現代日本美術展（東京都美術館／東京）　

　    第 2 回彫刻の森美術館大賞展（彫刻の森美術館／神奈川）

　　 第 6 回現代日本彫刻展（宇部市野外彫刻美術館／山口）

1976 第 12 回現代日本美術展（東京都美術館／東京）

1977 第 7 回現代日本彫刻展［宮崎県総合博物館賞受賞］（宇部市野外彫刻美術館／山口）

1980 第 13 回日本国際美術展（東京都美術館／東京）

1981 第 15 回　現代日本美術展（東京都美術館／東京）　

　    第 9 回現代日本彫刻展（宇部市野外彫刻美術館／山口）

1983 第 3 回ヘンリー・ムア大賞展［佳作賞受賞］（美ヶ原高原美術館／長野）

1985 第 4 回ヘンリー・ムア大賞展［ジャコモ・マンズー特別優秀賞受賞］

　　　　　　（美ヶ原高原美術館／長野）

1986 第 10 回神戸須磨離宮公園現代彫刻展（神戸市須磨離宮公園／兵庫）

1987 現代のイコン展（埼玉県立近代美術館／埼玉）　

　　 第 12 回現代日本彫刻展（宇部市野外彫刻美術館／山口）

1988 第 2 回ロダン大賞展［優秀賞受賞］（美ヶ原高原美術館／長野）

1989 第 13 回現代日本彫刻展（宇部市野外彫刻美術館／山口）

1993 第 15 回現代日本彫刻展［兵庫県立近代美術館賞受賞］（宇部市野外彫刻美術館／山口）

     　 日本現代彫刻の系譜展（富山県立近代美術館／富山）

1997 洞爺村国際彫刻ビエンナーレ’97（洞爺村総合センター／北海道）

2007 ドローイング−思考する手のちから（武蔵野美術大学美術資料図書館）

2012 鉄と人　鈴木久雄・多和圭三展　―彫刻の領域 ２―

 （中原悌二郎 記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリー／北海道）

 その他多数

[ パブリック・コレクション　野外設置作品 ] 

 レニャーノ野外美術館（ミラノ／イタリア）

 フォルマ・ビバ野外美術館（ポルトローゼ／スロベニア）

 東京都美術館

 宮崎県立美術館

 美ヶ原高原美術館

 静岡県立美術館

 東京国立近代美術館

 江戸川区葛西親水公園

 和歌山県立近代美術館

 大原美術館

 東京都現代美術館

 富山県立近代美術館

 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

 極小美術館

 多摩ニュータウン大塚東公園

 神田 美土代ビル・山田ビル・川辺ビル／立川市立さかえ会館（東京）

 神戸市布引ハーブ公園（兵庫）

 成田はなのき台（千葉）


