
7

6
「展覧会をつくるということ」

ハラルド・ゼーマン（キュレーター）講演会

Harald Szeemann(Curator)

“Making Exhibitions”

vol.

ハラルド・ゼーマン

1933年、スイス、ベルン生まれ。ベルンおよびパリの大学で美術史、

考古学、ジャーナリズムを学び、1961年から1969年にかけてクンス

トハレ・ベルンのディレクターを務める。1972年カッセルで行われ

たドクメンタ5の総監督。1981年よりチューリヒ・クンストハウス

のインデペンデント・キュレーターとして活動。1998年～2002年ヴ

ェネツィア・ビエンナーレ視覚芸術部門ディレクター。
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はじめに

今日は「展覧会を作るということ」というテーマですが、

肩ひじを張らず、今まで私がやってきた展覧会から実

際の例をお目にかけたいと思います。

これはヨーゼフ・ボイスの作品で、題名は≪20世紀

の終わり≫です 。これは大きな溶岩の塊を使

っています。この溶岩は人の体ほどの大きさがありま

すが、その中に眼を一つずつ穿ってありまして、これ

を床の上に寝かせておくと、ちょうど先史時代の化石

のような魚が、自分の居所を求めて回遊しているよう

に見えます。同時に、このような大きな溶岩の塊の下

には木のかけらも見えますし、それだけではなく、こ

れを運び出そうとするために準備されたトロッコのか

たちも見えます。それを見ると、これはあくまでも一時

的な置き場所にすぎず、またほかのところへ運び出

されるのだ、ということがわかるようになっています。

これは溶岩の塊、つまり火山から出た火成岩です。

1986年にボイスは他界していますが、通常、無機物

であると私たちは思いがちな石で、彼が何をねらっ

ていたのか問いただしたところ、「それをどのように捉

えるかは、見る人自身が決めていくことではないか。

世紀の終わりには、勇気を持ち、感性をとぎすませ、

意志を強く持って、それらの石と何か他のかかわりを

持つことができるだろう。」と彼は答えています。

この答えは、ある意味で2回目の革命を迎えてい

た20世紀のある時期に特徴的な答えでないかと思

います。1968年ころ、世界各地で学生紛争が吹き荒

れたわけですが、アートの世界においても同じような

動きがありました。従来の美術の根幹を成していた

倫理的な基準や原理に対して、疑問をなげかけた

のです。それまで当然だとされていたアーティストの

立場や姿勢にも疑いの目を向け、従来から完全にヒ

エラルキーとして教えこまれていた、アカデミックなもの

のあり方をはねつけ、拒否するという動きが出てきま

した。

私は、展覧会という一過性のものを作っていくとき

には、必ず見る人が、その背後にあるものを感じら

れるようにしたいと思っています。想像力や勘を働か

せなければならない次元があるということを、汲み取

ってもらえればと思っております。作家が表出するこう

した倫理的な力はそもそもどこから来るのかを、た

いていの場合、作家自身は知らないわけです。

「オブセッション美術館」

「ドクメンタ5」の仕事を終えて、展覧会を作る新しい

方策を模索していたとき、自らの活動を「オブセッショ

ン美術館」と名乗ることにしました。館長はもうやめて

独立したフリーのかたちでやっていくなら、他の誰にも

できないような展覧会を作るしかないと思ったのです。

そこで、私自身の頭の中にしか存在していないこの美

術館のために、3つの「オブセッション（強迫観念）」を視

覚化しようとしました。1つは「独身者」で、これはアー

ティストの姿とも関係づけられました。2つ目は「母親」、

そして3つ目は「太陽」でした。

「モンテ・ヴェリタ（真実の山）」展（1978年）
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この展覧会の一つは、「モンテ・ヴェリタ（真実の山）」

展です。これは実在する山で、スイス南部のイタリア

語を話す地方にあり、磁力を持つことで知られてい

ます 。1860年ごろから、代表的なユートピア

主義の人たちのほとんどすべてが、この小さな丘に

住んだことがあります。

最初に彼らが暮らしたユートピアは、無政府状態

でした。これは、ある意味では究極のユートピアとも

いえるものです。というのも、一人一人が個人として

のみ存在するということが前提となっているからです。

続いて、美しい庭を造ることで、地の上にも、極楽を

計画できるというものがありました。3つ目として、生活

そのものを変革させていく「生活改革運動家」と呼ば

れる人たちがいます。この人たちは再生を信じてお

り、そのためには、まず人はその生活の隅々、つまり

行いや装い、食生活といった生活慣習から、結婚な

どの社会的な契約に至るまで変えていくべきである

と考えていました。また彼らは、赤ん坊が生まれたそ

の瞬間から、完全な自由を与えていくべきだと考えて

いました。このような「生活改革運動家」はその後、自

分たちのことを「第3の道を追求する者」と名のるよう

になり、資本主義でもない共産主義でもない、第3の

道を邁進するのだと言い始めました。

それだけではなく、初めて本格的に精神分析に対

してあらがった人々の集団もありました。また、その

後の時代に出てきたフリーセックスや薬物の乱用、安

楽死などをすべて受け入れるような人たちが先駆的

に現れてきたという状況もありました。今挙げたような

様々な考えが、今世紀初頭、この小さな山で議論さ

れていたわけです。そしてそれは今日なお、政治的

には解決されていません。

最後に、アーティストたちが来ました。彼らはお金

持ちを説得して土地を買収させ、それがまた建築家

も呼び寄せるというかたちで、人々が集まって住んで

きたわけです。けれども、このようにして多くの意味が

込められ、多くの意味あいを重複させるようなところ

は、ほかの多くのところと同様の運命をたどることに

なりました。

また、今まで触れませんでしたが、非常に重要な動

きとして、20世紀の文化の、あまりよく知られていない

革命があります。絵画の革命についてや、アインシュタ

インによる物理学の革命、シェーンベルクによる音楽の

革命、ジェームズ・ジョイスによる言葉の革命について

はよく知られています。けれども、移ろいゆくものである

ために、忘れられていたもう一つの革命は、身体の革

命です。新しいダンスの動きを通して本格的に身体を

解放する、モダンダンスに始まるそういう運動は、まさに

このころ、このスイスの山で始まったのです。そういっ

た人たちには、例えばルドルフ・フォン・ラバンやマリ

ー・ウィグマン、また後にはマーサ・グラハム、マース・カ

ニンガムなどがいます。彼らのことは、ナム・ジュン・パイ

クのヴィデオなどを通じて、すでにご存じかもしれませ

ん。この山で見られたのは、いわばダンス・ファームと

もいえるようなものでした。それまで、例えば古典バレ

エの世界においては、まず音楽があって、音楽がリズ

ムを生み出し、それに合わせて体が動いていったわ

けですが、この人たちが唱えていた原則は、音楽と身

体の動きを完全に切り離して考えるというもので、体そ

のものがおのずとある動きの欲求を持っており、それ

に従って動いていくものであると捉えていたわけです。
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この「真実の山」では、もう1つ面白いことに、25年

間にわたって建築の進化発展が見られたのです。最

初はまるでアダムとイブが楽園を追い出されたときのよ

うに、水、空気、太陽、大地といった自然にさらされた、

あずまやのような小さな建物を建てることから始まりま

した。それはやがて神智学的な建築へとつながって

いき、例えばモダンダンスのための空間が設計されま

した。窓は直角であらねばならないという考え方から

すでに抜け出て、後にルドルフ・シュタイナーが取り入

れたような、曲線を多用した建築法がすでに見られま

す。また、1920年代に建てられたホテルのように理性

的な建築もあります。ミース・ファン・デル・ローエによる

最初のドローイングもありますが、実際に設計したのは

エミール・ファーレンカンプです。

これらの動きで何が興味深いかといえば、この人

たちはついに権力そのものを追求することはなかっ

たということです。自分たちが、力のある立場に入ろ

うとは思わなかったということだと思います。伝統的

にヨーロッパにおいては、東西の間の軸を貫くような

かたちで権力抗争の軸が見られていました。しかし、

そうではなく反乱的で転覆させるような動きは、南北

を貫いている軸ではないかと思います。ですから、

私は、この美術館を、人に何かを強要し、押しつけ

るものではなく、その南北の軸へのオマージュ、ファ

ンタジーに対してのオマージュだったのではないかと

思っています。

そして、この美術館とほかの美術館の違いはどこ

にあるかといえば、いわゆる傑作というのが一つもな

いということです。ほかの傑作だらけの美術館とは、

大きく性質が異なっています。しかし、本当の意味で

の傑作が、実はこの美術館にはあります。それは目

に見えないものであり、「すべてのものは、ほかのす

べてのものと何らかの関係を持っている」という信念

なのです。

これは、1983年に私が行った展覧会の中で、新

しいダンスの運動の中で使われていた衣装を展示し

たときのものです 。「モンテ・ヴェリタ（真実の山）」

展は、1978年に手がけました。

「完全なる芸術作品を求めて」展（1983年）

そして1983年、実際には存在しないものに関する

展覧会を作るという、この私の夢と希望をようやく実

現させることができました。それは、希望であり、熱

望でした。私はそれを、「完全なる芸術作品」を作る

希望と呼んでおり、あらゆる芸術を完全に融合した

新しい芸術であり、それはまた新しい社会のあり方

を示唆するものでもあります。

そういう中で私は、私たちの集団的記憶を掘り起

こし、それについて考えさせていくようなものを提示

して並べていきました。例えば混沌からの抜け道に

ついての作品を示したら、一方で混沌を肯定するよ

うなカンディンスキーの≪大洪水≫という作品を展示

しました 。また一方では、新しいイコンを提示

します。それは全く新しい衝撃的なイメージを持つも

ので、従来、教会の中で宗教的なイコンが放ったよう

な効果を持つ、モスクワのマレーヴィッチの作品など

を掲げました。

そして、その反対側で私が示したのは、例えばこ

ういった閉鎖系としてデュシャンの提案したものがあ

ります 。

また、モンドリアンの絵を見てもこの感覚を味わう
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でしょう。モンドリアンは、原色を使って絵の表面を

水平、垂直に分割するだけでなく、万物の普遍的な

再編成、組成のあり方についての提案すら感じさせ

ると思います。

一方、このデュシャンの作品については、閉鎖系を

指し示したものになっています。その中におけるエネ

ルギーのあり方、そして同時に生き物は閉鎖系の中

にありながらも、常にエネルギーを発生し続けていく

という様子を見せています。

実はデュシャンは、これを性別ごとに分けています。

下の方では男性、上の方では女性的なものを示して

います。下の方は3次元的に示され、上の方は不定

形で示されています。私はこれを見ると、彼は今世

紀末の状況を非常に予見し、予言できていたのでは

ないかと思うのです。今の時代は、非常にたくましい

女性が多くなってきています。それを見るにつけ、男

性は単に3次元的なものの反映にすぎず、それに対

して女性は4次元の世界を持っているのではないか

と、私は男性というものについて考え直すことがあり

ます。

ヨーゼフ・ボイス

こちらは先程冒頭に出てきましたヨーゼフ・ボイスの

作品です 。これでお見せしたいのは、先程の第

2の革命の後に出てきた全く新しい精神なのです。作

品の名前は≪スノー・フォール≫です。3本の木の枝

は、クリスマスツリーの残りの枝です。彼にとっては、ク

リスマスは非常に重要な祭りでした。クリスマスが終わ

った後、結局、最後まで残ったこの枝を捨てるにしの

びないし、薪にするのもかわいそうだと思って、ボイス

はこの木や枝が残っているかぎりずっと寒い思いをし

なくてもいいように、暖めてあげようと考えました。そこ

で彼は断熱効果のあるフェルト素材を使ってこの枝を

包んでやり、そしてこの枝自体を芸術作品としてずっと

永らえさせるようにしたのです。
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これらの作家たちが自分たちは革命の旗手である

ことを非常に意識していたことをおわかりいただける

と思います。このボイスの写真 を見ると、写真

の下に書き記しているように、「革命は我 自々身であ

る」と直接、こちらに語りかけてきます。

この作品は、有名な「態度がかたちになるとき」

（1969年）という展覧会に出されたものです 。

あの展覧会は、実はアーティストだけではなく、私た

ちキュレーター自身にとっても大きな変化を意味しまし

た。美術館の中において、ワックスやグリース（油）を

持ちこむことを許可し、そしてボイスがそれを作品と

して建物の中に塗りこめていく。そして、それを塗り

つけていくことを許したときには、作家だけではなく、

それを許可したということでキュレーター自身に対し

ても非難が集中したわけです。

ボイスにとってこのグリースは、自分自身の創造性

やエネルギーをかたちにする一つの方法でした。液

体の状態のときは混沌とした素材ですが、冷やせば

だんだんとかたちを作っていくことを可能にし、思い

どおりのものが作れる。そして固まってかたちになっ

たものは、幾何学によって表現された論理的精神の

ようなものです。つまり最終的にどういったかたちに

なるのか、見た目がどのように仕上がるのかというこ

とより、作品を作る過程の方が、大事だということが

おわかりでしょう。そしてこの過程というのは、もちろ

ん社会の革新についても当てはまるのです。

これは「ドクメンタ5」（1972年）の様子です 。

このとき、ボイスは単に芸術作品を見せるだけでなく、

社会に対して自由を訴えかけようとしています。そこ

で彼が示したメッセージは、「一般からの広い投票に

よって、直接民主主義の実現を」、つまり政党そのも

のを無くしてしまえという呼びかけでした。そして、こ

れは先程の無政府状態、つまり一人一人の人間が、
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自分自身の行為やあり方に責任を負うものであると

いう考えに、また戻っていくものでもあります。

こちらの作品の名前は≪グロンド≫という名前で、

銅板を使っています 。銅板はご存じのように

伝導性を持っていますが、ここで彼は資本というのは

金の積み重ねではなく、むしろ人々が持っている創

造性を集積していったものであるという考え方を呼

びかけています。彼はここでいわゆる事務所机など、

オフィスで普通に見られるようなものを集め、それを

集合させていくことにより、事務所で机仕事をしてい

る世の中の人たち、すなわち私たちのほとんどの人

間に対して、ただ定年のために安穏と暮らすのでは

なく、これから机に座っているときにも、もっとクリエイ

ティブであるべきだと呼びかけています。こうした革

命的な時代に彼が手がけた作品の多くは、このよう

に何かのメッセージ性を持っていたり、呼びかけたり

する性質を強く打ち出しています。

ここで見ていただけるように、私の場合、見た目の

美しさよりも、エネルギーの領域を作っていくことの方

に、むしろ心を砕きました。恵まれていたことに、そ

れまで美術作品の展覧会のためには、ほとんど使わ

れたことがないような新しいスペースも、随分使うこ

とができました。私は、少しでも、様々な違いを持つ

もの同士からくる精神を持ち込もうとしました。しかし、

それは単純な調和ではなく、もう一段階高い次元の

調和です。それは、異なっているにもかかわらず、同

時に、全体の一部でもありうるような、なにか詩的な

印象を与えるものでもあります。

これは1986年のウィーンでの様子です 。ボ

イスの彫刻があります。左と真ん中の作品はリチャー

ド・ロング、右側のコラム3つはカール・アンドレの作品で

す。イグルーやガラスや木はマリオ・メルツの作品、三

角形のものはナウマンの作品、ほかにリチャード・セラ

やルクリーム、ラビノヴィッチの作品があります。

ヤニス・クネリス

さて、ここから、少しアーティストについて見ていき

ましょう。というのも、キュレーターや美術館にとって、

アーティストと長い間にわたる共同作業を続けていく

ことは大変重要だからです。なぜなら、私たちすべて

がそうであるように、アーティストもいろいろと進化し、

成長していくものだからです。最初は何か革命的な

行動を起こすかもしれませんが、創造的な作業をし

ていく中で、その想念をより豊かに表現できるよう変

化し続けていくからです。

まず、これはヤニス・クネリスの1969年の作品です

。彼はローマの市場や世界各地の市場でご

く当たり前に見られるような、食べ物を詰めた大きな

袋を美術館に送りつけてきました。美術館がそれを

受け取った段階から、こうしたジャガイモやエンドウマ

メが、芸術作品ということで格が高くなるという現象
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が見られたわけです。

これは同じヤニス・クネリスの3年後の作品で、

1972年の「ドクメンタ5」のものです 。これは一

応、絵の体裁をとっていますが、絵としてよりも、実は

ついたてのような役割を果たしていました。バッハが

演奏され、そしてダンサーが踊る。すなわち、絵画に

見えるこの作品は、踊りと音楽という2つの芸術形態

が出現することによって初めて、完成される性質の作

品です。

マリオ・メルツ

イタリアの別の作家でマリオ・メルツがいます 。

日本でもしばしば展覧会で取り上げられているので、お

なじみではないかと思います。彼もまた、非常に古いも

のを新しいかたちで使っています。半円形の、エスキモ

ーが住むイグルーのような形態をした幾何学的な構造

が、様 な々素材で覆い隠されています。

そして、この展覧会をするにあたり、私が避けたか

ったのは、こういったイグルーを、これはどこそこの美

術館のものだからこっちに置き、あれはほかの美術

館だから別のところに置くというような、お互い引き離

すような展示の仕方です。引き離さず、このイグルー

が集まって一つの集落になるような現象を、少なくと

もこの展覧会の会期中に出現させることをねらいまし

た。それによって、お金やほかのものでは換算しえ

ない、この芸術の本当の価値を表現したかったので

す。

これは1987年、パリの教会でやはりメルツが行っ

た展示です 。この教会の中で聖なる場所が

どこで、祭壇がどこなのか、よくわかるように、ネオン

で「形態が消え去るとき、そのルーツは永遠のものな

のだ」という美しいメッセージを示しました。革命的な

時代には、展示を美しく見せることに対するこだわり

も捨て去られてしまうことがよくあります。

ウォルター・デ・マリア
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ウォルター・デ・マリアは、また別のやり方で、コミュ

ニケーションの媒体を作品に取り込んでいます

。電話機が置いてあって、その前には「この電話

が鳴ったときには、作家であるウォルター・デ・マリア

と話をすることができる」というメッセージが貼り出さ

れていたのです。それを見て、かなりの人が、どうし

てもこの作家と話したいと期待して、この電話機の周

りに陣取っていました。

この電話機の番号を知っていたのは、ウォルター・

デ・マリアというこの作家だけでした。私はこの展覧

会をやるにあたり、「予算も限られているから、電話を

そうしょっちゅうかけられては困る」と言いました。とこ

ろが、3週間たっても1回も電話をかけてこないので、

「たまにはかけてもいい。毎日はだめだというだけだ」

と言ったところ、「いや、毎日かけてはいる」と彼は言

いました。「でも、誰も聞いたことがないのは、いった

いどういうことなのか」と聞いたところ、「毎日、真夜中

にかけることにしている。電話料金も節約になるし」

ということだったのです。これはこのアーティストの競

争心や野望の本当に美しい比喩だと思いました。と

いうのも、彼はこう続けたのです。「誰もいない閉館後

の真夜中の美術館の中で、私の作品だけが電話の

音をたてているのがわかっているから。」

ウォルター・デ・マリアは、現在このような作品を作

っています 。これは2000本のエネルギー・バ

ーを使って構成した彫刻です。このバーは、5角柱や

7角柱、9角柱などからなり、床一面に並べられてい

ます。この作品の意味を理解するためには、周りを

回ってみたり、しゃがみこんだり座ったりして、いろい

ろな角度から見たりしなければならないという意味

では「動く彫刻」のような性質を持っているとも言えま

す。そうすることでこの広がり、構造上の場の生命、

バーどおしの音楽的な関係などについて、異なる可

能性を感じることができます。

リチャード・セラ

こちらはリチャード・セラの作品です 。これ

を見ると、素材が作家の使い方次第で新しい可能

性を開くことがわかります。壁と重りでドローイングが

生まれます。この重りの置き方次第で、形態が常に
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変わる作品です。

また、鉛を溶かしてそれを部屋の隅に投げつける

≪スプラッシュ・ピース≫と呼ばれる、新しい彫刻の

作り方もしています。

こちらも同じくリチャード・セラの作品で、「ドクメンタ5」

に出展されたものです 。≪サーキット≫とい

うタイトルです。見る人は、この作品のどこかの三角

形の部分にいることになりますが、天井を見上げるこ

とによって、おそらくこの空間自体の全体構造はこう

いうものではないかと想像することができます。つまり、

頭の中で、空間を移動することになり、それが題名の

意味を示しています。同時に、「危険である」「危険で

ない」ということについても、セラなりに遊んでいます。

一見すると真ん中が一番危なそうに見えますが、で

も皆様ご存じのとおり、セラは鉄板を固定せず、板は

それ自体の重さで立っているので、実は真ん中が最

も安全な場所なのです。

そして、こちらは1997年のリヨン・ビエンナーレのた

めに作った作品です 。重さの微妙な均衡を

扱う技術をつねに発展させていることがわかります。

この作品は、大きく弧を描いている2つの板が、ぎり

ぎり均衡で支え合って安定しています。

こうした重力や重さを扱った仕事は、バルセロナ

ですばらしく美しい作品を造った建築家、ガウディの

ことを思い起こさせます。これは、ガウディの吊り下

げ模型です 。砂を入れた小さな袋をいくつも

ぶら下げて、自分が造る建築の形態を決めていきま

した。セラは自分の彫刻に重力を使いましたが、アー

ティストはしばしばすでに行われている技術を使う

のだと思います。革命的な時代には、アーティストは

既存の芸術より、むしろ工学や建築、橋梁学などへ

再び目を向けます。これはバルセロナのグエル教会

の基になった模型ですが、この形態を決めた後で上

下逆にして、彼は造っていく教会のかたちを定めた

わけです。このように私は、セラの作品からガウディ

の吊り下げ模型のことを思い出し、比較してみたくな

るのです。

それをやっていくもう一つの可能性を、ナム・ジュン・

パイクのこの作品に見ることができます 。1995

年に「映画誕生100年」という、映画の歴史を記念し
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て私が手がけた展覧会で出したものです。この展覧

会では、商業映画や美術映画、アーティストたちによっ

て創出された新しい型の映画が提示されました。こ

の展覧会は、ある意味では、一つの展覧会をつくるた

めに何万本のフィルムを見とおした成果です。

環境への介入

ところで、美術館の館長というのは、その責任とし

て、自分があずかっている美術館が最大限、その能

力を発揮させるよう、ぎりぎりのところまで力を出して

いくことを常に心がけなくてはならないと思っていま

す。私は1968年、スイスのベルンの美術館で、クリス

トがおそらく初めて公共の建物を梱包する可能性を

与え、その結果、非常に美しい作品になりました

このような介入には他に、マイケル・ハイザーの作

品があります 。25才の誕生日だからということ

で、彼は建物の解体などに使われるような大きな玉

を使って、歩道を25回打ちつけました。ある意味で

は、ボイスの行ったことと似ています。この行為は、政

治家や大衆の美意識に反するもので、彼らを怒らせ

ました。この作品を、ハイザーは≪ベルンのくぼみ≫

と呼んでいます。

彫刻展のシリーズ（1985-）

かつて、誰もが荒 し々い絵画を手がけていたとき、
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私自身がずっと思っていたことは、もっと彫刻的で、も

っと静かな作品へ立ち返っていくことはできないかと

いうことでした。そこで1985年のチューリヒにおける

展覧会から、そうしたシリーズを始めました。それに

は例えば、私が大好きなトニー・クラッグの作品を入

れました 。この作品は、美術館には必ずある

ものを使っています。それは、作品を展示するための

台座です。それを集めて、風景のようにしかけてい

るのです。

そして、このトニー・クラッグの作品のちょうど真向

かいに置かれていたのは、サイ・トゥオンブリのすばら

しく美しく、軽さを感じさせる作品です 。この

作品はキュレーターのトリックによって、本当に浮かん

でいるように見えます。彫刻に照明を当てるのでは

なく、台座に照明を当てたのです。

そして、その向かいには、ラビノヴィッチの≪グリー

ス・コーンズ≫という作品や、トマス・ヴィルニッヒの≪

ハウジング・プロジェクト≫という、きわめてすばらしい

作品があります。これらは皆、自由な展示の仕方をし

ているので、それぞれが固有の表現をなしえている

のですが、また同時に共通した軽やかな雰囲気も醸

し出しています。

これはリチャード・ロングの≪ウォーク≫という作品

の初期のものです 。1969年のこの作品は、

自然の中を「歩く」ことそのものが、芸術作品になると

いうものです。

アウトサイダー・アート

さらに異なる次元で芸術を考えていくと、ボイスの

話を随分しましたが、結局、ボイスが実現させたいと

思っていたのは、社会を癒していくということでした。

つまり、私たちを抑圧する様々なものに捉われず、も

っと自由になっていくことを考えていました。これは私

が非常に関心を持っている分野なのですが、いわゆ

るハイ・アートと対比される、アウトサイダー・アートにつ

いてお話したいと思います。

これを作ったのは、アメリカのネブラスカ州にいた農

夫、エメリー・ブラグドンという人でした。彼は物置に、

自分で作ったこういった彫刻を並べていました

。こういったものが置いてあるこの空間の中に十

分とどまっていることさえできたらば、これらの作品が

力を合わせて癌を治すことができると彼は心底信じ

ていたのです。

また、似たような人に、アルマン・シュルテスがいま
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す。シュルテスは、情報を体系づけることに非常にこ

だわっていました。そこで、彼は食べ物については、

すべて缶詰しか口にしないと決め、その缶詰から切

り取った金属板を組み合わせて、人間の知識に新

しい秩序をもたらす素材を作りあげました 。

例えば、この木々は、彼のいう「森の中の百科全書」

の中でフロイトの夢の理論を暗示しています。あの

「モンテ・ヴェリタ（真実の山）」展を見にきたとき、ナ

ム・ジュン・パイクは、「この男は天才だ。ただ、不幸

にもまだヴィデオを知らなかったが、ヴィデオを知って

いたら随分楽ができたのにね」と言っていました。

「ライト・シード」（1990年）

これはまた違った若い世代による作品で、ヴォルフ

ガング・ライプのものです 。形態は依然として

ミニマルなものにとどまっています。しかし、ここで黄

色く見えるのは、塗料を塗ったのではなく、タンポポ

の花粉なのです。だからこれほど存在感をもって、美

しく淡い光で空間全体を満たしているように見える

のです。

この展覧会では、若手作家をたくさん取り上げまし

た。私が1990年、ワタリウム美術館の開館時の展覧

会を手がけたときのもので、ご覧になった方もあるか

もしれません。展覧会の名前は「ライト・シード（光の

種）」にしました。このとき、私はヨーロッパにも「禅」の

芸術が存在することをお見せしたかったのです。

ミシェル・ヴェルジューというこの作家の作品は、非

常に強い光を丸いかたちに壁に当てたものです

。ボルドーのこの美しい家でこれを見ると、まるで

壁から光が発しているように見えるのです。

私はこの展覧会に、再びある秩序をもって均衡関

係をもたらすことができないかと考えて、空に4つの方

角をつけました。私はこの展覧会に≪G A S

（Grandiose, Ambitious, Silent 、壮大で、野心的

で、静寂な）≫という名前をつけました。

セヴィリア万博スイス館（1992）

こちらはセヴィリア万博のスイスパヴィリオンのため



22

に作った展示です 。この展示館は、国自体に

ついてあらゆる側面から、例えば新聞や、芸術家た

ちの作品も含めて紹介しようとする数少ない例でし

た。右手にあるルッティマンの作品は、メタファーとし

て重力を示しています。そして最もバランスが取れる

瞬間とは、最も重力が強くなっていく最大数値の瞬間

であるということを示したりしました。他にマリオ・メル

ツの円錐状の作品や、テローニの作品も展示しまし

た。

第4回リヨン・ビエンナーレ（1997）

先程、「真実の山」のユートピアのあり方の一つとし

て、私は神智学の話をしました。ある意味では、その

考え方に対してアイロニーとなっているのが、この作品

です 。神智学のユートピアは、すべての宗教

の中から、神に関する知識だけを抽出し、それを組

み合わせて超宗教的な宗教を作り出そうという試み

でした。そういうものを実現させることによって、東洋と

西洋との精神的な結合を望んでいたのです。

これは、リヨン・ビエンナーレのために作られた、中

国のチェン・ゼン（陳箴）の作品です。彼は、入口の近

くに、よくあるような一堂に会するためのテーブルをし

かけました。一方に中国の椅子、もう一方に西洋の

椅子があるのですが、テーブルに書かれているのは

「永遠の誤解」という言葉なのです。

このビエンナーレのタイトルは、「他者」というもので

した。ゲイリー・ヒルは、この美しいヴィデオ作品によ

って、私たちは特権的ではない社会を共有している

ということを、気づかせようとしたので 。そ

れは17メートルの長さにわたって、等身大の失業者

たちの姿を投影したものです。最初に部屋に入った

ときはこの人たちの姿を、自分たちの方がながめて

いると思うのですが、その姿は等身大なので、近づ
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いていくと、逆に彼らの方が、私たちを見返しはじめ

るという現象が起こるのです。

こちらはやはり中国の作家で、ジャン・ペイリー（張

培力）の作品です 。自分の体を掻くという日常

的な行為を取り上げています。ところが、この動きと

体の部位を断片化させることにより、普通のヴィデオ

にとどまらない彫刻的なものになっています。

このネズミの彫刻は、カタリナ・フリッチュの作品で

す 。これは大きく美しい作品であるだけでな

く、強制的な連帯について考えさせる作品でもあり

ます。16匹のこのネズミは同じ母の胎内から生まれ、

実は今でもしっぽが結ばれたままになっています

。それぞれが自分の勝手な方向に向かって走り

出したいけれども、結び合わされ、一緒に生きなけ

ればならないのです。

こちらはシュピッツァーの作品ですが、銀行業務の

世界、株式市場における取引を作品化しています

。ご覧のように、今日のアーティストは、現在の

私たちを取りまく生活の状況についても、非常に自由

にコメントするようになっています。

車を変身させて、1つしかシートのない車を作り出

したアーティストもいます 。車が「女神」を意味

する「DS」という名で、女神様と同席できるものは誰

もいないので、女神が1人だけで乗るような車になっ

たわけです。この作品はメキシコのオロスコによるも

のです。

そして、こちらはクリス・バーデンの作品になります

。アメリカの海兵隊が使っている16トンもあるス

チームローラーを、宙に浮かせてしまったのです。軍

事的な意味を取り去ってしまったという意味では、平

和的な意味もありますが、16トンのものが空を舞って

いるのは、見ていて非常に楽しいものだと思います。

これはピピロッティ・リストの作品で、名前は≪ルー

ム≫です 。ピピロッティがかつて言ったことな

のですが、夜、自分が森の中を本当に散歩したのか、

それとも森についての番組を見ただけなのか、わか
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らなくなることがあるということでした。そういうことを

基にして、自分自身が作ったヴィデオクリップを使って、

この作品を作りました。自分がテレビっ子だというこ

とを示すために、わざと等身大より大きな家具を作

って自分の体をもっと小さく見せるという、ローレル＆

ハーディの映画のようなことをやりました。

そして、この作家になると、一番若い世代にたどり

ついたことになります 。先程のピピロッティの

場合は、音楽用のヴィデオクリップのようでしたが、ジ

ェイソン・ローズの場合は、むしろディスコ的な傾向が

あるのではないかと思います。世界各地で買った、

もろもろのものを独特の法則に従って並べていきま

す。これはもはやデュシャンの「レディ・メイド」のような

領域ではなく、彼が視覚化しようとする、あるシステム

の一部です。たとえ、それが、彫刻的に問題であっ

ても、自分の性器やセックスの中の劇場のようであっ

ても、また、例えば最近の作品のように自分の父親の

庭を描き出したものであってもです。

この背景になにがあるかについては、ブルース・ナ

ウマンが1960年代にこのようなメッセージの作品を

作っています 「真のアーティストは、神秘的な

真実を明らかにすることによって、世界を助けるもの

である」。私たちはこれを信じることもできるし、信じ

ないこともできますが、ブルース・ナウマンがこれを書

いたときは、このアーティストの役割を信じていたのだ

と思います。

そして、直島にいらしたときには、ナウマンのこの作

品を見ることができます 。生活を成り立たせ

ているすべての色、すべての活動を示していながら

も、それが常に生きるということ、そして死ぬというこ

とにさらされています。

展覧会を企画するときには、理想的な観客を私た

ちは想像します。1972年のドクメンタ5では、ジェーム

ス・リー・バイアースはこういったことをやりました

。入口から入ることはせずに、消防署に依頼して、

屋根の上にいきなり乗ってしまったのです。本人は、
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「展覧会を見なくともかまわない。自分の頭の中で想

像するだけで十分だから」と言いました。

最後にこの花をお見せしたいと思います 。

この花はアーティストの作品ではなく、癒しの力を持

っていた女性が行ったことを記録した画像です。最

近では遺伝子組み換えなどがいろいろと話題になっ

ていますが、この女性、エンマ・クンツは、自分の意志

の力で花に呼びかけて、こういった大きな母親の花

の周りに、小さく子どもの花を咲かせることができる

力を持っていました。これは、一人の女性の意志と

エネルギーによって花を分裂させた、唯一の記録と

なっています。こういったものを見ると、やはり疑問が

わき上がってきますが、一方では、誰かが自らのエネ

ルギーによってこの現象を引き起こせるとき、美術の

現象について批評する意味はもうないとも言えるでし

ょう。
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【質疑応答】

すべてが混在しているということ自体が、実はすば

らしいと思っています。マリオ・メルツの場合には30

年間かけてようやく、イグルーを作るだけではなくて、

結局、「形態が消え去るとき、そのルーツは永遠のも

のなのだ」といった言葉を書き記すことができるように

なったのです。今回は、ほかにもアクションのあるアー

トや楽しいアートがあるにもかかわらず、哲学的な側

面を取り上げました。ただ絵のようなものだけがかか

っている個展だけでなく、より展覧会が野心的になる

ものを選びました。

キュレーターは、社会と自分たちの考えの今の状

態を理解し、言語化しないかたちでテーマを持ち込

もうとするのです。もちろん、スライドを使って説明す

ると、哲学的に説明してしまいます。なぜなら、それ

は、美術について感じる側面を示すからです。しか

し、展覧会中は説明できません。

例えばボイスの、オフィスの作品に表されているも

のは、十分に見た目にも美しく「美学的」に見えます

が、本当は彼はそうした「美学」を超越しようとしてい

たのです。さきほど1968年から1969年の美術につ

いてざっと見ましたが、この革命的な時代には、「美

学的」な展覧会に新しい道を開きました。つまり、も

はやものを統括しているとは確信しなくなり、ものが自

ら自分の場所を見つけるようになったのです。私は

それは、「美学的」という意味の拡張だと思うのです。

ですから、私はボイスの作品は、単にいわゆる「美学

的」ではなく、当時はまだ理解されていなかった、拡

大された意味で「美学的」なのだと言ったわけです。

しかし、時がたつにつれて、最初は単にでたらめに

感じたようなものも、一つの美の型と感じられるように

なるのです。このことはダダイズムについても同じで、

アルプのやったことは、最初は美術ではないと言わ

れました。しかし、その後、時がたって突然、単にば

らまいたような形態から、すばらしい構図が生まれる

のだ、ということが理解されてきたのだと思います。も

ちろん、それはすぐにではないのです。

1960年代に、アートとアヴァンギャルドについてどう

考えるのかと、ある人が私に問いました。そのときに

私が言ったのは、私が美しいと思っていて、圧倒的

大多数が醜いと考えているものがあったときには、そ

のもの自体がすでに私にとっては、いわゆる「美学的」

なものなのだということです。これは常に議論を巻き

起こすことでもあるのですが、「美学的」の意味を広

げていけば、あらゆるものが「美学的」であるという見

解にもなるのです。もし、あなた方が近代美術や現

代美術の作家を取り扱うときは、その作品の中のど

こにいわゆる伝統的なかたちでの「美学的」な要素

があり、どこに「美」があるのかを理解しなくてはなり

ません。つまり、あなた方自身が自分なりの「美学」、

美をその中に発見することです。現代のアーティスト

に出会ったときは、いつでもこのような冒険をしなけ

ればならないのです。
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What I will show you today is less exhibition-making

than actual examples, slides taken out of my exhibi-

tions. But of course we will use these as a point of

departure for further reflection.

This is a piece by Joseph Beuys The

title is The End of the 20th Century. It is composed by

man-sized lava stones with one piece taken out which

makes an eye. If they lay in a space, they look like

prehistorical fishes waiting for placement. At the same

moment, you see the pieces of wood underneath and a

little carriage to take them away. This indicates that

they are only in a temporary position. The origin of

the stone is volcanic. When you asked him, he died in

1986, what he wants with these stones, which usually

are regarded as inorganic material. He says it's up to

us what we do with them, and at the end of the century

maybe we will have the courage and the sensibility

and the will that we will do something else with these

lying stones.

This is typical for a time in the 20th century

when, in a way, we had a second revolution in art.

Around 1968 when the students revolted, the artists

also questioned the ethical principles which were

behind an artwork. They also questioned the position

and attitude of the artist in the world, and it gave them

the courage to completely annihilate laws which acad-

emics teach in a vertical way.

So, I think if we talk about exhibitions as tem-

porary events, when I select and place the works, I

always like to show pieces which make the visitors

feel that behind what they see, there is a dimension

that they have to guess at, or to use their intuition.

Museum of Obsession

Usually the artist doesn't really know, where these

kind of ethical strengths, which he represents, come

from. When I was looking for a new way of making

exhibitions after Documenta 5, I called myself the

agency of spiritual guestwork in the service of a possi-

ble museum of obsession. Of course I thought to

myself, that if I am independent and I don't want to be

a museum director any longer, then I must invent exhi-

bitions which the others cannot do. So I tried to visual-

ize three obsessions for this museum, which existed

only in my head. One was "the Bachelor", which is

actually a reflection upon the artist. The second one is

"la Mama", the mother, and the third one is "the Sun".

"Mountain of Truth" (1978)

One of the exhibitions was called "Mountain of

Truth". This mountain really exists . It is a mag-

netically loaded region in Switzerland, in the southern

part where they speak Italian, and since 1860 the rep-

resentatives of all the major utopias have lived on this

small hill.

The first utopia, which they lived, was anarchy.

This is actually the biggest utopia because it presup-

poses that each man represents himself. The second

one was the belief that you can project paradise on

earth by making a botanical garden, a beautiful botani-

cal garden. The third one were the life reformers,

which in a way based their beliefs in a reincarnation.

From this belief, they tried to completely change their

lives, behavior, dress, nourishment, and also their

social contracts like marriage and so on, such as giv-

ing absolute freedom to new-born babies immediately

after birth. They were called the life reformers, but

they also called themselves the "Third Way" between

capitalism and communism.

You also had the first real rebels against psy-

choanalysis and at the same moment of course, fore-

runners of extreme life situations such as freedom of

sex, drugs, euthanasia, and so on. So you had all these

points discussed at the beginning of this century on

this hill. And they are still not resolved politically

today.

Finally, you had the artists, and through the

artists, the rich people bought the land, and then they

asked architects to come, and then you have all the

same destinies as these loaded places as soon as you
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build too much on them. But the very important move-

ment that I did not mention until now was another not-

so-well-known revolution in the culture of the 20th

century. We know about the revolution of painting, the

revolution in physics by Einstein, the revolution in

music by Schonberg, the revolution of language with

Joyce, but of course because it is ephemeral, what was

always forgotten was the revolution of the body, the

freeing of the body through the new dance movement

which started actually in these years on this hill.

Names, you have Rudolph von Laban, you

have Mary Wigman, later on Martha Graham,

Cunningham. Maybe you know them all from the

videos by Nam June Paik. This movement really start-

ed with a kind of a farm of dance. And the principle

was that the body itself should find its own move-

ments, and it is not the music which gives the rhythm

to the body to follow. You know that in the classical

ballet, there is always music which finally gives the

rhythm to the body. And in this movement, the Music

is excluded, and the body itself looks for its expres-

sions.

There are other interesting elements on this hill

to explore. In 25 years, you have on Monte Verita the

evolution of architecture. It starts similar to when

Adam and Eve were expelled from paradise with huts

near to the elements of water, air, sun, and earth. Then

it goes on with theosophical architecture, for example

the space which is given to the new dance movement.

You can see that they escape already from the right

angle in the windows, and announce the language

which later on Rudolf Steiner takes on. Then you have

this kind of rational architecture such as the hotel

which was built later on in the twenties. There was a

first drawing by Mies van der Rohe, and then the exe-

cution was by Emil Fahrenkamp.

So you can see through all these movements

which never took up power in Europe, because the

power axis was the political axis and always moved

from east to west. The subversive axis, which was

never looking for power, was going from north to

south. So I made this museum actually as a homage to

north and south, more towards fantasy than to imposi-

tion of a power structure upon others.

It is a museum which is not like the others, you

don't have a collection with masterpieces. It's actually

a museum which has no masterpieces. There is an

invisible masterpiece, which is the belief that every-

thing relates to everything.

You could see the dresses of the new dance

movement in an exhibition which I did in 1983 .

The Exhibition "Monte Verita" or "the Mountain of

Truth" was in 1978.

In Search of Total Art Work (1983)

In 1983, I took over this dream and desire to make an

exhibition about something which were really did not

exist in reality. It was a desire, an aspiration. I called it

the "desire to make a total artwork, to make a marriage

of all the arts into a new art which also presupposes a

new society.

At the beginning, like a collective memory with

only one work, but a selected work, I presented two

possible ways, on one side this is the way out of chaos

or the saying "yes" to chaos with Kandinsky's paint-

ing, which is also called "the Flood" . And on

the other side, this is the result of a new icon, of a new

striking image which could be like a religious icon in a

church by Malevich in Moscow. 

On the other side, you have the new reflection

in closed circuits with Duchamp . 

You also have this feeling Mondrian gives to

you. He doesn't just make an organization of a surface

with the fundamental colors, horizontals and verticals,

but when you look at his paintings you can see that he

always thinks they are really a proposal for a universal

organization structure.

I show this piece by Duchamp because it is

really about the reflection of a closed circuit of ener-

gies, and also a reflection about how we can get life

from this closed circuit of energies without loss of
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energy. So it is a little bit of a perpetual mobile dream.

At the same moment, he separates the sexes

which is a given reality. You have in the lower part the

masculine part, in the upper part, the female part. Now

if you look at the figures, down you have a three

dimensional world, up you have a non-defined world,

and you could say that at the end of this century,

where we have such a majority of tough women, that

he was really making a preview and prophecsy which

was in fact right. This prediction meant that we men

are only a projection in three dimensions of a four

dimensional feminine.

Joseph Beuys

This is an artist you already know . Again it is

Joseph Beuys, and I wanted to show you that there

was really a new spirit in art which came after the sec-

ond revolution. What you see here, the title of this

piece is Snowfall and you see three sticks. These are

what remains of the Christmas trees. Of course

Christmas was for him a very important festivity at the

end of the year, and he didn't want to throw away or

burn the three sticks, but he wanted to keep them

warm throughout life. You know that felt is an isola-

tion material, so he kept the three Christmas tree sticks

and warmed them up so that they could last as a work

of art.

You can see that these artists were very con-

scious that they caused the revolution . This is

Beuys directly telling you, as he wrote underneath,

"revolution is us."

This is from this famous exhibition, "When

attitude become form"(1969) which also changed the

life of us curators, because it is clear when Beuys

made his wax and grease corners, that it was no longer

only the artists that were attacked by the press, but

also the curator who allowed that piece in his museum

. Grease was stretched out along the wall.

Grease was in a way for him a model to show how we

should exercise our creativity and energy. When it is

in a liquid state it is a chaotic element, when it cools

down and you start to form it, you impose a will, and

then when it is brought to a form, it's a kind of logical

spirit which is expressed by geometry.

So you can see that the process of doing is

more important than the aesthetic final aspect, and of

course this kind of process can also be applied on the

evolution of society.

Here you have "Documenta 5"(1972), where

Beuys was not just merely showing a work of art, but

trying to give a lesson to society, trying to free them

. The inscription says "direct democracy

through popular vote" and of course he wanted to

abolish the political parties. So we come back to this

old anarchical idea that each individual is responsible

for his acts and himself.

This is a piece which is called Grond and it

consist mainly of copper plates . As you know

from electricity, copper is a conducting element. He

was convinced that capital is not money, but capital is

the sum of all the creativity of people. So he is loading

up office furniture. He also said that everybody that

works in offices, this is the majority of people today in

the world, should be creative and not just support their

lives and wait for their retirement. Even when they are

sitting at their desk, they should be creative and full of

fantasy. So it is an appelltive art, it is always an appeal

to change something during this revolutionary period.

And here you see when I try to present more of

an energy field rather than purely aesthetic art. It is

clear that when you have, and I have had the privilege

of having a lot of new spaces which were never used

for art. I tried a little bit to bring in this spirit which

you have from different things, very different works.

But I did not try to make a simple harmony but a har-

mony on an upper level, which takes care of the differ-

ence but at the same moment gives you an impression

of a kind of poetry which could be an element of

union.

This was in Vienna in 1986 (De Sculptura),

you can recognize the Beuys sculpture . On the



30

left, you have Richard Long, in the middle also at the

circle. On the right the three columns are by Carl

Andre. The little igloo with glass and the tree is by

Mario Merz. Then you have Bruce Nauman with the

triangle. In the corner Richard Serra. You don't need

to know all its names, then Ruckriem and Rabinovitch.

Jannis Kounellis

And now we see some artists, because I think it is very

important for a curator and a museum to have a long

period of collaboration with the artist, because the

artist has an evolution, as we all have. Of course,

maybe he will start with a revolutionary act, and then

he brings his ideas in a rather broader field of creativi-

ty and so on.

Now this is Jannis Kounellis and he sent in

1969 that food in sacks, as it is on the market in Rome,

or also over the world to the museum . The

museum, in a way, is ennobling these potatoes, these

peas, as works of art.

This is from 1972, and was also in Documenta

5 by Jannis Kounellis . He made a painting and

on the painting he was given a partition by Bach. The

painting was only an indication of how you should use

it, you needed a musician, and you needed a dancer, so

the painting was only completed when you had the

two other arts, dance and music. 

Mario Merz

Another artist from Italy is Mario Merz . He

has had many shows in Japan. He choose, as a modern

medium of expression, a very old medium, the semi-

sphere or the igloo of the Eskimos which he uses as a

support for all kinds of materials, which hide the geo-

metric structure. And you see that again in this exhibi-

tion, I didn't want to show each igloo separated

because it belongs to this museum or to another, but to

bring them all together as a town which is never reali-

ty during the time of the exhibition, and so indicating

the real value of this art which can never be counted in

money or any other materialism.

This was another exhibition by Mario Merz in a

church in Paris in 1987 . You can see where

the holy part is, the altar, he inscribed in neon this

beautiful sentence "when the form disappears, it's root

is eternal." This is really a characteristic for revolu-

tionary times, that you should not respect the aesthet-

ics of presentation in forms of exhibition.

Walter De Maria

Now you see that artists used in another way, also

mediums of communication . You can see the

telephone there, and you see it here. Beside the tele-

phone it was written, "If it rings, the artist Walter De

Maria will talk to you." Of course, you can imagine

that there was a lot of people sitting around the tele-

phone and they wanted to talk to the artist.

Now it was like this, only the artist, Walter De

Maria, had the number of this telephone. And of

course I told him, "Pay attention. We don't have such a

big budget as you know. You may telephone, but not

all the time". So after three weeks, he never phoned.

And I said to him, "Yes, you can phone, but not all the

time". And he said, "I telephone every day to the

museum". So I said, "Yes but nobody heard it". He

said, "Well, I telephone at midnight, so it does not cost

a lot of money". I think it is a beautiful metaphor, for

the competition and for the ambition of the artist. He

said "Because I know at midnight when the museum is

closed, the only work which is making noise is mine

because the telephone is ringing".

This is Walter De Maria today . This is

a sculpture consisting of 2000 energy bars, 5, 7, 9

sided laid out as a field, and of course it is a little bit

like a kinetic sculpture that you have to turn around, to

go on your knees, to sit down, to feel the different pos-

sibilities of life of this field, of this architectonic

ground, of this musical relationship between the bars.
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Richard Serra

Another artist is Richard Serra . You see that

the artist of this time discovered new possibilities of

using various characteristics of the materials. So you

have one wall, you have a weight and of course a

drawing. These sculptures are always different accord-

ing to the weights from the wall. 

There is a new form of making sculpture by

melting lead and throwing it in the corner of the space,

the so-called "splash piece".

This is another piece by Richard Serra that was

in Documenta 5 . It is called Circuit. You are

always staying in one of these triangular sections of

the piece. By looking at the ceiling, you can guess that

the organization of space is the same, so you make a

virtual movement in your head, and that explains the

title. At the same moment, he plays on danger and

non-danger. He suggests that the middle is the danger-

ous place, but of course, it is the most secure place in

this kind of sculpture because as you know he never

fixes the plates. It is all held by gravity, by its own

weight.

This is a '97 Biennale of Lyon, and you see that

he always develops the technique of working with a

fragile equilibrium weight . You have now the

curved shells of two shells which form a sculpture,

which really holds at the extreme edge of the equilibri-

um, but is supportable and secure for others.

This goes back, this working with gravity and

weight, to this beautiful architect Gaudi in Barcelona,

who made this hanging model, and then by placing

these little sacks with the sand, he finally finds the

form which he wants to give to the building .

So I think with gravity, Serra who uses it for his sculp-

ture, usually artists are working about art which has

already been done. In revolutionary times, artists go

back to things which are not immediately artistic, like

engineering, architecture, bridge-building and so on.

So that's why, I make this kind of comparison with

this hanging model, which Gaudi used for the Guell

Chapel in Barcelona by photographing it, and revers-

ing the image 180 degrees. So he had the form of the

church he wanted.

Then another hanging possibility is by Nam

June Paik with all these monitors, which was used in

an exhibition I did in '95, about "one hundred years of

cinema", or the history of cinema . Including

the commercial cinema, the cinema of art and the new

forms of cinema, which were invented by the artists.

This was in a way the extension of the looking through

of ten thousands of films to make an exhibition.

Intervention to the Environment

Now this is another gesture, I think when you are a

director of a museum, you have to look at this as use

to the extreme point. In '68 we gave Christo this possi-

bility of wrapping the first public building in Bern,

Switzerland . You see that it is really a beauti-

ful transformation of this building.

Another intervention was by Michael Heizer

with his demolition element . Since it was his

25th birthday, he wanted to give 25 strokes to the pub-

lic sidewalk. So you have a little bit the same interven-

tion as Beuys did, and of course this provoked the aes-

thetic feelings of the politicians and the public. He

called this piece Bern Depression.

Series of Exhibitions Devoted to Sculpture

Now I was always interested, especially when you had

these years when everybody was doing wild paintings,

to take back a dimension which was more sculptural

and which was more silent. So in '85 in Zurich I start-

ed a kind of series of exhibitions devoted to sculpture:

for example, a sculpture by Tony Cragg which I espe-

cially like because it uses elements that we have all the

time in museums . It's the pedestal, and the

stand, which is then put together to form a landscape. 

Opposite to Tony Cragg were these beautiful

lightweight sculptures by Cy Twombly . You
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can see also a curator's trick, which makes them look

like they really float. You don't send the light on the

sculptures, but on the stand.

In front, you have Grease Cones by Rabinovitch

and the Housing Project which is a very beautiful

piece of art by Thomas Virnich. So you see it's the

same display, a very free display, so everything can

develop its language, but together it's a kind of an

atmosphere of lightness.

This is Richard Long, it was one of his first

walks . We are again back in '69. You see once

again that a walk in nature was becoming a work of

art.

Outsider Art

Now we come to another dimension of art. I mean, I

talked a lot about Joseph Beuys,  and what he finally

wanted was to heal society. I mean he wants to give

new ways to society, so that people can feel freer and

not so oppressed by the conditions. This is a field I

really like, always imposing to high art, it is the art of

the outsiders.

The man's name is Emery Blagdon, and he was

a farmer in Nebraska. In one of his sheds, he installed

all these sculptures, he did it himself, and he really

believed that the togetherness of all these works are

capable, if somebody stays enough time in that envi-

ronment to heal cancer .

And you have other people like Armand

Schulthess who became so obsessed by organizing

information that he used only conserves in metal cans,

and out of the metal cans he made the material to

place a new order upon the knowledge of humans

. So you see for example here the tree, with

indication of Freud, the theory of the dream, and in his

"the Encyclopedia in the woods". When Nam June

Paik came to see the museum on the "Monte Verita",

he said "But this man is a genius, unfortunately he did-

n't know yet video, because he could have had it easi-

er."

Light Seed (1990)

Here is another display. You see Laib he is another

generation, a younger generation still using minimal

forms, but now the sculpture is no more yellow color,

but it's pollen of dandelion . So it's not a color,

it's an element, that's why it has this beautiful aurora

filling up whole spaces.

There were many works in this exhibition of

younger people. This one maybe you saw because in

1990 in Tokyo, when I made the first exhibition of

Watarium. I called it "Light Seed." In a way I  wanted

to show that we have some kind of "zen" art in

Europe, and this is Michel Verjux . This round

form is a projection of very strong light, and of course

the effect should be, and as you can see the function of

this beautiful house in Bordeaux, so that the light

seems to come out of the wall. I made an organization

of the four directions of the sky, to bring the equilibri-

um again in a certain order in this exhibition. It was

called "GAS", Grandiose, Ambitious and Silent.

Swiss Pavilion in Sevilla (1992)

This is another possibility. This is the Swiss pavilion

in Sevilla for the universal exhibition . It was

one of the only pavilions, which really combined

information about the country, like about all the news-

papers, with artists and their works, and related all

together. You have Ruttimann on the right side with

its inlined surface of balances, and always the

metaphor of gravity. Because if you have a line of bal-

ances, it's the highest one, which indicates all the

weight. All the weight through indication goes on top.

Then you have one of the agricultural cones by Mario

Merz, and these traces by Toroni.

The 4th Biennale in Lyon (1997)

We talked at the beginning about "theosophy" as one

of the utopias of the Mountain of Truth. Now here we
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have in a way the ironization of the utopia .

The utopia of the philosophy of theosophy was to take

out of all religions the knowledge of god, and put

them together into a super religion. Hoping of course,

that there would be a spiritual marriage between East

and West, Orient and Occident.

Now in the Biennale in Lyon, this table, by

Chinese artist Chen Zhen, was at the entrance, and you

see that it is one of those reunion and meeting tables

we know so well. On one side you have European

chairs, on the other side you have Chinese as the

Oriental chairs, and the inscription says "The Eternal

Misunderstanding."

The title which was given to this Biennale was

"The Other." Of course, I think this beautiful video by

Gary Hill was to make the people conscious of the fact

that we have parts of our society which are not so

privileged . These are about 17 meters of life-

size projected jobless people, which when you come

in, you think you are looking at them, but since they

are life-sized, the same size as you, then they start to

look back at you as soon as you go nearer to them.

Another piece was by a Chinese artist Zhang

Peili, because it was the first theme relating to some-

thing we do every day, scratching your own body

. But by fragmentation of the movement and

the body part, you had a sculptural quality which was

no more the usual medium of video.

So we are now in the actuality, here you see the

"Rat" piece by Katharina Fritsch and it's not only a

beautiful sculpture in its' height, and imposing a lesson

in forced solidarity because all these sixteen rats

which are coming out of the body of the mother have

their tails in a knot . Everybody wants to go

in his direction, but they are knotted together and have

to survive together.

You have for example by Spitzer, a visualiza-

tion of the banking system, exchange between stock

exchanges . You can see that the artist of today

is very free in commenting about phenomena of actual

life. 

They change cars in one seat car, because the

title of the car is "DS" which means goddess, and the

goddess cannot sit on two seats only in one .

The work is by Orozco, a Mexican artist.

This is by Chris Burden . "Let fly a

steam-roller of sixteen tons of the US Marines", he

takes the engine away from military use so it gets a

pacific intention, but at the same moment it is real fun

to see this beautiful 16 ton engine in the air.

This is Pipilotti Rist and it's called The Room

because as she said once, "I don't know in the evening,

if I was really taking a walk in nature or if I saw

nature in the television." So she made this

room with her own video clips, showing that she was a

real TV child, making the furniture bigger so she

seemed smaller, as seen in the film of Laurel and

Hardy for example.

And now we come to the youngest artist you

see, and when Pipilotti uses video clip in the form of a

music clip, Jason Rhoades is a little bit disco like. He

presents all that he buys throughout the world, and

brings it then within his own system . This for

example, each object is no more ready-made, like with

Duchamp, but it's now part of a system which he tries

to visualize, whether it be a sculptural problem, or

here like the theater in my dick, the theater in my sex,

or for example, the last one was visualizing the garden

of his father.

And you see, when you ask yourself what is

behind all this, Bruce Nauman wrote this message in

the sixties, "the true artist helps the world by revealing

mystic truths," we may believe it or not, I think he

believes in this role of the artist . And when

you go to Naoshima, on the island, you see in the col-

lection, this work by Bruce Nauman . With all

the activities, all the colors which make life, but which

is always exposed to life and death.

When you make exhibitions, you dream of the

ideal visitor. This is James Lee Byars in Kassel '72

He doesn't go through the entrance door, but

the fire police put him immediately on the roof. He
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said "I don't need to see the exhibition, I just imagine

the exhibition".

And we come to the end with this flower

. It's not an artist but a healer. It is a very

strange woman who made this strange phenomenon. I

mean today we talk about genes culture and so on. She

was at the end of her life, Emma Kunz is her name,

was able by her own energies to give the order to this

mother flower, to generate the children. It's the only

documented case of the polarization of a flower

through the will and energy of one woman. Of course

an image like this creates a lot of questions, but it also

says that there is no more sense to comment on phe-

nomena in art, when somebody through his own ener-

gy can provoke this phenomenon.

Question1

Is curator philosophical artist or artistic philoso-

pher?

You know I think that the beautiful thing is that every-

thing is mixed. You have the evolution of artists, for

example it took Mario Merz, thirty years until he came

to the formula of no longer making an igloo but to

write the sentence, If the form disappears, its root is

eternal." I mean its clear that you have philosophical

art, but you also have action art, you have lust art, you

have everything you know. But you see I choose not

only a one-man exhibition, where you show only

painting and things like this, but one where the exhibi-

tion becomes more ambitious.

Curators, well, they try to understand life and

the actual state of their reflection to bring the theme

in, but in a non-verbal way. Of course, if you give a

lecture with slides, then you can give your explanation

in a philosophical way, because I think it shows the

dimension which you feel in the art, but you can't

explain during the exhibition.

Question2

Could you explain a little bit more about "aes-

thetic"?

If you think of the office Beuys made, the inscription

was absolutely aesthetical, but his true ambition was

to surpass the aesthetical. I said that the revolutionary

time, when we gave the first overview of the art of 68-

69, led to a new way of aesthetical exhibition, because

you are no more convinced that you are directing the

things, but that the things by themselves are finding

their place. I think that this is the extension of aesthet-

ics. So I didn't say Beuys was just aesthetical, but I

said it's an extension of aesthetics which at the

moment is not understood. But with time, you feel that

the casual becomes form. It was the same with

dadaism. At the beginning, everybody said this is not

art, what Arp does, and then he suddenly realized that
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the free-fall of the forms could lead to fantastic com-

positions. This was not immediately, of course.

When in the 60s, I was asked what is art and

avant-garde?  I said, but this was also to provoke, what

is already beautiful for me, but ugly for the majority,

is for me already a field of aesthetics. But now, I think

this is provocative. When you extend the field of aes-

thetics, there is a whole doctrine of aesthetics. But I

think when you deal with modern artists with contem-

porary artists, you have to know exactly where to find

the old-fashioned aesthetic factor inside, where is the

beauty factor inside?  I think you have to find, that is

the adventure, your own aesthetic all the time when

you are faced with contemporary artists.


