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NEWS RELEASE
Vangi  Sculpture  Garden Museum

展覧会名｜ 菅木志雄
会　　期｜ 2014（平成26）年11月2日（日）‒2015（平成27）年3月24日（火）

主　　催｜ ヴァンジ彫刻庭園美術館
協　　力｜　 小山登美夫ギャラリー、正翠園
開館時間｜　 11月‒1月　10:00‒16:30、2月‒3月　10:00‒17:00（入館は閉館の30分前まで）
休 館 日 ｜　 水曜日（12月 24日（水）は開館、年末年始（2014年 12月 26日（金）‒2015年1月7日（水））　
入館料 ｜　 大人 1,000円（900円） / 高・大学生500円（400円） / 中学生以下無料
  ※（　）内は20名様以上の団体割引

会　　場｜　 ヴァンジ彫刻庭園美術館　
  〒411-0931　静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）347-1
  TEL.055-989-8787　FAX.055-989-8790　www.vangi-museum.jp　

　菅木志雄（1944-）は1960 年代後半より木や石などを用い、
自然物とそれを取り囲む空間を探求し続けている美術作家で
す。多摩美術大学に学び、在学中の1967年にシェル美術賞展
で第一席に入選した菅は、自然物や建材を仮設的に配置する独
自の制作手法によって、未加工の物質を作品として提示し当時
「もの派」と呼ばれた作家の1人として注目を浴びました。1960
年代後半は大学紛争など社会制度が大きく揺れ動き、美術にお
いてはミニマル・アートやアース・ワークなど海外の動向を視
野に入れつつ、「つくること／つくらないこと」という根源的な
問題から作家と物質の関係が厳しく問い直された時代でした。
　菅の作品の独自性はさまざまな素材が接し、つながれ、囲
われることで物質が相互に依存し合う場を生み出す点にあります。作品は一時的な状態であり完結することがなく、時代
や場所を変え再制作されるそのシステムに作品の可能性を見出すことができます。刻一刻と変化する私たちを取り巻く複
雑な環境に向かい、普遍的な構造を抽出しようとする作家の鋭敏な感性が作品には反映されていることでしょう。
　本展では「野展」と称して写真でのみ記録された野外作品が 40 年の歳月を経て制作され、70 年代以降から新作まで時代
ごとの代表的な作品が展示されます。また鑑賞者の前で数多く実践された「アクティヴェイション」（作家によるパフォーマ
ンス）や、制作と並行して執筆されてきた批評など貴重な映像・図書資料を交え、国際的な評価とともに近年改めてその現
代的な意義が問われる菅の「一過性の世界」の構造に向けられた思考をたどります。

T i t l e :  Kishio Suga 
Dates: November 2, 2014  !　March 24, 2015
Organizers: Vangi Sculpture Garden Museum
Support: Tomio Koyama Gallery, Shosuien 
Hours: Nov‒Jan 10:00-16:30 / Feb‒Mar 10:00-17:00 （entry permitted until 30 minutes before closing ）
Closed on Wednesdays (except for December 24) , New Year's holiday  (December 26, 2014!January 7, 2015)
Admission: Adults ¥1,000（¥900） / High School and College Students ¥500（¥400） / Elementary and Junior High 
School Students Free　※rates in parenthesis for groups of 20 people or more
Venue: Vangi Sculpture Garden Museum
347-1 Clematis no Oka, Higashino, Nagaizumi-cho, Shizuoka 411-0931 Japan 
TEL: +81-(0)55-989-8787　FAX: +81-(0)55-989-8790　www.vangi-museum.jp

〈一過性の世界〉の構築に賭けられた「もの」、「状況」、「場」
す が き し お

の て ん

!

《無限状況》（1970 / 2012）
2012年「太陽へのレクイエム：もの派の美術」展示風景
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Vangi  Sculpture  Garden Museum

【作家の紹介】
菅木志雄　　Kishio Suga
　1944 年、岩手県盛岡市生まれ。64年に多摩美術大学絵画科
入学、斎藤義重教室にて学び 68 年卒業。68年の椿近代画廊で
の初個展以降、個展、グループ展に多数出展。また作品制作と
並行して、多くのパフォーマンス（2004 年にすべてのパフォーマ
ンスを「アクティヴェイション」に改称）や執筆による批評行為を
今日まで継続して実践、さらに小説の執筆 （『渡海鳴鳥』講談社、

00 年・『樹下草怨』東洋経済新報社、08 年）、映画製作（映画『存在と殺人』
監督・脚本、99 年）など活動は多岐にわたる。
　主な個展に、「菅木志雄展」（広島市現代美術館、伊丹市立美術館、
神奈川県民ホールギャラリー、千葉市美術館、97-98 年）、「菅木志雄 - 
スタンス」（横浜美術館、99 年）、「揺らぐ体空　菅木志雄インスタ
レーション」（岩手県立美術館、05 年）、国際的なグループ展に第38回ヴェネチア・ビエンナーレ（ジャルディー
ノ公園日本館、イタリア、78 年）、「前衛芸術の日本」（ポンピドゥーセンター、フランス、86 年）、「戦後日本の前衛美術」
（横浜美術館、その後ニューヨーク・グッゲンハイム美術館へ巡回、94 年）ほか多数。
　国内での評価はもとより、近年「もの派」の国際的な関心の高まりのなか、「太陽へのレクイエム：も
の派の美術」（BLUM ＆ POE、ロサンジェルス / Gladstone Gallery、ニューヨーク / ともにアメリカ、12 年）、
「Prima Materia」（Punta della Dogana、ベネチア / イタリア、13 年）、「Other Primary Structures」（Jewish 
Museum、ニューヨーク / アメリカ、14 年）などに出品。国内の美術館では9年ぶりとなる当館での個展開催
と同時期に、東京都現代美術館でも個展を予定している。

【作家略歴】
1944 年　　岩手県盛岡市生まれ
1967 年　　11 回シェル美術賞展 1 等賞（第 1 席）受賞
1968 年　　多摩美術大学絵画科卒業
1969 年　　『美術手帖』の「芸術評論」に桂川青の名前で応募し、 
 　　佳作入選。論文名は「転移空間〈未来のノートから〉」
1970 年　　第5回ジャパン・アート・フェスティバル大賞受賞
1982 年　　多摩美術大学講師（1989 年まで）
1994 年　　静岡県伊東市にアトリエを設ける
1997‒98年　個展「菅木志雄展」（広島市現代美術館、伊丹市立美術館、 
 　　 神奈川県民ホールギャラリー、千葉市美術館）

1999 年　　個展「菅木志雄 - スタンス」（横浜美術館）
2005 年　　個展「揺らぐ体空　菅木志雄インスタレーション」
 　　（岩手県立美術館）　　
2009 年　　金沢美術工芸大学大学院専任教授（2014 年まで）
2012年　　グループ展　「太陽へのレクイエム：もの派の美術」 
 　　（BLUM ＆ POE / Gladstone Gallery、アメリカ）

 　　個展「菅木志雄展」（BLUM ＆ POE、アメリカ） 
2013年　　グループ展「Prima Materia」（Punta della Dogana、 
 　　イタリア）
2014年　　グループ展「Other Primary Structures」（Jewish Museum、アメリカ）
2015年　　個展「菅木志雄」（東京都現代美術館）

NE WS RE LE ASE

《《空間》を敷く》（1996）
東京画廊展示風景

《全体の中の一側面》（1978）
第 38 回ヴェネツィア・ビエンナーレ展示風景

Photo by Mie Morimoto
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【展覧会の見どころ】

【時代を超えて再制作される作品」】
1970年代以降の大型作品を展示

【自然と「もの」の関係】
写真でのみ残されていた「野展」
の作品を庭園で制作

1
1968 年の初個展から 45 年以上、国内外にて多
数の個展、グループ展に参加し、「もの派」の作
家の 1人として現代において改めてその活動が
注目されている菅木志雄。本展では 1978 年の第
38 回ヴェネツィア・ビエンナーレや、1997-98
年にかけて国内の複数の美術館を巡回した個展
での作品など、1970年代以降の各時代に制作さ
れた作品を展示。美術館の広大な展示空間を活
かした大型のインスタレーション作品が再制作
されます。

《全体の中の一側面》（1978/1998）

2
菅は1968 年から野外で木や石など自然物
を用い作品を制作、「野展」と称して一時
的な作品を発表、または写真で記録してき
ました。本展では美術館の屋外や庭園の空
間を利用し、写真でしか鑑賞者がみること
ができなかった1970年代の作品を発表し
ます。季節の移ろいのなか、仮設的な作品
の変化を会期中に体験いただけます。

《支曲》（1974）

の て ん

 

【「もの派」と菅木志雄】
菅の制作概念について検証する
資料展示やイベントを開催

 
3
菅は作品制作と並行して、「状況」、「依存」、
「場」といった概念で作品の理論化を絶え
ず試みてきました。本展では「アクティヴェ
イション」の映像資料や、これまでの批評
などの資料展示と合わせて、会期中にアー
ティストトークや批評家、研究者を招いた
トークイベントを開催。独自の制作概念を
展示とイベントを通して検証します。

《周位律》（1997）

Vangi  Sculpture  Garden Museum
NE WS RE LE ASE

の て ん
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【菅木志雄を読み解くキーワード】

も の 派 Mono-ha

Open exhibition

Making and
Writing

Activation

1968 年から1970 年前半にかけて、石や木などの自
然物や鉄、ガラスなど工業用材の未加工な使用を特
徴とした日本での美術の動向。菅ほか、近代的な表
象作用の否定を主張した李禹煥や関根伸夫、小清水
漸、榎倉康二や高山登、原口典之らがいました。素材
がもつ意味や固有の概念を払拭し（「〈もの〉のほこり
を払う」）、物質性を強調する作品が制作されました。

野 展

1968年より菅は、井の頭公園や多摩川の川岸な
ど野外に作品を設置したり、そこにある自然物
の配置を変える「野展」を行いました。素材が環
境に浸透していく自然の「場」での一時的な作
品は、時に写真に記録され発表されました。

アクティヴェイション

作家によるパフォーマンス「アクティヴェイ
ション」は、1973年から本格的に開始されま
した。制作の「プロセス」を重視し何度も素材
が解体され構築される様子から、「できあがっ
たもの」（完成品）という物質の存在に対する批
評的な行為と捉えることができます。

「ものごとにおけるプロセスは、具体的な
ものの具体性をとりだしたいためであり、
同様にわたし自身がなにかをする（行為）
のは、わたし自身が具体的なものである
ということと、行為そのものの具体性の
有無をただしたいからである」*2

「わたしにとって、〈作品〉をつくることと平
行して文章を書くことは、異和感のあること
ではない。（中略）いつも〈作品〉と文章を、わ
たしは同次元で出している」*3

「現実の〈リアルなもの〉に、まず衝撃を受け、
それを体内化し、さらに異質な〈リアルさ〉を明示
したのが「もの派」だったと思われる」*1

つくること／書くこと

菅は1969 年『美術手帖』の芸術評論に佳作入選する
など、制作と文章による理論化を並行して実践して
きました。作品を空間、文章を時間によるものだと
する作家の思考には、目に見えるものと見えないも
のや言語への関心が伺えます。

《無限状況》（1970）

《周囲構築》（1990）

（上）《留位置》（1975 / 2012）
（下左）《素界》（1974 / 2012）
（下右）《無為状況》（1970 / 2012）

*1　「遠くにある全体」　1993年
*2　「思考の素状」　1988年
*3　「領域は閉じない」　1999年
*4　「場の論理̶アースワークによせて」　1977年　
年号はいずれも初出。『菅木志雄著作選集　領域は閉じない』（横浜美術館、1999年）所収

Vangi  Sculpture  Garden Museum
NE WS RE LE ASE

「自然（開放空間）の場は、モノをよりわけ、
区別していく〈仕切る〉という考え方（観念）
を流用することができないと思われます」*4

・・

ヽヽ

・・
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 2009年以来 5年ぶりとなる「アクティヴェイション」が美術館で行われ
 ます。また作家によるトークも開催し作品の独自性に迫ります。
 日　　時：2014 年 11 月 2 日（日）　15:00‒16:30
 定　　員：なし（申込不要／当日の観覧券をお持ちのうえ、直接会場にお集まりください）
 料　　金：当日の入館料のみ 
 会　　場：ヴァンジ彫刻庭園美術館　展示棟

 国内経済が成長し一方で社会制度が問い直された時代背景から、菅が発表を開始した1970 年前後の美術の状況 
 を検証します。
　　　　日　　時：2015 年 1 月18 日（日）　14:00‒15:30
 出　　演：粟田大輔（美術批評家）・成相 肇（東京ステーションギャラリー学芸員）・　森 啓輔（当館学芸員）
 定　　員：100 名　全席自由　要予約
 料　　金：当日の入館料のみ
 会　　場：クレマチスの丘アカデミーフォーラム
 予約方法：お電話にてお申し込みください。クレマチスの丘コミュニケーションセンター　Tel.055-989-8785

 会場にて担当学芸員が展覧会概要と作品の解説を行います。
 日　　時：2014 年 11 月 30 日（日）、12 月 21 日（日）、2015 年 1 月 11 日（日）、2 月 22 日（日）、3 月 22 日（日）
 　　 　14:15- （各回約 40 分）
 料　　金：当日の入館料のみ
 会　　場：ヴァンジ彫刻庭園美術館　展示棟
 予約方法：申込不要（当日の観覧券をお持ちのうえ、直接会場にお集まりください）

 海外での「もの派」展の開催など国際的な評価が高まる今、「もの派」を現代的な視点から読み解きながら菅の作品
 の意義を考察していきます。
 日　　時：2015 年 3 月 8 日（日）　14:00‒15:30
 出　　演：千葉成夫（美術評論家、中部大学教授）・中井康之（国立国際美術館主任研究員）・森 啓輔（当館学芸員）
 定　　員：100 名　全席自由　要予約
 料　　金：当日の入館料のみ
 会　　場：ヴァンジ彫刻庭園美術館　展示棟
 予約方法：お電話にてお申し込みください。クレマチスの丘コミュニケーションセンター　Tel.055-989-8785

④　学芸員によるギャラリートーク

③　トークイベント 2　菅木志雄と「もの派」の現在

②　トークイベント 1　菅木志雄と周縁̶1970 年前後の美術

【関連イベント】
①　アクティヴェイション＋アーティストトーク

《周囲構築》（1990）

【アクセス】
　【お車の場合】
　　東京方面より：東名裾野 I.C.よりR246 経由、沼津方面へ10Km
　　名古屋方面より：
　　新東名長泉沼津 I.C. あるいは東名沼津 I.C.より伊豆縦貫道
　　( 東駿河湾環状道路 ) へ、長泉 I.C. 出口 R246 右折／
　　新東名長泉沼津 I.C. より 5km
　
　【電車の場合】 
　　JR 東海道線「三島駅」下車、北口（新幹線口）発、
　　無料シャトルバスあり（所要時間約 25 分）

Vangi  Sculpture  Garden Museum
N E W S RE LEASE
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下の画像を広報画像として配布いたします。
ご希望の方は、ご希望の画像にチェックし必要事項をご記入の上、下記宛先までFAXくださいますよう、
お願いいたします。
お願い：1.　恐れ入りますが、掲載誌一部をご送付いただきますようお願いいたします。
　　　　2.　クレジット表記は画像の下にあるものを表記願います。
　　　　3.　ご取材の際は事前に担当者までご一報くださいますようお願いいたします。

貴媒体名

掲載号 発売日／放映日 年　　　月　　　日

　　月　　　　日 まで

貴社名 ご担当者様

TEL

E - MAIL

資料お届け期限

【広報用画像】

FAX

お問い合わせ
展覧会企画担当：森啓輔
E-mail:  k-mori@clematis-no-oka.co.jp
F A X：　055-989-8790

ヴァンジ彫刻庭園美術館
〒411-0931　
静岡県長泉町東野クレマチスの丘（スルガ平）347-1
TEL 055-989-8785
www.vangi-museum.jp

Vangi  Sculpture  Garden Museum
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《全体の中の一側面》1978 / 1998年　
©Kishio Suga　photo: Tsuyoshi Satoh

《内外環縁》1989年　©Kishio Suga　photo: Tsuyoshi Satoh

《周位律》1997年　©Kishio Suga　photo: Tsuyoshi Satoh 《無限状況》1970年　©Kishio Suga


