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多摩美術大学芸術学科展覧会設計ゼミ企画展「ハートオープナー」 
 
開催日時：2013年 10 月 12 日（土） - 21 日（月）9:00-21:00  
会場：SHIBAURA HOUSE  
    〒108-0023東京都港区芝浦 3-15-4  
    http://www.shibaurahouse.jp/  
入場料：無料 
出展作家：岩崎貴宏 
     小松宏誠 
     鈴木康広 
     曽谷朝絵 
     林ナツミ 
     plaplax  
総入場者数：約700人 
企画：多摩美術大学美術学部芸術学科  展覧会設計ゼミ 
會田遊音  荒川瞳 伊井祥太 木下桂佑 島田浩子 長澤くるみ 塗亜紗子 
総合アドバイザー：長谷川祐子 
（多摩美術大学芸術学科教授 / 東京都現代美術館チーフキュレーター） 
空間アドバイザー：岡田公彦 ( 建築家 / 岡田公彦建築設計事務所 )  
協力：妹島和世（建築家） 
   NEC ディスプレイソリューションズ 
   スーパー・ファクトリー 
   株式会社ホースケアプロダクツ 
   萩原克奈恵照明設計 
掲載実績：（ラジオ）J-Wave atelier nova  
     （ WEB ） TOKYO ART BEAT/REALTOKYO/Event Jam  
          30min./株式会社モーフィング/Vivivit ビビビット 
お問い合わせ：〒192-0394 
       東京都八王子市鑓水2-1723  
       多摩美術大学美術学部芸術学科研究室内 
       042-679-5627 （芸術学科研究室内直通） 
       cpue2013@gmail.com  



	 

 
 
CPUEについて 
 
多摩美術大学美術学部芸術学科展覧会設計ゼミ=CPUE （ Curatorial 
Practice in the Urban Environment）では、長谷川祐子教授のもと、都市の
中で展覧会をつくるというキュレーションの実践を通じて、現代アートと人々
を結びつけることを意図しています。 
 当ゼミの特色は、展覧会のための場所選び、作家選定、展覧会テーマの設定
などをはじめ、予算の振り分け、フライヤーデザイン、広報活動、企業への協
賛打診といった、展覧会運営を取り巻く、ありとあらゆる業務を学生主体で執
り行うという点にあります。 
 また、一般の方々に広くアートに触れてもらい、より豊かな対話が生まれる
場所づくりから展覧会を構想しており、1 回目の「ときめき☆エンカウンター」
（2006 秋葉原) を皮切りに、毎年異なった場所で、その場所の特性を活かし
た展覧会を企画してきました。それぞれの場所性を通じて、作家と共に展覧会
をつくりあげていくことを目指しています。



 
 
 
ハートオープナー展概要 
 
 
 今回CPUEが会場に選んだ SHIBAURA HOUSE は普段、アートギャラリー
ではなく、コミュニティスペースとして機能している場所です。そして、全面
ガラス張りの開放的な空間は、誰もが気軽に寄り道出来る場所であるといえま
す。私たちはそのような開かれた交流の場に展覧会を出現させることによって、
幅広い年代の人がアートと出会うことを期待します。 
 本展覧会は６名の作家によって構成されています。私たちにとって身近なモ
ノであるタオルや歯ブラシなどから、都市のミニチュアを再構成する岩崎貴宏。
羽根をモチーフにした作品で、儚く幻想的な世界を生み出す小松宏誠。私たち
が良く知っているものや現象を元に、驚きと発見に満ちた作品を制作している
鈴木康広。鮮やかな色彩を用いて光や音を視覚化し、キラキラとした躍動感の
ある表現を続ける曽谷朝絵。日常の風景の中で浮遊する写真を撮り続けている
林ナツミ。私たちに馴染み深いものを用いて、インタラクティブな作品を創造
する plaplax 。こうした作品群は私たちに何を気付かせてくれるでしょうか。 
 私たちは様々な情報をパソコンや携帯電話、テレビなどのあらゆる方法で受
け取っています。また、生活の中に流れ込む情報のスピードはすさまじく、計
り知れない量となっています。そうした状況において私たちは、一つ一つの情
報や物事に対し視野を広め、柔軟な見方や考え方を持つことが必要になってく
るのではないでしょうか。 
 本展のタイトル「ハートオープナー」は「心を広げるもの、場所」を表した
言葉です。今回、出展される作品は日常生活の風景や現象を用いて、新たなも
のの見方や驚き、感覚を生み出すという特徴を持っています。これらの作品た
ちは、鑑賞者に物事に対する多様な見方や考え方、捉え方などを再発見させる
きっかけになるでしょう。そして私たちはその発見によりもたらされるものが、
鑑賞者の日常生活にも作用していくことを望みます。 



 
展覧会会場の様子 
 

 
 



 
 

 



本展出品作品について 
 
【岩崎貴宏 Takahiro Iwasaki】 
《アウト・オブ・ディスオーダー／Out of Disorder》 

【略歴】 
1975  広島県生まれ 
2003  広島市立大学芸術学研究科  博士後期過程修了 
2005  エジンバラ・カレッジ・オブ・アート（イギリス）  大学院修了 
 
【展覧会歴】 
2007  六本木クロッシング2007：未来への脈動 
      （森美術館／東京） 
2009  第 10 回リヨン・ビエンナーレ 日常のスペクタクル 
      （リヨン現代美術館／フランス） 
2010  フェノタイピック・リモデリング 
      （アラタニウラノ／東京） 
2011  ヨコハマトリエンナーレ  -Our Magic Hour-  
    世界はどこまで知ることができるか?  
      （横浜美術館／神奈川） 
2012  ダブル  ビジョン：現代日本美術展 
      （モスクワ市近代美術館／モスクワ） 



 
 

 
 
 岩崎貴宏は私たちの生活の中に溶け込んだ日用品に手を加えて、精巧なミニ
チュアの風景を再構築する作品を制作している。普段当たり前すぎて見過ごし
てしまう素材に目を向け、素材のもつ情報や記憶を組み込んだミクロの世界は、
心はずむようなユニークな驚きとともに、私たちの日常風景を少し引いた視点
から見つめ直すような印象を与える。 
 本展会場である SHIBAURA HOUSE はオープンスペースであり、自由に来
館者が食事をとる場所として利用されている。この作品では、会場の特徴であ
るガラス張りの透明感と、そこに置かれている植物の要素を、食べ終わった弁
当の容器などを用いて入れ子状に再現している。コンビニ弁当の仕切りが建築
の間取りに類似していることに着目し、普段私たちが何気なく触れている素材
を現代建築へと再構築している。会場に集う人々の所作を汲み、日常の吹き溜
まり（弁当のゴミ）と人々の風景が生き生きとシンクロすることを意図してい
る。  
 



 

 
 



【小松宏誠 Kosei Komatsu 】 
《Lifelog_シャンデリア _5 ／Lifelog_chandelier_5》 

【略歴】 
1981  徳島県生まれ 
2006  東京芸術大学  大学院  美術研究科  修士課程  修了 
 現在  アトリエオモヤ所属アーティスト 
    東京大学大学院  情報学環  非常勤講師 
 
【展覧会歴】 
2006  現象からの新しいかたち 
   （和田画廊／東京） 
2009  NO MAN’S LAND  
   （旧フランス大使館・本館／東京） 
2010  Secret Garden Ginza Mitsukoshi Edition  
   （銀座三越 9F テラスコート／東京） 
2010  釜山ビエンナーレ ‘Living in Evolution’ 
   （釜山ヨットセンター／釜山、韓国） 
2012  Buck to the Nature  
   （ FUMA CONTEMPORARY TOKYO ／東京） 



 
 

 
 
  小松宏誠は主に鳥の羽をモチーフにした作品を制作しているアーティストで 
ある。羽で作られた花のシリーズ作品を多数制作しており、鳥の羽の構造や、
羽の特性である繊細さにより、花の美しさや儚さを表現する。鳥の羽と花、そ
のどちらもが持つ華やかさが融合された幻想的な空間を生み出す。  
 《Lifelog_シャンデリア _5 》は、ガチョウの羽の輪が連なってできたシャ
ンデリアである。鳥の羽という有機的な素材を用いることで、光の加減や角度
によって一枚一枚の羽がその表情を変え、美しく華やかな表情を見せる。また、
それぞれの羽の輪は風を受けると回転し、ゆっくりとした時間の流れと心地よ
い空間を生み出す一方、青白い光によって映し出された影は神秘的で、鑑賞者
に清澄さとほどよい緊張感を感じさせる。 
 



 



 



【鈴木康広 Yasuhiro Suzuki】  
《水の切り株／Stump of Water》 

【略歴】 
1979  静岡県浜松市生まれ 
2001  東京造形大学デザイン学科卒業 
 
【展覧会歴】 
2008  個展「Aerial Being」（IERIMONTI Gallery／ミラノ） 
       三宅一生ディレクション「 XXIc.-21 世紀人」 
    （ 21-21DESIGN SIGHT ／東京） 
    セビリアビエンナーレ2008（アルハンブラ宮殿／グラナダ） 
2009  Digital Public Art Exhibition in Haneda  
    「空気の港 テクノロジー×空気で感じる新しい世界」 
    （羽田空港ターミナル／東京） 
2010  瀬戸内国際芸術祭2010 （香川） 
2011  「BORDER-地球、まばたき、りんご、僕」（浜松市美術館／静岡） 
    モスクワビエンナーレ2011（モスクワ） 
 
【作品集】 
2011  『まばたきとはばたき』（青幻舎） 



 
 
 

 
 
 鈴木康広はまばたきと木の葉、ファスナーと船など思いがけないモチーフを
組み合わせ、私たちを楽しませると同時に日常の事象を改めて再認識させる作
品を制作している。幅広い手法、メディアを用い、ジャンルを越えた制作を行
う。近年ではパブリックスペースで作品を展開、海外での展覧会にも参加し、
国内外で活動の場を広めている。 
 《水の切り株》は、切り株の形をした真っ白な容器に水を満たし、水滴を落
として生まれる波紋を年輪に見立てた作品である。水滴を生むのは地球をイメ
ージした球体の氷。その時の室温、人の賑わい、空気の動きによって、氷の溶
け方が変化する様子を目にすることで、鑑賞者の環境への意識が生まれるきっ
かけとなることが意図されている。 
 
 



 



 



【曽谷朝絵 Asae Soya 】 
《鳴る光／ Ringing Light 》 

【略歴】 
2006  東京藝術大学大学院にて博士（美術）取得。 
2001  『第６回昭和シェル石油現代美術賞展』グランプリ受賞。 
2002  『VOCA展2002』VOCA賞（グランプリ）、他受賞多数。 
http://www.morning-picture.com/  
 
【展覧会歴】 
■個展 
2007  Prism（西村画廊 / 東京） 
2010  鳴る色（資生堂ギャラリー / 東京） 
2011  Swim（おぶせミュージアム / 長野） 
2013  曽谷朝絵展 宙色（そらいろ） 
   （水戸芸術館現代美術ギャラリー／茨城 )                     
■グループ展 
2002  第1回  府中ビエンナーレ  ダブル・リアリティ   
    (府中市美術館 / 東京 )  
2003  こもれび展 (水戸芸術館 / 茨城 )  
2005  Art Today 2005 （セゾン現代美術館／長野 )  
2007『放飛新世界 日本当代絵画』（PYO GALLERY/中国、北京 )  
2011『ニューアート展 NEXT 2011 Sparkling Days』 
      （横浜市民ギャラリー / 神奈川） 



 

 
 
 曽谷朝絵は東京藝術大学大学院在学中から、淡い光に溢れたバスタブなど、 
ふとした日常の光景を描いた絵画でVOCA賞などを受賞し注目を浴びる。 
その後絵画と平行して、鮮やかな色彩を用いインスタレーションや映像などの 
多岐にわたる領域で活躍している。光に全身が包み込まれるようなその作品は、 
視覚を超えて身体感覚を呼び起こす。現在、水戸芸術館にて個展「曽谷朝絵 
宙色（そらいろ）」開催中。初作品集「宙色」が青幻舎より刊行。 
 幅約 10m のガラス面に及ぶダイナミックなインスタレーションは「光が発
する音」をイメージしている。光や視点によって表情が変化し、昼は自然光が
透過し鮮やかな影を落とし、夜には光の反射が会場の外にまで幻想的に広がる。 
波を連想させる有機的な造形を描く作品は躍動感に溢れ、観る者を光の中に遊
泳させる。 
 
 



 

 

 
  



【林ナツミ  Natsumi Hayashi 】 
《『本日の浮遊』／“Today’s Levitation”》 

  
 
【略歴】 
1982  埼玉県生まれ 
2005  立教大学文学部卒業 
2007  立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科博士課程前期課程修了 
 
【展覧会歴】 
2012  『本日の浮遊』（MEM／東京） 
2013  Today's Levitation（RICHARD LEVY GALLERY／アメリカ） 
    『本日の浮遊』（スパイラルガーデン／東京） 
 
【作品集】 
2012  『本日の浮遊』（青幻舎） 
 



 
 
 

 
 
 林ナツミは日常の風景の中で浮遊する自身を撮影した、セルフポートレート
のシリーズを制作している。このシリーズは CG合成を使わずに実演で撮影さ
れるため、浮遊写真を１枚撮るために200回以上のジャンプがおこなわれるこ
ともあるという。小さい頃から落ち着きがなく、大人になっても「地に足がつ
いていない」自身の性格を表現しようと思い立ったことをきっかけに浮遊写真
を撮り始めた。重力から解放されることによって社会的なくびきからも解放さ
れ、何ものにも縛られない本当の自分を表現している。 
 本作は2011年から現在まで作家が制作している作品『本日の浮遊』から、
約 70 枚もの写真を初めてまとまった形でガラス面にスライドショーとして投
射したものである。会社員が往来する会場外の街路を、ストレスから解放され
るようなリラックスした空間に変化させる。 
 
 



 



 



【 plaplax 】 
《石ころのカチナ／ Katsina of Pebbles 》 
《 A Village ／ A Village 》 

【略歴】 
近森基／Motoshi Chikamori 
1971  東京都生まれ 
1998  筑波大学大学院芸術研究科修了 
久納鏡子／ Kyoko Kunoh  
1972  東京都生まれ 
1997  慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 
筧康明／ Yasuaki Kakehi  
1979  京都府生まれ 
2007  東京大学大学院学際情報学府  博士課程修了 博士（学際情報学） 
小原藍／ Ai Ohara  
1979  東京都生まれ 
2003  武蔵野美術大学造形学部映像学科卒 
 
【展覧会歴】 
2005  Ombres et Lumière （ Centre Pompidou ／Paris,フランス）  
2007  Ars Electronica Center Exhibition 
       （Ars Electronica Center／ Linz, オーストリア）～2008年 
2009  NO MAN'S LAND（在日フランス大使館・旧館／東京）～2010年 
2011  SIGGRAPH2010 
       （ Los Angeles Convention Center ／ Los Angeles, アメリカ） 
2013  個展 ハナハナのハナ -香りのカタチ-  
    （ポーラミュージアムアネックス／東京） 



 
 

 
 
 plaplax は 1996年頃から近森と久納でコラボレーションを開始し、2000 
年に minim++ を結成。その後2002年に筧が加わり、2004 年、有限会社 
plaplax を設立。現在は小原も含めた4人で主にインタラクティブアート分野
での作品制作を行っている。また企業や大学との共同研究、公共空間や商業施
設の演出なども手がけている。彼らは多くの人にとって馴染み深いモノや現象、
例えば石ころ、花、影などのモチーフを用い、触覚、嗅覚、視覚などの私たち
の感覚を刺激する。 
 《石ころのカチナ》は、鑑賞者が台に置かれた石ころに触れると、センサー 
が反応し、頭上のプロジェクターから石ころの精霊「カチナ」が投影される作 
品である。「カチナ」は愛らしく、様々な表情を見せ、子供から大人まで幅広
い年代の鑑賞者の好奇心を沸き立たせる。鑑賞者はこの作品を見ることで、普
段私たちにとって身近なものである石ころの新たな姿を目にする。 
 
 



 



 展覧会を終えて 
 
・「ハートオープナー」展でめざしたもの 
本展の会場となった SHIBAURA HOUSE はガラス張りの天井が高い、開放感にあふれる建物だ。

SHIBAURA HOUSE の周囲には高層ビルが立ち並び、朝夕には黒いスーツ姿の人々がまるで魚の群
れのように会場の前を横切る。また親子連れが行きかう姿も多く見られた。こうした芝浦に住む、日
常的にアートに触れていない人々を主なターゲットに、アートの魅力を知ってもらえる、また非日常
を体験してリフレッシュしてもらえる展覧会を私たちはめざした。 
 加えて本展では情報があふれる現代に対する問いかけが軸となっている。あふれる情報の量、流れ
るスピードに対応するためには、多様な感性を身に付ける必要性があるのではないだろうか。そこで
アートの多様さを知ってもらうため触れられる作品、インタラクティヴな作品や、身近な事象を用い
つつ、普段と異なる側面をみせるような作品を制作する作家に出展を依頼した。 
 
 ・本展の特徴 
本展の特徴のひとつは、昼夜で展覧会の表情が大きく変わることだ。会場は展示用に設計されてい

ないため、通常展示スペースでは避けられる自然光が差し込む。昼間の自然光と夜間のライティング
、光を特に意識した展示構成を行った。 
岩崎貴宏さんの作品《アウト・オブ・ディスオーダー》は食べ終わった後のプラスチック容器を用

い、会場や芝浦の風景を入れ子状に再現した作品だ。作品は会場にとけ込み、自然光はそのさりげな
さを強調させた。 
曽谷朝絵さんの《鳴る光》は幅約 10m のガラス面に及ぶダイナミックな光のインスタレーション

である。昼間は白いコンクリートの床にピンクと青色の影があざやかに移りこみ、夜は虹色の光が会
場の外にまで幻想的に広がった。《鳴る光》は会期後も SHIBAURA HOUSE に残り、現在も目にす
ることが出来る。 
小松宏誠さんの真っ白な羽根を用いた《Lifelog_シャンデリア_5》は、昼間には繊細で華やかな姿

をみせ、夜になると壁や天井に映る幻想的な影によって、会場を神秘的なものに大きく変容させた。 
浮遊感ある林ナツミさんのセルフポートレートシリーズ《本日の浮遊》は会場の広い窓を活かし、

通りからも良くみえるプロジェクションによる展示を行った。これは作家初の試みでもあった。 
鈴木康広さんの《水の切り株》は作品に気温や人の入りによって、溶け方が異なる氷を用いること 

で、みる者に環境へ意識を向けるきっかけを与えた。 
plaplax の《石ころのカチナ》は触れることが出来る作品である。机の上の石に触れると、石の周

囲に愛らしい様々な影が広がり、幅広い年代の来場者の驚き楽しむ姿を目にすることが出来た。また
鳥の巣に仕込んだプロジェクターが、くるくると飛ぶ鳥の影を投影する《A Village》は完成した会場
を目にし、有機的という印象を受けた作家自らが選んだ作品だ。 
従来の展示スペースにはない場所の魅力を生かした一方、壁や天井など会場の使用には制限も多か

った。施工会社に多くの協力を頂き、制限を活かした展示を実現することが出来た。 
羽根や氷、影、光など移ろいいくものを用いた作品群は繊細で、会場と一体となる空間をつくりあ

げた。来場者からは気持ちの良い空間だった、すべての作品がユニークで他の作品もみたくなった、
会場との相性がすばらしいという声を頂き、ランチの時間や会社帰りに立ち寄る会社員の姿、親子連
れなど、幅広い年代の多くの来場者の驚きや楽しそうに鑑賞する姿を目にすることが出来た。 
 
・反省点と来年度に向けて 
一方で課題点も多く見つかった。ガラス張りで中の様子が分かる一方、その分外から入りにくいと

いう声が多く聞こえ、アピールの仕方を考えさせられた。また、もっと多様なメディアの作品を取り
あげるべきだったのではないか、来場者へ説明が少なかったのではないかという課題点も多く見つか
った。こうした課題点を来年度に繋げ、そしてゼミの目的である現代アートと社会を結びつけること
、アートが身近でない人とアートの出会いの場をつくることをもっと追究していきたい。 
 
今回の展示では多くの方々にご助力を頂いた。見学に来て下さった妹島先生、NEC ディスプレイ

ソリューションズ、スーパー・ファクトリー、株式会社ホースケアプロダクツ、萩原克奈恵照明設計
、SHIBAURA HOUSE スタッフ、各方々にこの場を借りて深く感謝したい。                               
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