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「新宮晋 の 字宙船 」展

風 の彫刻家が現す 「地球 の 呼吸 」

風や水 な ど自然エネルギ ーで動 く彫刻 で世界的 に知 られ る彫刻家 、新宮晋 (す すむ )(79)。 東 日本 の美術館で初 と
な る個展 「新宮晋の宇宙船 」が 、神奈川 県の横 須 賀美術館で開かれ ている。海を前 に した美術館 の庭や館 内 に置かれ た
″
″
彫刻 は優雅 に揺 らめ き、 地球 の呼 吸 を感 じさせて くれ る。 (渋 沢 和彦 )
◇
美術館 正面の 「海 の広場 」 に、高 さ5メ ー トル ほどの彫刻が い くつ も設置 され 、訪れ る人たちを誘 う。黄色 い帆が風 で
はため き、明 る くにぎやか 。微風 な らのんび りと、強風 な ら激 しく、常 に表 1青 を変 えて い く。あ くまで も風 まかせだ。
館 内か ら見 る と、海 に浮かん で い る帆船 の よう。
美術館 内 にも風 を利用 した軽やか な彫刻が あ る。天丼か らつ るされた 「空の こだ ま」 は、軽量の金属の軸 と帆で構成 。小 さな帆がのんび りと揺 らめ
き、無重力空 間 に迷 い込 んだよ うな錯覚 に陥 る。空 調や人が歩 くかすかな風 に反応 するほど繊細 で 、目に見 えな い空気 の流れ を視覚 で感 じさせ て くれ
る。
新宮 は昭和 12年 、大阪 に生 まれ 、東京 芸大で油彩 画 を学んだ。風 を意識 した彫刻 を始め たの は、日一マ 国立美術 学校 に留学 していた とき。普段 は絵 を
描 いていたが 、あ る とき立体作 品を制作 した。中が空洞 にな つた軽 い作 品を野外で撮影 しよ うと した際 、風 で動 いて うま くいかなか った 。その体験が風
の彫刻 へ と目覚め させ た。以後 、多 くの作 品 を手掛 け 「風の彫刻 家」 と呼 ばれ るように。
平成 12年 か ら翌年 にか けての 1年 半 、 「ウイン ドキ ャラバ ン」 とい うプ ロジェク トを世 界 6カ 所 で展 開。簡単 なス チ ーリレの骨格 にポ リエステル布 の風
｀
受 け面を張 った 21点 の彫刻 を制作 し、フィンラ ン ドの凍結 した湖や 強風 が吹 くモ ン」 ル の平原 な ど過酷 な環境 の中 に置 いた。各地 に約 1カ 月 間滞在 し、
現地 の人たち とも交流 。地球 の神秘を感 じ、 自然 に逆 らわず に生 きる ことの重 要性 を体験 した。今 回 、 「海の広場 」 に設 置 され たの はこのプロジェク ト
で使用 したものだ。
新 宮 は水 を動力 と した作品 も制作 している。館 内 にあ る 「雨 の光線 」は、金属 の軸 に取 り付 けられ た筒状の受 け皿が天丼か ら落ち て くる水 を受 け止
め 、その重みで動 き続 ける。流線形のパ ー ツ の中を水 が流れ 回転 す る「」ヽ
さな惑星」 とい う作 品 もあ り、 とも に足元 にあ るプ ーリレの水 を循環 させてい
て、ざわめ く水の音で雨の存在を感 じる。
新 宮 は本展 図録 に「無限 に広が る宇宙 に存在 する数え きれ な い星の 中でも、色彩 豊 かで 、様 々な光や音 が響 き合 う、 とび っき リユ ニ ークな星 、地球
に、 一 人の人間 としてボ ク は生 まれ た。 これ は どう考 えても 、奇跡 と しか言 いようがな い Jと の文章 を寄せて いる。 「宇宙船 」 とい う展覧会 のタイ トリレ
は新宮が考 えた とい う。
「風や水 に恵まれ ている地球 は宇宙 の中で稀有 (け う)な 存在 。地球 を宇宙船 にた とえ 、も つ と大切 に しな くて はい けな い との思いが込 め られ ている
ので は」 と同館の沓沢耕介 学芸 員 は話 す。
″
″
新宮の作 品 は、 地球の呼吸 を感 じとり、宙 を舞 い続 ける。地球温 暖化 な ど環境が悪化 してい る時代 にあ つて、太 陽や空気や水がある ことのあ りがた
さを気付かせ て くれ る。
◇
12月 25日 まで (12月 5日 休 )。 一般 900円 。問い合わせ は同美術館 (電 )046・ 845。 1211.
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