PRESS RELEASE

2015 年 7 月 29 日

アーツ千代田 3331 はアートなのか。
拡張し続けるアートへの挑戦。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作品約 700 点と最新作となるインスタレーションを発
表します。写真作品には 90 年代前半に同時代のアーティスト・キュレーターらと繰り広げた
「中村と村上展」
「ザ・ギンブラー
ト」
「新宿少年アート」など伝説的なアートプロジェクトの様子から、日常的な都市空間にそっとたたずむ情景まで、世界
の多様な有り様がアーティストならではの鋭い視点によって捉えられています。街中に存在する創造性への眼差しは、マ
クドナルドの CI を使ったインスタレーション作品や、
「秋葉原 TV」
「カンダダ」
「トランスアーツトーキョー」などその後
に続く中村の活動の原点であり、
アーツ千代田 3331 は、
アートの表現領域を拡張した全く新しい
「芸術作品」
と言えるでしょう。
タイトルである『明るい絶望』は「全ての存在を受け止め、その自らの因果律を逸脱させる力」と中村は言及します。
混迷する社会に、何を伝えようとしているのか？ゲリラ活動から一貫した表現活動は、どんな可能性を浮かび上がらせる
のか？アーツ千代田 3331 で開催する中村政人 10 年ぶりの個展に、是非ご期待ください。
会期中、日本のアートシーンを考察するトークイベントシリーズに当時を知る作家や批評家をお招きし、また、
「アート
産業
コミュニティ」をテーマに各界のキーパーソンをお招きしてアートの未来を考察します。なお本展はトランスアー
ツとキョー 2015 の一環として開催致します。

中村政人 個展「明るい絶望」
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□会

期：2015 年 10 月 10 日（土）〜11 月 23 日（月・祝）会期中無休
18:00-20:00 オープニングレセプション
※ 2015 年 10 月 9 日（金）13:00-14:00 プレス内覧会

□開場時間：12:00-20:00 ※入館は閉館時間の 30 分前まで
□会 場：3331 Arts Chiyoda 1F メインギャラリー（東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14 ）
□入場料：一般 800 円／大学生・専門学校生・65 歳以上 700 円／ペアチケット 1,300 円
※千代田区民、高校生以下、障がい者およびその同伴者

□主催：3331 Arts Chiyoda
□特設サイト：m.3331.jp

無料 ※トークイベントは別途参加料が必要です。

□協力：（社）非営利芸術活動団体 コマンド N

□後援： 千代田区、千代田区観光協会

[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ] 3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
TEL: 03-6803-2441 FAX: 03-6803-2442
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
E-MAIL: pr@3331.jp ＜担当 : 岡田、稲葉＞ URL: http://www.3331.jp
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■作家紹介

中村政人（なかむら・まさと）
1963 年生まれ。アーティスト。東京藝術大学絵画科准教授。
「美術と社会」
「美術と教育」
との関わりをテーマに様々なアート・プロジェクトを進める。2010 年 6 月「アーツ千代
田 3331」を立ち上げる。平成 22 年芸術選奨受賞。2011 年より震災復興支援「わわプロジェ
クト」、2012 年より東京・神田を舞台にした「トランスアーツトーキョー」を始動。
［主な活動歴］
1963 年
1989 年

秋田県大館市生まれ
東京藝術大学大学院美術研究科
修士課程修了
1989-92年 大韓民国功益大学大学院西洋画科在籍

中村と村上展

ザ・ギンブラート

■展示内容①

写真作品

第49回ヴェネツィア・ビエンナーレ

1992 年 グループ展「中村と村上」展（ソウル、東京、大阪）
1993 年 グループ展「ザ・ギンブラート」（東京）
1999-2002 年 グループ展「秋葉原 TV 1,2,3」（東京）
2001 年 「第49回ヴェネツィア・ビエンナーレ」日本代表 (ヴェニス）
2005 年 プロジェクトスペース「カンダダ」設立
2010 年 アーツ千代田 3331 統括ディレクター就任

秋葉原 TV

アーツ千代田 3331

《QSC＋mV/V.V》

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 年のソウルと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。

チェ・ジョンファとイ・ブル 1991 年 ソウル
スンデ食堂 1991 年 ソウル

街灯と鳩よけ 1992 年 鶴橋

新宿少年アート・オクダサトシ《アントノオ . イノキン / 増殖。
》
1994 年 東京

中ザワヒデキ 1992 年 東京
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■展示内容②

新作インスタレーション

アートと社会の関係を問う批評精神に根ざした、最新作となる 2 シリーズ
のインスタレーションを発表します。
ひとつは、中村の実家の飾り棚に置かれていた民芸品（人形）を同じ
製造技術を用いて等身大の立体作品化します。もう一つは、自動車の車
体を製造する技術を使い、絵画的作品を展開します。どちらも、90 年
代にプランニングした作品を本展で実現します。中村が近年言及する
アートに対する価値観「純粋 切実 逸脱」を示唆する作品展開です。
北海道二風谷町で制作中の様子▶

■関連スペシャルトークイベント「シリーズ・検証、中村政人の視点」
展覧会会期中、
「シリーズ・検証、中村政人の視点」と題して、下記２つのテーマにそってトークイベントを開催します。
『 シリーズ・検証、中村政人の視点 その 1
ー 1989 年〜94 年の日本のアートシーンを当時を知る関係者を迎え検証する』
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、多彩なゲストを予定します。
10/10（土）15:00-17:00
「はじまりのはじまり ―80 年代後半からの新たな動向の目撃者の証言」
村田真（美術ジャーナリスト）、中村政人（アーティスト） 聞き手：中ザワヒデキ（美術家）
10/12（月・祝）16:00-18:00
「ことの次第はこうやって転がる ― アーティストたちの傍らにつねにいた西原 珉が語る 90 年前後」
西原 珉（臨床心理療法士・米国カリフォルニア州登録インターン） 聞き手：原久子（大阪電気通信大学教授）
10/12（月・祝）19:00-21:00 ※
「中村と村上展 / ザ・ギンブラート / 新宿少年アート」映像ドキュメント上映会＆パーティー
映像提供：八谷和彦（メディアアーティスト / 東京藝術大学准教授）
11/23（月・祝）16:00-18:00
「総括：1989 ̶ 1994」
椹木野衣（美術評論家／多摩美術大学教授）中ザワヒデキ（美術家）聞き手：原久子（大阪電気通信大学教授）
※ 上記以外に、小沢剛、楠見 清、黒沢 伸、小山登美夫、出原 均、福住 廉ほか登壇を予定しています。
『 シリーズ・検証、中村政人の視点 その 2
ー 2020 年とその後を見据えた＜アート 産業 コミュニティ＞の現在と未来』
「アート 産業 コミュニティ」をキーワードに各シーンのキーパーソンを迎えて 2020 年とその先の東京の
あるべきアートシーンについて中村政人とじっくり議論をします。
11/17（火）19:00-21:00 青柳正規（文化庁長官）
、中村政人（アーティスト）
※北川フラム（アートディレクター）
、宇川直宏（メディアアーティスト）ほか登壇を予定しています。
□ トーク参加費：一般 1,200 円（学生 800 円）/※上映会＆パーティーのみ一般 1,800 円（学生 1,200 円）
□ チケット予約開始：9 月上旬予定 ※詳細は公式ウェブサイトにて公開予定。

■展覧会関連写真集の発刊
本展覧会に出展する写真作品約 700 枚と中村政人が
書き下ろしたテキストを掲載した写真集を、本展
覧会に合わせて 3331 BOOKS から刊行致します。

同時開催 TRANS ARTS TOKYO 2015
会期：10 月 9 日（金）-11 月 3 日（火・祝）
会場：旧東京電機大学跡地、五十通り、ワテラスほか
主催：TRANS ARTS TOKYO 2015 実行委員会
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