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アーティスト 中村政人 10年ぶりの個展。
アーティスト中村政人が 1989-94 年に、韓国と日本で撮影した写真群を 20 年以上の時を経て一挙公開します。留学先の韓
国のアトリエ風景や、東京のアートシーンを共に切り開いた同時代のアーティストや関係者たちの様々な表情、日常的な
都市空間の中にひっそりと存在するものたち。中村の視点はアーティスト／生活者の区別を超え、あらゆる人々のアクショ
ンの連鎖によって文化的多様性が増殖していくさまを鋭くとらえます。それは、世界に対するアーティストの鋭い眼差し
そのものであり、街の中に存在する創造性への真摯な感受性を示しています。近年中村が取り組んできた様々な社会実験、
とりわけアーツ千代田 3331 の運営やアートプロジェクトの企画などに通底するアートそのものの枠組みをとらえ直そうと
する批評精神を見てとることが出来るでしょう。また、会田誠、池宮中夫、岩井成昭、小沢剛、中ザワヒデキ、八谷和彦、池内務、
小山登美夫、西原珉といった同時代のアーティスト・ギャラリスト・編集者らが鮮烈なエネルギーで新しいシーンを切り開
いた時代を知る手がかりとしても貴重な展覧会といえます。会期中、当時を知る作家やキュレーター・批評家を招いたトー
クイベントを行い、美術史においていまだ充分に語られていない、90 年代前半の日本のアートシーンを考察します。さ
らにこれら写真のほか、２シリーズの新作インスタレーションを発表します。アーティスト 中村政人による 10 年ぶり
の新作展にぜひご注目ください。 尚、本展はTRANS ARTS TOKYO 2015 のプログラムとして開催致します。

□タイトル：
中村政人 個展「明るい絶望」
中村と村上展/ザ・ギンブラート/新宿少年アート/秋葉原TV /カンダダ/アーツ千代田3331 /トランスアーツトーキョー 

Masato Nakamura“Luminous Despair”
Nakamura and Murakami Exhibition / The Ginburart / Shinjuku Shonen Art / Akihabara TV / KANDADA / 
3331 Arts Chiyoda / TRANS ARTS TOKYO

□会　期：2015 年 10 月 10 日（土）～11 月 23 日（月・祝）  □開場時間 12:00-20:00 ※ 各日最終入場は 19:30
               ※ 2015 年 10 月 9 日（金）プレス内覧会・オープニングレセプション予定。（時間調整中）
□休場日：無し　　              □会　場：3331 Arts Chiyoda  1F メインギャラリー   □入場料：一般 800 円 　　
□主　催：3331 Arts Chiyoda　□協　力：（社）非営利芸術活動団体 コマンド N  　 □特設サイト：m.3331.jp 



■作家紹介　中村政人（なかむら・まさと）

中村政人 個展「明るい絶望 」 ̶̶ 2/2
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中村政人が全てフィルムで撮影した貴重な写真、約四万枚の中から 1989-94 年のソウル・東京に絞って厳選し約 700
枚を写真作品として展示します。また、新作インスタレーション作品を 2 シリーズを発表します。代表的なアートプ
ロジェクトの映像資料などの展示も予定しています。写真作品は、写真集として 3331books から出版します。

1963年秋田県大館市生まれ。アーティスト。東京藝術大学絵画科准教授。美術と社会との関わりをテーマにプロジェ
クトを進める社会派アーティスト。第 49 回ヴェネツィア・ビエンナーレ（2002 年）日本代表。1998 年よりアーティ
ストイニシアティブコマンド N 主宰。富山県氷見市、秋田県大館市等、地域再生型アートプロジェクトを多数展開。
プロジェクトスペース「KANDADA」（2005~2009）を経て 2010 年 6 月よりアーティスト主導、民設民営のアートセンター
「アーツ千代田3331」（東京都千代田区/秋葉原）を立ち上げる。著書「美術と教育」等多数。平成22年度芸術選奨受賞。
2011 年より震災復興支援「わわプロジェクト」、2012 年より東京・神田のまちの創造力を高めるプロジェクト
「TRANS ARTS TOKYO」を始動。

■展示内容

■関連イベント　会期中は、多数のイベントを開催します。詳細や最新情報は順次公式サイトにてお知らせします。
□ 「90 年代論考 対談シリーズ」　　
90 年代前半のアートシーンを検証し、現在と未来のアートの在り方を考察するためのトークイベントシリーズ。登壇
者は当時、中村と共に活動した作家、批評家、ギャラリスト等をはじめ、今日のアートシーンを牽引する若手アーティ
ストやキュレーターなどを予定しています。

Masato Nakamura / “QSC+mV" 1998-1999｠/ Installation view at 
Museum of Contemporary Art  Tokyo /｠(R) McDonald 's 
Corporation / (c) Masato Nakamura / Courtesy of Masato 
Nakamura /｠Photo by Masato Nakamura

Masato Nakamura / "TRAUMA TRAUMA" 1996 /｠Installation view at SCAI THE 
BATHHOUSE, Tokyo /｠(c) Masato Nakamura / Courtesy of Masato Nakamura /｠
Photo by Masato Nakamura

記者会見＆プレトークイベントのご案内

7 月 29日（水） 17:00-18:00　中村政人 個展＆TRANS ARTS TOKYO2015  合同記者会見
      18:30-20:00　シンポジウム「東京アートシーン：90’ s から 2020 年へ」

■ シンポジウム「東京アートシーン：90’ s から 2020 年へ」
    90年代のアートシーンと現在のシーンを重ね合わせて検証しながら、2020 年オリンピックを視野に入れたシン   
　 ポジウム。文化にとって「アート ×産業 ×コミュニティ」というキーワードがますます重要になりつつある現在、
    それぞれのシーンで社会に大きく影響を及ぼしている方々をお招きしてクロストークを行います。

    ［パネリスト］  斎藤精一 （Rhizomatiks クリエイティブ＆テクニカル ディレクター）
   中ザワヒデキ（美術家）
   日比野克彦（アーティスト）
     山縣良和（writtenafterwards デザイナー） 
   中村政人（アーティスト） 　
□ 会場：アーツ千代田 3331  1F ラウンジ
□ お申込方法： 返信用 FAX にご記入の上、FAX にて 7月 22 日（水）までに FAX にてご返信ください。
   一般の方で公聴をご希望の場合はアーツ千代田 3331 公式 HPよりお申込下さい。
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* TRANS ARTS TOKYO …2012 年より始まった神田エリアの開発に伴い生まれた“都市のスキマ”で繰り広げるクロスジャンルなアートプロジェクト。 

＊

プレスの方限定

Akihabara TV2 / 2000 / Saki Satom / "Own Space1" / Courtesy 
of command N / Photo by Keizo Kioku



ご出欠連絡票

［お問い合わせ先］ 3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14　
TEL: 03-6803-2441（代）　FAX: 03-6803-2442　E-MAIL: pr@3331. jp（担当 : 岡田、稲葉）　

URL: http://www.3331. jp

貴社名／ご所属
／媒体

ご芳名

TEL

ご出欠

E-MAIL　 @　

合同記者会見    17:00 - 18:00　     □ご出席　　　 □ご欠席　7月29日（木）

シンポジウム 18:30 - 20:00   　     □ご出席　　　 □ご欠席　

※ご同伴者様がいらっしゃる場合は、お知らせください。

大変お手数ではございますが、ご出席のお返事を電話、FAX またはメールにて  
7 月22日 （水）までにお知らせください。

電話：03-6803-2441（代）   FAX：03-6803-2442   E-MAIL：pr@3331.jp

中村政人 個展＆TRANS ARTS TOKYO2015
合同記者会見 および 関連シンポジウム

【開催日】2015 年 7月29日 （木） 
 ■ 17:00-18:00 中村政人 個展＆TRANS ARTS TOKYO2015 合同記者会見
            ［登壇者］原久子（アートプロデューサー）/ 中ザワヒデキ（美術家）/中村政人（アーティスト）
   　　    山縣良和（writtenafterwards デザイナー）/久木元 拓（TAT2015プログラムディレクター）

 ■ 18:30-20:00　 シンポジウム「東京アートシーン：90’sから 2020年へ」
   ［登壇者］  斎藤精一 （Rhizomatiks クリエイティブ＆テクニカル ディレクター）
     中ザワヒデキ（美術家）
     日比野克彦（アーティスト）
     山縣良和（writtenafterwards デザイナー）
     中村政人（アーティスト）

銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分、千代田線湯島駅6番出口より徒歩3分、都営大江戸線上野御徒町駅A1番出口
より徒歩6分、JR御徒町駅南口より徒歩7分、JR秋葉原駅電気街口より徒歩8分、JR御茶ノ水駅聖橋口より徒歩15分

〈最寄駅〉
【会場】 アーツ千代田 3331  東京都千代田区外神田6丁目11-14 


