没場所化する風景と風景を見ない人、に代わって
─「パラランドスケープ」のインスタレーションヴュー
「パラランドスケープ “ 風景 ” をめぐる想像力の現在」展
会期：2019年 1月 4日－3月 24日
会場：三重県立美術館

茂登 山 清 文
「風景」という言葉の、どこに魅かれて、この展覧会場に

れかが書いているのを読んだことがある。が、スマホは、

人は訪れるのだろう。そのことを計り知りようもないが、

歩くことまでも「危険」へと追いやってしまう。実に厄介

チラシの文章は、事前の情報として、共通項になるだろう。

な存在だ。電車に乗って、本を読んでいる人を見かけると

やや長くなるが、引いておこう。

安心する。スマホ人とちがって、頭が動く。本を読むと、

「普段何気なく見ている風景も、見る人の背景にある文
化や生活が異なれば印象や読みとる情報も変化します。
それは、数々の詩や物語、芸術作品や映像が、風景に対
する私たちの感受性や想像力を育て、文化的アイデン
ティティを形づくってきたためです。近年、SNS の普
及やテクノロジーの進展によって、私たちの視覚体験
は空間的・時間的な制限を超越し、日常で目にする風景
の質も大きく変化しています。その変化は、新しい認
識をもたらす一方で、固有の文化・風土に根差した風景
への感受性を均質化し、地域の景観や共同体の破壊に
もつながりかねない危険性をはらんでもいます。」
私たちが、自分をとりまく風景に眼をやる機会は、この
手元にある便利きわまりないデヴァイスのおかげで、かな

声を出さないまでも、身体は動く。
などと思いをめぐらしながら、会場に近づく。そして、
頭と眼が、風景の楽しみをもとめて活動し始める。

1
美術館のエントランスホールに足を踏み入れる。目の
前に素木の枝が上方からしだれている。床面よりやや高
く、木の台がひろがる。伊藤千帆の作品だ。もうひとつ、
左手の二層分の窓の上方に、半透明のカーテン状の物が
吊るされている。それら全体は、平面的にも大きく、足下
から吹き抜けの上部まで、高さもある。みる者は、視線を、
頭を、そして身体をおのずと動かすことになる。そう、イ
ンスタレーションの鑑賞は、スマホ歩きとは対照的に、危
険を逃れる作法を説いているのかもしれない。

り削られている。登場してまだ十年あまりにしかならな

枝は、樹皮が剥がされていて、滑らかな白い形成層が露

いそれが、生活を、生活の姿勢を大きく変えてきた。世代

わになっている。表皮がもつ、ある種の絵画的なテクス

に偏りなく、毎日30分以上、スマートフォンを使っている

チャーは取り払われる。枝は何ヶ所かでつがれていて、そ

というデータもある。自分は何十年と歩き読みしてきた

のせいか、幹の太さからは想像できない細やかな枝ぶりを

が、決して人にぶつかるなんてことはなかったのに‥とだ

みせる。床下に水平にひろがる台状の木製パネルは、その
上に乗ろうとは思わないほどの高さがある。建築の床と
も見えないし、彫刻的なヴォリュームを主張しているわけ
でもない。窓面に襞をつくって吊るされたカーテンは、伊
藤が技法としてきた、木目が転写されたラテックスであ
る。天候の移ろいや時刻とともに表情を変えるそれは、窓
を通してみえる風景という絵のなかにかけられたもう一枚
の変幻する絵、画中画のようだ。
表面を消去された枝と、整形された材木、そして移され
た表面。三様に変形された木という素材が、互いに距離
をとりながら、風景をつくりだしている。来場者は、そん

伊藤千帆 展示風景

な風景を眺め、気ままに楽しむのである。だが、ここには
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許されていない視線がある。まずは、下から枝を見上げる

は、角速度の遅い遠景が多くの光を集めた。
《造山輪廻》で

ことができないこと。床面にひろがる木台が意味を浮上

は、潮の満干という自然現象に拠り、被写体となった水の

させる。枝をシェルターとして仰ぐこと、その下で庇護さ

移動が、思いもよらぬ風景を造りだす。どのプロセスも、

れるべき主体としての眼差しが禁じられているのである。

暗闇でどんなに目を凝らしたところで、見ることはかなわ

次は、床に平行にひろがる台。それは私を支えてくれるわ

ない。入念な準備と根気の要る作業は、作り手だけが予知

けでもなく、腰を下ろすことも許容しない。そこに立った

しえたであろう写真を現像する。私たちにとっては、想像

り、腰かけたり、座り込んだ姿勢で風景を見やることはで

すら困難な「風景画」だ。

きない。三点目は、上方に高く掲げられたカーテン状の作

花の写真を追って屋外へと視線が誘われると、近くへ

品との距離である。転写という、版木と支持体との密着と

寄りたくなる。展示室から直接でることは、当然のことだ

いう制作過程をへているがゆえに、みる者もまた思わず

が、できようもない。しようもなく室内にとどまり、外の

作品に触れたくなるのだが、それは遠い。触れることはお

風景を見る。他に作品はないかと、探しもするが、落ち着

ろか、テクスチャーを感じることもままならない。このイ

いてくると、設置されている彫刻が眼にはいる。そして石

ンスタレーションが、さりげない均衡を見せつつも、どこ

垣と植込み、木立、美術館の別棟、空、‥ 風景だ。少し退

かで違和感を感じさせているのは、そんな仕込まれた禁じ

くと、あらためて室内の展示と外に設置された写真、そし

手にあるのかもしれない。作品を構成する三つのパート

て周囲の風景とが見渡せる。インスタレーションのヴュー

のどれもが、日常的な体験の延長上で享受することを規

と、戸外の風景とがつながる。

制している。それは、見ようのない風景へ、私たちの想像
力を刺激する。

それを展示の下の層とするなら、その上に、二つの層が
ある。一番上の層は天井の高いこの展示室の壁の上半分

80日間という会期、その短くはない時を、ここに使われ

である。高さ5メートル、幅 10メートルにも達そうという

た生の素材たちは、どう生きるのだろうか。作者にとって

スケールの写真が三面の壁に一点ずつ貼られる。この室

は想定されたことなのだろうが、日頃、生ものと接する機

には、隣室へと抜ける通路が二階にあり、そこへ上る階段

会のあまりない私にとっては、やはり想像力をめぐらせる

が設けられている。今回の展示では、順路としては機能し

しかない。

ていないが、階段まわりにも写真が置かれる。それに誘わ
れながら、踊り場へ、そして二階の高さまで登ると、会場

2

が見渡せる。三点の大きな写真は、目線の高さにおさま

最初の展示室に入ると、仄暗い背景に浮かび上がる花

り、下から見上げた時とは、大きく印象を変える。上下の

たちの写真が迎えてくれる。最初に佐久島で発表された、

間、中層には、来館者の通常の眼の高さを基本にして、

尾野訓大の《実らずとも》である。写真パネルは、展示室

ヒューマンスケールの作品が並ぶ。

の入口を向くようにして、フロアに立てられている。水平

これらの上中下の三層が観者にもとめる眼差しは、仰

方向の視線を受けるように、壁には中小（といっても幅

ぎと注視、そして見晴らしとに対応する。それぞれは、超

200センチほどのものもあるのだが）の作品が、そして壁

越的空間、観察の場、そして風景空間を生じさせる。美術

の上部には、写真としては異例の大作が掲げられる。展示
は、窓面のむこう、外へと続いている。
すべて、長時間の露光によって撮影された写真である。
尾野の活動を知る者にとっては、周知の手法だろうが、そ
の意図と手順、結果として得られる像は、ことのほか多彩
である。ビデオが登場する以前に使われていた「分解写真」
を重ね焼きしたようにも見える「花」は、長時間の撮影を
断続的に繰り返して得られたものだ。自身が動きながら
撮ることもある。移動する車の中から前方をとり続けた
《せつなの時積》
、だが同じく車からの撮影も、側面にカメ
ラを向けると、ヴィジュアルは一変する。
《相対的な風景》
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館という空間が、そもそも観察という近代的な態度の誕

ともに、そして時にはベールを通してみられる。これらの

生と深く関係している一方、仰ぎと見晴らしは、近代の展

絵画は、風景の部分として描かれたのだろうか。布や他の

示空間が成立する以前の眼差しに少なからずかかわって

素材が布置されることで、この部屋全体がひとつの風景

いる。それらが上下の層として、時に中層に重なり、干渉

として成立しているのかもしれない。

しながら、この室内は構成されているのである。

コーナーのひとつには、
《明くる日》と題された絵が、壁
と45度の角度をなして置かれている。他のコーナーはど

3

れも隣室との出入り口になっていることもあり、この唯一

いったん通路へと出る。次の展示室の入口には、淡く着

の角は、やや特権的に見える。タブローが壁面に落とす影

色された薄い布が天井から垂れ下がっている。中に入る

は、展示空間で唯一と言って良いほどのコントラストを示

と、何枚もの半透明の布が吊られ、空間全体が靄につつま

し、絵のなかの斜めの線と呼応して、不思議なパースペク

れているのかと錯覚する。その後に、目に入るのは、壁面

ティヴを演出している。

にかけられた絵画である。それらは、一枚一枚、題名がつ

天井から吊るされた布は、シャープではないものの、自

けられている。稲垣美侑は、風景に身を置き、そこで得ら

重ゆえに、室内に多くの垂線と垂直面をつくっている。そ

れた感覚を、絵に描きとめている。家やその窓、実在する

れらは、近代における空間の無意識な前提と言われるグ

光景のように見えるものもあるし、その場で感じられたの

リッドの模擬物であるとともに、半透明であることによっ

であろうか、色や光、風といった要素が、感覚を通して抽

て窓としての絵画をも含意しているようだ。白いソリッ

出されているようでもある。奇妙なことに、自律している

ドな壁面を肯定しながらも相対化するという、実に微妙な

はずの20枚の絵画なのだろうが、それを見るためには、か

装置として存在しているのである。もちろん、私たちの周

ならずしも適した空間をつくってはいない。稲垣が、絵画

囲に遍在するスクリーンと見立てることもできる。しか

制作を基本に据えていると知ると、とまどいはさらに大き

も鑑賞者自身が室内を歩くと、柔らかな布は揺らぐ。展示

くなる。

への観者の参加、干渉を引き受けている。

絵画に寄り添うように布が貼られ、小枝が立て掛けられ
る。床には、ガラスブロックや人工芝、建築材料があまり

4

主張することなく置かれ、場所によっては展示室の床のタ

さて、その三つのコーナーの残り、二つの出口からは、

イルカーペットが剥がされ、重ねられている。それ自体

隣室の様子がのぞかれる。ひとつからは、なにやら時代を

が、小さなインスタレーションとして、庭のように思えて

感じさせる油絵が展示されているのが見え、もう一方に

くる。

は、モニターの背ごしに、無垢の木でできた椅子が何脚か

あらためて絵画をみようとする。一点一点の絵に集中
するには、やはり周囲の環境がノイジーだ。だがそれは、

並んでいるのがわかる。
片方の入口を入ると、そこは奥の空間から区切られた、

絵の邪魔をするというほどでもない。室内を移動すると、

小さな展示室になっている。壁に掛けられているのは、美

絵画は、時に単体として、またささやかなオブジェたちと

術館が収蔵する、ご当地三重の風景画である。きっとどこ
の公立美術館にも、こうした作品が収蔵されているのだ
な、などと思いつつ歩を進めると、その横に図入りの説明
がある。描かれている絵は、伊勢より北の風景ばかりだと
いう。続く展示を見ていくと、二つの前提が理解できる。
並ぶ物のすべてが、徳重道朗の作品ではなく、彼が踏査し
取材し借り受けてきたものであること、そして、調査の
フィールドは、描かれなかった南勢であることだ。ちなみ
に、他の入口は、展示室側からアプローチすると、映像の
鑑賞空間であった。平家の落ち武者が拠ったという八つ
の村が、古来より催してきた竃形祭を、60年の時を経て

稲垣美侑 展示風景

復活させた、その記録映像である。

｜レヴュー

231

対象の色と構図という絵画的な光景と、この地域の歴史
の痕跡との間を行き来しているようだ。中部電力による
芦浜原子力発電所の計画に対する、住民や県民の「絶対反
対」の息使いが、風化しつつあるとはいえ、顔をのぞかせ
る。
「対岸」を見やる作家の社会的な態度表明を、写真が直
截に示すわけではないが、その心の揺れはうかがわれる。
写真が挿入された展示空間は、資料展やいわゆる調査系
の作品からは、一線を画したものとなっている。
出口の一角には、徳重自身が描いた絵画《南勢地域の風
徳重道朗 展示風景

展示は、実にとりとめがない。空間的な仕掛け、みるに

景画》が6点かけられている。独特な非透視図的な絵画表
現はなりをひそめた感もあるが、モチーフはさきの写真群
に見つけることができる。撮影というフィルターの後に、

あたっての策略は、徳重のこの間の手口だ。ただ多くは、

絵描きの眼で選ばれた風景である。なぜこれらが眼にか

展示空間の空間性にコミットすることで、サイト・スペシ

なったのだろう。一瞬たりとはいえ眼をとらえ、あるいは

フィックなインスタレーションになっていたのだが、今回

時間をかけて観察された後に、それにもかかわらず描かれ

は勝手がちがう。それは、展示空間が美術館という、いわ

ることのなかった《対岸の風景》
、その行方も気にかかる。

ゆるホワイトキューブであることにもよるようだ。白い

このコーナーも仕切られているのだが、入口の「三重県

直方体を、変更しようのない枠組みとして、まずは受入れ

の風景画」と位置的に対称をなし、同等のスケールをもっ

たのだろうか。その後に、内側から異化を試みる。移動壁

ていることに気づく。キューブに近い形状の空間が、ここ

は、外周をなす固定された壁とは、平行ではなく、展示室

にだけは用意されていて、そんな突っ込みどころもまた徳

全体は、路地のように設計された。ケースや台は展示空

重ワールドなのかもしれない。来場者は、トリックと戯れ

間のルールを逸脱して不規則に配置され、どこか南勢の

ながら、あるいはトラップに遊ばれながら、その始めと終

海岸線を連想させる。展示ケースは他の壁と落ち着きの

わりに、北・中勢と南勢の風景画を眼にすることになる。

悪い角度をなして設置され、中に「古地図」や「貫通石」が、
これは意外にも行儀よく納まっている。展示台はといえ
ば、傾けて重ねられたり、上下逆さまであったりと、好き

最後の展示室では、小屋らしき工作物が入口を遮る。と

勝手に楽しんでいるようだが、ここでも物を見せるとい

いっても、道を塞ぐというよりは、展示室の順路をゆるや

う働きは損なわれていない。置き物は垂直面にかけられ、

かに規制しているようだ。その誘導にしたがって、展示室

壁掛けは水平に並べられるなど、細かなギミックが各所

にはいると、これまでとは一転し、作品に素直に向き合う

に看てとれる。並べられているのは、少し前まで、どの家

ことができる空間になっている。

の玄関や床の間にもあったような物たちだ。菩薩に見立

展示作品のほとんどは、みる者に正対することをもと

てられた枝、彩色された粗忽な魚と、微笑ましくもあり、

める絵画である。藤原康博が描くのは、どこか現実離れし

失笑をかうそれらだが、近年のゆるキャラとは比較にな

たようでいながらも、意外と近くに存在しているようにも

らない存在感を見せる。地域の信仰と生活が感じられる

思える風景である。その微妙なリアリティは、ハイパー

のである。

リアルな表現と呼応しつつ、見慣れた物がしばしば逆説

借り物で構築された空間だが、室内を横断して、徳重が
撮った写真が壁面の眼の高さで横一列に連なる。絵描き
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5

的に示す、ある種の近づきがたさをみる者に感じさせる。
平面作品の間に置かれた立体のひとつ、
《 Church 》は、藤

の眼がとらえた、南勢の風景である。撮影の時間軸に添っ

原が長い時間を過ごした英国の双塔形式のゴシック教会

ているのだろうか、ロードムービーのコマのようでもある

を思わせるが、それもまた、キリスト教徒たちにとっては、

し、SNS 上に垂れ流されるタイムラインにも思える。道

日々おとずれる日常空間の一部でありながら、他方で神

路、山肌、橋梁、家並み、店先、看板、貼り紙と、眼が惹か

の世界への入口としての超越的空間を内にたたえている

れるままにシャッターを切ったのだろうが、その興味は、

はずだ。

切り妻の屋根をもつ小屋は、模型というには巨大だが、
実在する小屋の再現というようには見えない。妻側にあ
る入口から入る。棚には、石膏や木製の建築、地形のモデ
ル、石の置物、バイソンらしき動物の絵、小屋の写真、塗
料や網、‥モチーフとモデルとエスキースと資材が混在し
ている。スタジオにも、つくり手の倉庫にも、ギャラリー、
オープンアトリエのようにも見える。雑多に物があるわけ
ではないし、しっかりと整理されてもいない。つくり手の
使用と生活、みる側への配慮とが半ばする、どっちつかず

はじめに引いたチラシの続きには、こうあった。
「いま、眼の前にある生の “風景” と切実かつ親密により
そうためには、どのような想像力のはたらきが有効に
なるのでしょうか。この問いと向き合うための機会と
して「 Para-Landscape 」展は企画されました。美術館の

5 つの空間を舞台に 5 名のアーティストが作りだす、そ
れぞれの “風景”＝パラランドスケープがそのヒントを
与えてくれるでしょう。」
5人のアーティストの作品は、多くの来場者たちの、風

の空間である。
その裏手、出口に近い位置には、二つの平台が並んでい

景への想像力をかきたてたことだろう。風景に潜む「切実

る。一方には、この四半世紀に撮ってきた写真の一部が、

さ」を読み込む機会でありえたし、
「親密さ」に自己の感覚

アルバムとしてならぶ。他の台には、その写真に手を加え

を重ねた人もいるだろう。風景の「力」を思い起こすこと

たミクストメディアの作品が展示されている。

も、またその「不可視」性に気づくこともあったにちがい

入った時に印象を受けたように、バランスのとれた、み

ない。その想像力のひろがりたるや、筆者の考え及ぶとこ

る側に特別に身構えることを要求することのない展示で

ろではないだろう。なぜなら、風景とは、それを見つめる

ある。絵画、小屋、写真という三つの要素も、あらためて

」なのである。ここ
人と不可分な「ひとつの解釈（ lecture ）

均衡が保たれていると感じられる。しかし、その背後に

で言及できたのは、風景と人が取り結ぶ関係の、ほんの一

は、三者の込み入った関係も窺われる。藤原が、眼にして

部でしかない。それは、作品を風景としてみる、という視

きたであろう風景は、時に写真におさめられるのだが、モ

点からのものである。

チーフとしてのみ存在しているわけではない。
《あいだの

風景は、そして風景表象は、
「死」んだ、とまでは言わな

山》では、ベニヤという素材が、支持体として絵画に侵入

くとも、受難の時代にある。絶望的なまでに進行する「没

してくる。小屋もまた、実在する風景から抽出され、会場

場所性」は、企画者が指摘するように、その大きな要因で

の風景の一要素になっているのだが、内部は、制作と収集

あろう。他方で、風景が見る者に依存するとしたら、主体

と展示とが重なる多義的な場である。絵画に描かれた、崖

から「見る」機会が奪われつつあることもまた避けられぬ

の上に立つ小屋もまた、そんな空間を内に隠していると想

理由だと考えられる。人の中心視野において、かなりの立

像するができる。風景と制作に関与する多様な場が、均衡

体角を占めるスマホやタブレットのスクリーン、私たちに

のとれた展示の背後で、地下茎のように複雑に絡み合っ

は周辺視が残されているが、それは運動刺激には強く反

ている。この風景らしからぬ空間を、不可視の情報が飛び

応するものの、色や形に対する知覚は鈍いとされる。比喩

交う電子社会の風景と重ねてみることも、悪くない相談の

的に言うなら、スクリーンの周りに、その余地に、おぼろ

ように思えてきた。

げに風景を見ているのである。見られる場所だけでなく、
見る側もまた危機にあるということだ。
その意味では、本稿は深刻な事情を回避しているかも
しれない。それに代わって、失われつつある風景を作品の
インスタレーションヴューに見立て、見る主体を展覧会の
鑑賞者に置き換えて、考察を試みたわけだ。それが「死」
や危機に、有効かと問われれば、答えに窮するしかないの
だが、生の “ 風景 ” へと眼を転じた時に、ヒントになるこ
とを、少しばかりは期待している。
展覧会を二度目に訪れる時、津駅から、通常の幹線とは

藤原康博 展示風景

すべて筆者撮影

ちがう道を選んだ。駅を出て、少し南に逸れ西へ向かう

｜レヴュー
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と、すぐに偕楽公園に入る。かつて津藩主の別荘であった
この小高い公園は、明治期にはいると物産博覧会の会場
としても使われることがあったらしい。ある時期は、三重
県立博物館もその一角に位置していたという。公園を通
り抜け、降りていく。すると左に、さらに進むと右手にも、
霊園が見えてくる。これまで気づかなかったのも迂闊な
のだが、美術館の南から西にかけて、墓地がひろがってい
る。墓石の間を分け入る。美術館は、すぐそこに見えるの
だが、入っては行けない。結局のところ、西へと大きく迂
回することとなった。その間、よく知られた、美術館と墓
地の関係を思いながら、歩いた。

Museum（ムーゼウム）
と Mausoleum（マウゾレーウム）
という音の上の類似にとどまることなく、両者が文化的に
も近いことを指摘したのは、テオドール・W・アドルノ
だった。
「美術館は代々の芸術作品の墓所」であるという。
フランス革命期を生き、美術館誕生の期に居合わせた建
築理論家、カトルメール・ド・カンシーは、美術作品を収集
整理することは「歴史をつくるために芸術を殺すことであ
る。だが、それは歴史をつくることではなく、墓碑銘を作
ることだ」と書いた。そうした言説は、今日の美術館に、
むろんそのままあてはまることはできない。ただ、かつて
同族であった二つの施設が、こうして空間的に近接して
いることは、
「風景の死」に、何がしかのひっかかりを提供
するようにも思える。
「春分の日の風景さんぽ」では、もう一人の参加アーティ
スト、片山一葉が美術館の周辺を案内してくれる。以前み
た、風景と人の関係を問うた映像作品が思い起こされる。
そこには、両者の緊密さや対峙といった、強い関係性とは
逆の、風景に身を置く人の所在のなさ、寄る辺ない関係が
あった。美術館の近くで育ったという片山に、展示を生の
“ 風景 ” へと結びつけた尾野が加わって、いったいどのよ
うな「さんぽ」となるのだろう、興味はつきない。
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