はじめに

Introduction

金沢21世紀美術館の研究紀要『 R（アール）
』は、

21st Century Museum of Contemporary Art,

The first paper discusses the series of works

美術館事業の一つである調査研究の成果を

Kanazawaʼs annual research journal “ R ,”

in QIU Zhijieʼs “A Suicidology of the Nanjing

公開していくメディアです。8号となる本号の

is a medium for publishing the results of the

Yangtze River Bridge” project from the per-

特 集は「『複 合 媒 材 』の保 存と修 復 」として、

various investigation and research projects

spective of artistic practice. The second is a

2017年12月に金沢21世紀美術館で開催した

that are implemented as part of the muse-

study on MIYANAGA Aikoʼs “waiting for

国際シンポジウムの内容を収録いたします。

umʼs program. Marking the 8th installment

awakening–chair,” as considered from both

ここ数年、現代美術作品の保存と修復には

of this endeavor, this issue titled, Thinking

aspects of conservation and presentation.

多くの課題があり、なかでもビデオ、スライド、

about the Conservation and Restoration

We would like to express our sincere

フィルム、サウンドなど 時 間 軸 を 伴うタイム

of “Mixed Media”, features a record of the

gratitude to all those who generously extend-

ベースト・メディアに関わる保存修復の議論は

international symposium of the same title

ed their support and cooperation in realizing

高まってきています。シンポジウムでは、海外

that was held at 21st Century Museum of

this publication, including the provision of

で実践的に現代美術の保存と修復に関わって

Contemporary Art, Kanazawa in December

valuable reference materials and information

いるコンサベーターを迎え、ケーススタディの

2017.

to assist our museumʼs research activities.

ミクスト・メディア

発表と、今後の取り組みについての意見をい
ただきました。

Recent years have seen significant challenges in the conservation and restoration of

フォーラムでは、当館学芸員による所蔵作品

contemporary art. In particular, there have

に関する2本の研究論文を掲載します。1本目

been increasing discussions concerning the

では、コレクション作家チウ・ジージエの「南京

conservation of time-based media such as

長江大橋の自殺研究」の一連の作品について、

video, slides, film, and sound. The symposi-

芸術的実践という視点から論じます。2本目で

um had invited conservators from overseas

は、宮永愛子《 waiting for awakening̶chair》

engaged in the conservation and restoration

について保存と展示の両面から考察します。

of contemporary art to present their specif-

本誌の刊行に際し、貴重な資料と情報の提
供等、当館の調査研究活動に多大なるご 支
援、ご指導賜りました皆さまに心より感謝申し
上げます。

ic approaches, while also involving reports
from our conservator at the museum.
The forum section features two research
papers by our museumʼs curators, regarding works that are housed in our collection.
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「国際シンポジウム：
『複合媒材』の保存と修復を考える」について

ミクスト・メディア

「複 合媒材」は、2 種類以上の素材や 技法の

や状態、それに使用されている材料などの要素

組み合わせにより構成された美術作品に対し

によって保存修復へのアプローチが異なる。

て用いられる比較的新しい用語である。しか

例えば100の異なる作品があれば、100通りの

しながら、そのような作品は現代美術を収蔵

修復方法があると言っても過言ではない。様々

する美術館ばかりでなく、各時代の多種多様

な状況に応じて、コンサベーターは臨機応変に

な資料を扱う美術館や博物館のコレクション

対応する必要に迫られるが、
しかしながら、今回

においても数多く認められるのが現状である。

登壇したコンサベーター全員が口を揃えて強調

殊に20世紀以 降 の工 業 の発 達は、様々な素

していたことがある。それは「予防保全」という

材を複合的に使用した製品を数多く社会にも

保 存 修 復 における概 念 の 重 要 性であった。

たらし、われわれの日常生活に多くの恩恵を

予防保全（Preventive Conservation）とは、環境

与えたが、そのような身の回りを豊かに彩る工

変化から作品の安全を確保し、将来的な修復

業製品と同様に、あるいは時としてそれ以上に、

については最小限にとどめようとする考え方で

現代の美術作品は媒材（ 材料や 手法などの諸

ある。特に今回は、アーティストが作品を制作

要 素 ）が 様々に交 錯・干 渉しながら成 立 する

した状況、例えばその作品のコンセプトやアー

と言える。

ティストの意図、また選択された素材について

現代のアーティストは表現の可能性を求めて

の情報をできる限り詳細に把握することが予防

新たに誕生した素材を美術に応用しつづけるが、

保全の概念において大切であることが共有

物性や耐用年数などが明瞭でない新しい素材

された。また、作品の持続可能性を常に追求し、

は、美術作品において想定外の劣化を引き起こ

作品に関わる情報を収蔵時点からドキュメン

している例も少なくなく、材料の複合化が作品

テーションすることにも言及された。それに関

の保存や修復をより困難にしていることは否め

しては、アーティストとはもちろん、作品の保存

ミクスト・メディア

ない。そのようないわゆる「複 合媒材」の美術

に関わる同僚や外部の専門家たちとのコミュニ

作品を永く公開可能にするためには、われわれ

ケーションを積極的に図り、時代とともに変わ

はどのように保存・管理すべきなのだろうか？

りゆく状況の変化に対応するために継続的に

このような問いを出発点とし、保存修復に関

対話を続けていくことが重要であるとされた。

する美術館のネットワーク構築を長期的な目標

今回の国際シンポジウムでは、各美術館に

と定め、われわれ金沢21世紀美術館は、まず

おける課題が共有されたこと、その課題の解決

海外における先進的な取り組みを市民とともに

に向けて各館が協力していくこと、さらには予

学ぶことから始めることにした。今回のシンポ

防保全の概念や方法が現代美術の保存修復に

ジウムはその嚆矢であり、海外の美術館で作品

おいて有効であることが確認されたことは大きな

の保存と修復に携わる3名の専門家を招聘した。

収穫であった。

米国のボストン美術館でコンサベーターを務め
るフラヴィア・ペルジーニ氏、韓 国 の サムスン
美術館リウムのシニア・コンサベーターである
リュウ・ナニ（ 柳蘭伊）氏、そして2020–21年開
館予定の香港M＋
（ エムプラス）でシニア・コン
サベーターを務めるクリステル・ぺスメ氏である。
本シンポジウムでは、彼らがそれぞれの美術館
において実践している対処法を手がかりとしな
がら、今後の美術のコレクションの保存と修復
について考察することを目的とした。
実際に各美術館のコンサベーターからは、
コレクションにまつわる様々な事例が報告され
たが、一口に保存修復と言っても、作品の構造
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（内呂博之）

About International Symposium:
Thinking about the Conservation and Restoration of “Mixed Media”

“Mixed Media” is a relatively new term used

are currently being implemented overseas.

of the artworks, and in doing so, the need

to refer to artworks that are composed of

For the symposium that served as start of this

to document all information related to the

a combination of two or more materials

endeavor, we invited three experts involved in

artworks from the time of their collection.

and techniques. Such works are not only

the conservation and restoration of artworks

In this respect, in order to respond to the

observed in museums that specialize in col-

at overseas museums. These three experts

circumstances that change with the times,

lecting contemporary art, however, but can

were: Flavia PERUGINI, Conservator at the

it was considered important to engage in

also be found in the collections of both art

Museum of Fine Arts, Boston; LEW Nani,

active communication and an ongoing dia-

and history museums that deal with a wide

Senior Conservator at Leeum, Samsung

logue with not only the artists themselves,

variety of materials pertaining to each era. In

Museum of Art in Korea; and Christel PESME,

but also with the numerous colleagues and

particular, the development of industry since

Senior Conservator at M+ Museum Limited

external experts involved in the conservation

the beginning of 20th century has flooded

in Hong Kong, due to open in 2020–21. The

of the work.

our society with a multitude of products that

symposium aimed to think about the conser-

This international symposium had result-

involve the composite use of various mate-

vation and restoration of art collections, while

ed in significant achievements, from sharing

rials, which as a result have brought about

drawing inspiration from their own respective

the challenges faced by the respective mu-

many benefits to our daily lives. Like these

practices.

seums, to each museum coming together

industrial products that serve to enrich our

The conservators of each museum had

to cooperate in resolving these issues, and

surroundings, and perhaps sometimes to an

introduced various cases pertaining to their

further confirming how the concepts and

even greater degree, works of contemporary

collections, however the approaches for con-

methods of preventative conservation prove

art can be described as being created out of

servation and restoration differed depending

effective in the conservation and restoration

a mixture and interposition of diverse media

on factors such as the structure and con-

of contemporary works of art.

(elements including both techniques and

dition of the work, as well as the materials

materials.)

used to create it. If there were 100 different

Although contemporary artists continue

works for example, it would be no exaggera-

to apply innovative materials to art in the pur-

tion to say that there are 100 different ways

suit of expressive possibilities, we find more

for restoration, and conservators are thus re-

than a few instances in which new materials

quired to respond flexibly to various circum-

whose physical properties and durability are

stances. At the same time however, there

in the first place unclear have caused unex-

was indeed one point that all three speak-

pected deterioration in artworks, and it is un-

ers of the symposium emphasized. That is,

deniable that the use of composite materials

the importance of the notion of “Preventive

complicates the conservation and restoration

Conservation.” Preventive Conservation is a

of a work.

means of thinking that attempts to minimize

Under such circumstances, what steps

future restoration by ensuring the safety

to preserve and care for such so-called

and protection of works from environmen-

“mixed media” artworks can we take to en-

tal changes. In relation to this notion, the

sure their long-term availability to the public?

symposium had discussed the importance

With this question as a starting point,

of understanding information pertaining to

we came to establish our long-term ob-

the work in as much detail as possible, in-

jective of constructing a museum network

cluding the circumstances under which the

concerning the conservation and restoration

artist had produced the work, the concept of

of artworks. In doing so, we at 21st Century

the work and the intentions of the artist, as

of Contemporary Art, Kanazawa, began by

well as information regarding the materials

learning along with the general public about

selected. What had also been mentioned

the advanced initiatives and approaches that

was to constantly pursue the sustainability

(UCHIRO Hiroyuki, translated by BENGER Kei)
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プログラム

国際シンポジウム
ミクスト・メディア

「複 合媒材」の保存と修復を考える
プログラム

2017 年12月16日（土）
10:00–16:30
金沢21世紀美術館シアター 21
入場無料

日本語・英語同時通訳付

主催：金沢21 世紀美術館
［公益財団法人金沢芸術創造財団］
助成：公益財団法人ポーラ美術振興財団、
駐大阪・神戸米国総領事館
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Program
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and Restoration of “Mixed Media”
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Saturday, December 16, 2017, 10:00–16:30
Theatre 21, 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa
Admission Free, Japanese-English
Simultaneous Interpretation Provided
Organized by 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa［Kanazawa Art
Promotion and Development Foundation］
Grants from: Pola Art Foundation, U.S.
Consulate General Osaka-Kobe
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ドキュメント

ミクスト・メディア

国際シンポジウム「複 合媒材」の
保存と修復を考える
日時：2017年12月16日［ 土 ］10:00 –16:30
会場：金沢21 世紀美術館

シアター 21

司会：黒澤浩美
（チーフ・キュレーター、金沢21 世紀美術館／日本 ）

開会
本日の進行役を務めます、金沢21世紀美術

インターネットを介して、グローバルにコレ

館の黒澤浩美と申します。どうぞよろしくお願

クションを保存、公開していくためにはどのよ

いいたします。本シンポジウム開催にあたり、

うな技術や知見が必要なのか、3 館からお招

趣 旨を説 明させていただきます。金沢21世

きした皆さまからご報告いただきます。皆さま

紀美術館は2004年10月にオープンしました。

からも最後にご質問やご意見をいただく時間

まだ若い美術館ではありますが、約4000点に上

も持ちたいと思います。

るコレクションの構築を現在進めております。コレ

本日の基調講演をお務めいただきますのは、

クションに第一義的に責任を負っているコン

ボストン美術館からフラヴィア・ペルジーニさん

サベーター、それからキュレーター、アーキビ

です。フラヴィアさんは2006年より、アメリカの

スト、さまざまな役職が協力して将来につなげ

ボストン美術館でコンサベーターをお務めです。

ていきたいという思いがあります。しかしながら

ボストン美 術 館ではタイムベースト・メディア、

日本の現状を考えますと、多くの情報や人材

キネティックアート、ネオン・蛍光灯による作品、

が中央に集中する傾向があり、地方、または

彫刻と現代美術インスタレーションの保存を

小規模館の保存管理についてはあまり潤沢

ご専門とされています。近年ではボストン美術館

な環境とは言えません。今回ミクスト・メディア

内外の専門家が参加する、アーティスト・インタ

を中心に発表いただきますが、世界中でデジ

ビューのワークショップ「VoCA」
、またニュー

タルや最新技術の導入に努めている現代美術

ヨークで近現代美術の保存管理を手掛けるスタ

においては、活発な意見交換と知見の集約が

ジオ・ベック＆フローナートLLCのクリスティーネ・

必要であり、それについてのプラットフォーム

フローナートによるタイムベースト・メディアの

やネットワークの構築が急務であると考えて

ワークショップなどを企画されています。主に

います。

電子メディアの収蔵、保存管理、文書化および
保管に取り組んでいらっしゃいます。
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Document

International Symposium:
Thinking about the Conservation and
Restoration of “Mixed Media”
10:00 a.m.– 4:30 p.m., Saturday,
December 16, 2017
Theater 21,
21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa
Moderator: KUROSAWA Hiromi
(Chief Curator, 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa / Japan)
Opening
(Kurosawa) I am moderator, the chief curator,

We are connected globally via the inter-

KUROSAWA Hiromi of 21st Century Museum

net, so our activities in conserving, restoring,

of Contemporary Art, Kanazawa. For opening

and exhibiting artworks are extended to a

this symposium, I would like to explain the

global field. Today, we would like to share the

content of the symposium. Our museum

information among the panelists. Although

opened in October 2004. This is still very

the time is limited, we would like to open the

young museum, but we are collecting more

floor for discussion, and receive questions

than 4000 artworks. Conservators, curators,

from the audience.

and archivists, the varieties of different pro-

Todayʼs keynote speaker is Flavia PERUGINI

fessionals are working together to lead to

who is from Museum of Fine Arts, Boston.

the activities of the museums toward future.

From 2006, she has been working as con-

However, if you look at the situation in Japan,

servator at the Museum of Fine Arts, Boston.

all the information and technologies are con-

Time media, kinetic art, neon light-based art,

centrated in the center, the big cities, and for

sculpture, and contemporary art are her spe-

the peripheral museums, the small-scale mu-

cialties. Recently, she has been taking part

seums in the local areas, the condition is not

in the artist interview workshop VoCA. and

satisfactory enough. Digital media and new

working with Bek & Frohnert LLC. She has

materials are introduced in the contemporary

organized a time-based media workshop run

art, and we would like to have information

by Christine Frohnert with electronic media

exchange and discussions among the mem-

collection. Acquisition, documentation, stor-

bers, and we have to construct the platforms

age, and preservation has been her specialty.

to realize that.

Flavia, please.
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おはようございます。本日は皆さまにボストン

#4

美術館についてお話しするために参りました。

現代美術のコレクションには、世界各地から

現在の「オブジェクト・コンサベーション・ラボ」

ここは世界最大級の百科全書的な、つまり全

集めた約 4000 点の作品が含まれています。

が設立されたのは1970年のことで、当時は3名

ての時代と分野を網羅している美術館の1つ

初めて収蔵したのはウィル・バーネットの油彩

のコンサベーターがおりました。左にあるのが、

です。

画で、1954 年 に収 蔵されました。現 代 美 術

今 の オブジェクト・コンサベーション・ラボの

#7

部 門 は1971年 に 設 けら れ ました。そして

様子です。画像の右にあるのが、新たにつく

1992年から、1955年以降に制作された作品

られるスペースの完成予想図です。年々、ラボ

に焦点を当てて収集しています。現代美術の

内での活動の度合いが高まり、また8名の常

#1（ #スライド番号 ）

コレクションに は、絵 画、彫 刻、紙 を支 持 体

勤コンサベーターが働く環境としてこの空間

1876年、ボストン中 心 部 のコプリー・スクエア

とする作品、工芸、タイムベースト・メディア、

ではもはや立ち行かなくなりました。2018 年

で開館した弊館は、1909年に現在の立地であ

インスタレーション、そしてパフォーマンスが

に入り、新しいコンサベーション・センター建設

るハンティントン・アヴェニューに移転しました。

含まれます。

に 伴うラボの 改 修 が 始まりました。再 開 は

1970 年 に建 設され たホワイト・ウィングは美
術館の西側に位置しています。ここには図書

2020年を予定しています。新しいセンターの
#5

利点は、改善されたスペースと作業環境、エネ

室、コンサベーション・ラボ（ 保存修復研究室 ）、

「保存・コレクション管理部」は、チェア（部長）と、

ルギー効率に優れた設備を有することであり、

そして事 務 局 が 入っています。1981 年 には

「保存修復部」、
「 保存科学部」、そして「コレ

より良い形で来館者や学者・研究者の方々を

イオ・ミン・ペイの設計によるウェスト・ウィング

クション管理部」によって構成されています。

が開館しました。アーチ型のガラス屋根を持ち、

コレクション管理部はさらに、
レジストレーション

企 画 展 用 の 展 示 室、レストラン、ショップが

（ 作 品 管 理 ）、コレクション・ケア（ 作 品 保 全 ）、

入るこのウィングは、2011 年 に「 The Linde

そしてコレクション・ドキュメンテーション（ 記録

現代美術のコンサベーションには、作品の状態

Family Wing for Contemporary」と改 称さ

資料 ）を専門とする課に分かれています。

と仕組みについての評価、設営時の状況と展示

#6

チームの一員として働くというコンサベーター

れました。東側にあるイースト・ウィングは再
整備され、2010年に再開しました。ロンドン出

お迎えできるでしょう。
#8

方法の記録、作品維持のためのコストの設定、

身の建築家ノーマン・フォスターによって設計

現在30名のコンサベーターが、6つの保存部門

の意識の育成、作家との緊密な連携、アーティ

されたこのウィングには、アメリカ美術のコレ

（ 紙、テキスタイル、家具と額縁、アジア美術、絵画、

スト・インタビュー・プログラム、継続的な調査

クションが収蔵されています。現在1000人近

立体作品 ）で働いています。これらの部門では、

研究、そして作品を構成する素材・部品等の

い従業員がこの美術館で働いています。

時期を問わ ず、フェロー（ 特別研究員 ）やイン

備蓄が関わってきます。

ターンを雇うこともあります。また美術館は、
#2, 3

多くの熱心なボラティアの人々にも支えられ

#9

ボストン美術館の収蔵品は古代から現代まで

ています。立体作品を扱う8名のコンサベー

現代美術を担当するチームは、現代美術の作

幅広く、その数はおよそ45 万点に上ります。

ターは、当館コレクションの3分の1にあたる

品を扱う上で必要な作業を行うために特別に

コレクションの約3 分の1、およそ15万点は立

約15万点の収蔵品の調査、保存修復、研究、

組 織 され た チー ムで、キュレーター、コンサ

体 のオブジェクトで す。美術館の学芸部は、

維 持 管 理を担 当しており、
「オブジェクト・コ

ベーター、レジストラー、コレクション・ケアを

アジア美術、アメリカ美術、ヨーロッパ美術、

ンサベーション（ 立体作品保存修復 ）部門」は、

担当するスタッフ、電気技師、そしてIT技術者

古 代 美 術、アフリカ・オセアニア美 術、楽 器、

学芸部のほとんど（版画およびドローイング、ある

（コンピュータスタッフ）がメンバーに含まれます。

写真、版画とドローイング、テキスタイルとファッ

いは写真を扱う学芸部を除く）と協力して仕事を

主な業務は、作品の収集および分類、設置、

ション、そして現代美術を担当する10の部門に

行っています。

メンテナンス、保管、貸借となります。

分かれています。

基調講演
「百科全書的美術館で現代美術の収集保存に挑む」
フラヴィア・ペルジーニ（アソシエイト・オブジェクト・コンサベーター、ボストン美術館／アメリカ）
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百科全書的美術館で現代美術の収集保存に挑む

#10

メディアを扱う上では、コンサベーター自身の

現代美術が抱える問題として、その本質的な

継続的な学習が不可欠なのです。

短命さがまず挙げられます。例えば、作品に

ルなどの素材でできた多くの大量生産品で
構成されています。パッケージに入った食べ物、
ボトルや 缶に入った飲 み物、そして街のどこ

使わ れている素材の寿命に限りがある場合

#12

でも買えるような製品なども含まれています。

などです。この他にも考えるべき事柄が存在

美 術 館 の 屋 外 彫 刻プログラムは、敷 地 内 に

その一部は韓国から10個の大きなクレートで

します。

ある恒久展示の彫刻作品20点と、一時的に

輸送されてきました。残りの1000近い品々は、

鑑賞者との相互作用。彼らはよく、作品に触

展示されている彫刻作品を対象としています。

ボストン市内のスーパーなどの店舗でキュレー

ろうとします。それ自体は一つの学習経験と

これらの彫刻作品には、金属や石材が使われ

ターやアーティストが購入しました。

してあるものですが、作品についた指紋や汚れ

ています。金属の彫刻は毎年のメンテナンス

は、放置しておくと取り返しのつかない損害

が欠かせず、通常、コンサベーターが夏に行っ

#16

を作品に与えかねません。

ています。インターンやボランティアの人々にも

作品を設置する前に、全てのアイテムをテー

存命のアーティスト。アーティストの協力は重

協力してもらっています。作業は、6月から9月

ブルの上 に置き、美 術 館スタッフが10名で、

要で、現代美術のより良い理解と保存のため

までの間の暖かく乾燥した日に行われます。

種類や サイズごとに並べていきました。アー

に必要不可欠なものです。

金属彫刻には、必要に応じてコールドワックス

ティストは2 週間かけて、これらのアイテムを

限られた作品情報。作品に関する情報を得る

あるいはホットワックスをかけ、時にラッカー

1 つ 1 つ 並 べ て、魅 力 的 にレイアウトにして

ことは、その適切な保全や展示にとって必要

によるコーティングも行います。こうした作業

いくのを、美 術 館スタッフ2 名と通 訳 1 名 が

なものです。

は、文書と写真で記録しています。

手伝いました。これはとても興奮する作業で、
アーティストもとても楽しんでいました。しかし、

タイムベースト・メディア作品に用いられている
技術の陳腐化。これは非常に深刻な問題で、

#13

その 興 奮も展 覧 会 が 始まるとすぐに消えて
しまいました。ギャラリー内の監視員は、大勢の

時の流れや急速な技術の進歩につれ、さらな

これは館内で展示しているアニッシュ・カプーア

る難題へと化していくように思われます。

の彫刻作品です。日本の輪島塗りが施された

来館者を前に、他のすべての展示作品に注意

ミクスト・メディア作品において生じる使用素材

木の器でできており、展示中、定期的なメン

を払いつつ、彼らがインスタレーションのアイ

の不和。基本的に相性の悪い素材が同じ作品

テナンスを必 要とする彫 刻 作 品 の1つで す。

テムを記念に持ち帰ったり壊してしまうことを

の中で使われている場合、その問題は長期に

この 作 品 には 警 報と監 視カメラを設 置して

防がなくてはなくてなりません。それでも、缶

渡ってコンサベーターを悩ますことでしょう。

いますが、表面の光沢は観客の興味を引くよう

に入っている飲み物を開けて飲んだり、キャン

ミュージアム・システム・データベース（TMS）。

で、たびたび触れられてしまいます。そうする

ディのバッグを開けて食べてしまったり、小さい

ボストン美術館では、このデータベースを使っ

と表面に指紋が付いてしまい、放っておくと跡

ものは場所が変えられてしまったり、どこかに

て作品の追跡と記録を行っています。しかし

になって残るので、できるだけ早く拭き取らな

持っていかれたりしてしまうような事態が起こ

このデータベースは、伝統的な美術作品を対象

ければなりません。そのため展示中は、週に

り、さらには、ホットメルト接着剤で床に固定

に構築されたもので、現代美術、とりわけタイム

2、3回はメンテナンスを行っていますが、非常

されていた飲料の入ったアルミ缶のいくつか

ベースト・メディア作品のドキュメンテーション

に手間がかかります。

が脆くなっていました。少なくとも週に1度の

への対応は未だ不十分です。

頻度で、内容物である飲料が床一面に流れ
#14

出し、観客を危険に晒すだけでなく、飲料の

#11

これも館内に設置されたモナ・ハトゥムの彫刻

砂 糖 によって害 虫 が 発 生 するという問 題を

現代美術を担当するオブジェクト・コンサベー

です。こちらはミネラルオイルでコーティング

起こしました。そのため、缶を取り除いて、ラボ

ターは1 名 だけで、立 体 作 品、野 外・屋 内 の

された鉄の作品で、木製の床に直接設置され

まで持っていって空にし、洗浄し、乾燥させて、

彫刻、インスタレーション、パフォーマンス、タイ

ています。鑑賞者はすぐそばまで近づくこと

最 終 的に再 度 設 置しなけれ ば ならなくなり

ムベースト・メディア、ライトベースト・アート、

ができます。作品が倒れないように、作品の

ました。非常に骨の折れる作業です。

キネティックアート、フィルム、ビデオ、オー

下の方を金属のクリップで床に留めています。

ディオ、そしてコンピュータベースト・アートの

時々、鑑賞者が触るので、洗浄と、表面のオイル

作品を担当しています。多様なメディアが使用

コーティングを定期的に行う必要があります。

されている事実は、さまざまな技術に関する
基本的知識の獲得をコンサベーターに課して

#17
同じ展 覧 会 に 出 品され た 別 のインスタレー
ションです。天然繊維のロープで固定された

#15

竹の棒を組 み合わ せた4つの構造体で構成

います。例えば 電子工学や、そうした技術を

「Megacities Asia」という展覧会のときには、

されています。センサーとつながった電線が

もとに制作された作品に関する基本的な知識

韓国、中国、
インドといったアジア各国のコレク

より太めの竹の棒に差し込まれており、竹に

です。さらには、多種多様な素材を用いて作

ターから作品を借用しました。
（ ハン・ソクヒョン

触れると、アンプによってノイズが発生します。

られた制作物を扱う経験も重要になります。

による）この特殊なインスタレーション作品は、

この作品は4つの大きなクレートで到着しまし

その 本 質 的な短 命さゆえ、現 代 美 術とその

プラスチックやガラス、金属、あるいは段ボー

たが、調査すると虫が発生していることが分か
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りました。すぐに全てのクレートとその中身に

#20

#23

対し冷凍殺虫処置を行うことが決まりました。

この作品は、6つの大きなクレートに分けられ

このインスタレーションのため、天井にアルミ

5週間かけて処理した後、美術館に運び、設置

て搬入されてきました。設置に関する指示書

のグリッドをねじで取り付けました。しかし天井

しました。

は入っていませんでしたが、セクションごとに、

がコンクリート製のため、作業は難航しました。

バックパックが2列に並べられてすでに組 み

その後LEDライトをグリッドに取り付け、光を

#18

立てられていました。ざっと見て、設置はおそ

拡散させるため白い薄葉紙で覆いました。ポリ

右 端 の 画 像 に写っている方 が 作 家（ アシム・

らくそれほど難しくないだろうと考えました。

スチレンのカップを組み合わせた大きい方の

ワキフ）です。このインスタレーションの設置は

コンサベーターとコレクション・ケアのスタッフ

セクションは、白いロープでアルミのグリッド

4 名 のコレクション・ケアのスタッフが 1 週 間

が設置のテストを行いました。設置する前に、

に取り付けました。また、このカップを組み合

かけて行いました。いったん作業が終わると、

ヘビの頭部にあたるバックパックのセクション

わ せた小さいセクションは現場で制作され、

さらにもう1 週間かけて、作家と、電子系統を

を頭部の型板にはめてみました。テーブル上

隙間を埋めるために使われました。右側の画

担当しているアシスタントが作品のチェックを

のテストではありましたが、本 番でも上 手く

像にあるのが、大きな方のカップのセクション

行いました。この作品はユニークで興味深い

いくだろうという自 信 が ありました。大した

です。インスタレーションには難しいところが

ものでした。来 館 者 はインスタレーションの

ことはないだろうと。

一方の側から入り、反対側から出てくること

いくつかありました。まず、カップの中には、
前のインスタレーションから再利用されている

ができます。作品の中央に入ると、周りにたく

#21

ものがあったので、美術館に搬入された時点

さんのロープがぶら下がっていて、来館者は

けれども、テストとは裏腹に、実際は曲がって

で少し黄ばんでいました。またすでにホコリ

それを触ったり、竹の棒を触ったり叩いたり

いる部分の設置が極めて難しいものでした。

でかなり汚れており、定 期 的なクリーニング

して音を楽しめるようになっています。まさに

天井に非常に近い、12インチ（ 約30センチメー

による効果もあまり期待できない状態でした。

ジャングルの中にいるような体験ができるイン

トル ）ぐらいのところでの作業なので、私たち

ポリスチレンは、光や ほこり、熱によって傷ん

スタレーションでした。けれども、向こう見ず

は自分自身の作業をはっきりと見ることができ

でしまうのですが、作品が設置されているとこ
ろの空間には、それらすべてが存在します。

な来 館 者 は サウンドシステムを調 べようと、

ませんでした。バックパックは、その中にある

ワイヤーやセンサーを竹の柱から引き抜いて

ストラップでそれぞれ繋がっていたのですが、

さらに、これらのカップが現在入手困難であ

しまうことがあり、ワイヤーを壊してしまうこと

カーブの曲がり具合によって、その長さを短く

るというのも問題です。アメリカ国内で見か

もありました。また、ぶら下がっているロープに

したり、長くしたりと調節しなければなりませ

けることはほとんどなく、そもそもこのタイプ

興味を引かれ、作品に自分なりの味わいを残

んでした。ストラップが見えない状態で、感触

のカップはすでに生産中止となっています。

すかのように、それを結んでしまう来館者もいま

だけを頼りに作 業を行うことは大 変 難しく、

ご覧頂いている画像のカップ列はすべて、非常

した。したがって、損傷を受けた部分の修復や

スピードアップのためには、あえて目を閉じ

に古いモデルを使っているのです。

手を加えられてしまった部分を元に戻すため、

ストラップの感触に神経を集中させる必要が

日々メンテナンスを行う必要がありました。

あることを学 びました。設 置 が 完 了 すると、

作品を守る努力をコンサベーターが続ける
一方、アーティストが存命中であるため、美術

スライドの写真にあるように、バックパックの

館のポリシーに従い売却することはできませ

重さを支えるためにそれぞれを結束バンドで

ん。しかし美術館としても、交換用の材料を全

こちらも同じ展覧会に出品された（アイ・ウェイ

つなぎ 止 め、セクションが だらりと下 がって

て使い尽くしたり、あるいは作家が亡くなった

ウェイによる）作品で、アメリカの個人コレクター

しまうのを防ぐという補助作業を行いました。

場合、これは作品の寿命なのだということを

#19

から借り受けました。約320 個のバックパック

ようやく受け入れつつあります。この作品の

使ってヘビを形作るもので、作家のスタジオで

#22

1つ1つ繋ぎ 合わされました。事前に作品の

こちらのインスタレーションは、当館の恒久展

契 約 書 や 鑑 定 書、インスタレーションとして

写真を見ていた私たちでしたが、設置方法に

示作品です。タラ・ドナヴァンによるサイトスペ

あった 時 の 様 子を留 め た 詳 細 なドキュメン

不明な点が多く、そのための情報も不足して

シフィックな作品で、設置時に制作された作品

テーションといった記録資料に還元されてい

いました。そのため、前もって作家のスタジオ

です。2003年に収蔵されましたが、2013年に実

くことでしょう。

収集の時と同様に、ゆくゆくはこうした作品は、

から作品を補助する木製型板の図面を受け取

際に設置されるまで、美術館では収蔵の契約書

りました。それをもとに美術館の大工スタッフ

と作品の鑑定書しか手元にありませんでした。

が木製の構造体を作り、それを鋼製ストラット

現物がないのです。なぜなら作品はサイトス

次に当館が非常に積極的に展開しているパ

ペシフィックであり、複製はもちろん、然るべ

フォーマンス・アートのプログラムについてお

（ 支柱 ）で展示室の天井に固定しました。

き場所以外での設置はありえないからです。

#24

話します。
《Reanimation》は、ボストンで の
ジョーン・ジョナスによる、初めての大きなパ
フォーマンスでした。彼女はこのパフォーマン
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百科全書的美術館で現代美術の収集保存に挑む

スのなかで、ドローイング、オブジェクト、監視

のソケットは極めて薄い真鍮でつくられてい

カメラ映像、振り付けされたアクション、そし

るため、ソケット部を曲 げないように細 心の

（アストリッド・クローによる）この作品は別のタ

て音楽を用いています。パフォーマンス作品

注意を払って電球の交換をする必要がありま

イプのライトベースト・アート作品で、2015 年

#30

を扱う上での課題は、それをどのように再現

した。この電球はバヨネット式と呼ばれ、イギ

の「Crafted」という展覧会のために借用され

するかということです。同一にはなりえない

リスに多 いタイプのもので す が、ヨーロッパ

ました。紙の繊維と光ファイバーによって織り

ものを確実に再現し再設置するためには、綿

での白熱灯電球の製造はすでに終わってい

上げられた布でできています。数秒ごとに色

密な文書化をすることがこの課題に対処する

ます。完 全 に作られなくなる前 に、500個 の

が変 わり、人を魅きつけてやまない、美しい

鍵となるでしょう。

電球をこのアーティストの作品が収められて

作品です。

いるギャラリーを通して特別に発注し、あとも
#25

う数年きちんと作品を見せられる状況を確保

#31

端的に言えば、パフォーマンス・アートの記録

する必要がありました。

ヨーロッパからこの作品が届いた際、私たち

#28

を行いました。作品自体はすぐに設営できる

わち、プロジェクトについて述べた記録資料、

別 のライト・アートの 作 品 をご 紹 介します。

ように 思 わ れました。また、アメリカの マー

文章による記述、写真と映像による記録、設置

ジョサイヤ・マケルヘニーによる作品です。大

ケットのために作られた作品なので、電気コ

はすぐさま設営と電気的な要件について評価

資料化とは、オリジナルのプロジェクトに関す
る情報をすべて含めるということです。すな

のためのガイドライン、ドローイングやスケッ

きな木製の箱が、磁石で貼り付けられたアル

ンバーターは必要ないだろうと判断しました。

チ、参加者や素材、備品に関するリスト、検索

ミのパネルに覆われています。各側面には窓

けれども、実 際の設 営 作 業を行ってみると、

手段、外部の記録資料と素材パーツの収集、

が埋め込まれ、その内部は鏡張りになってい

電源を入れてみてもうまくいきませんでした。

そしてアーティスト、参加者、オーディエンス、

ます。そこに鏡面ガラスでできた瓶が約20本

当館の電気技師たちが原因を探ったところ、

美術館スタッフへのインタビュー、美術館カタ

置かれ、それらの反射像が無限に反復される

作品下にあるボックス内の、すべての光ファ

ログ、データベースの入力情報、ソーシャルメ

仕組みになっています。この作品も、来館者

イバーの変圧器を接続する電源タップに不具

ディアなどです。
#26

が時折触れてアルミパネルに細か い傷や へ

合があることが分かり、新しいものに取り換え

こみができてしまい、すでに1 度新しいものに

ました。それから電源につなげ、最初のウォー

取り替えています。

ムアップ時間を経ると、光ファイバーは色鮮や

これはクリスチャン・ボルタンスキーが2000年

かに輝き出しました。しかしながら、来館者が

に制作した光の作品です。1 枚の白黒写真の

#29

触ってしまった布をまっすぐにしたり、見た目

周りを48個の青い電球で飾っています。これ

この写真はアルミパネルが取り付けられる前

を直したりするといった、定期的なメンテナン

に関して、紙作品のコンサベーターと立体作品

の、設営時の状態になります。定期的にガラ

スがその後も必要でした。

のコンサベーターの協働が必要となりました。

スとアルミの パネルをきれ いに洗浄し、指紋

紙作品のコンサベーターが写真の状態をモニ

の跡を消して、美しい反射面を保つことが必

#32

タリングし、立体作品のコンサベーターが電気

要です。さらに、隙間からほこりが入り込んで

これはイエッペ・ハインのネオンの作品です。

内部の表面に積もるので、時々パネルを取っ

非常に大掛かりなもので、25の部分によって

部品を整備しました。

て、ほこりを取り除くために箱の中に掃除機

構成されています。ライト・アート作品でも特

#27

をかける必要があります。3 人で丸1日がかり

にネオンの作品の寿命はとても大きな問題で

この作品はヨーロッパで制作されたので、作品

の作業になるので、前もって計画的に行う必

す。こうした 作 品 につ い ては、展 示 用 のコ

を起 動させる電 圧をアメリカの110V–120V

要があります。電球が発する熱によって電線

ピーを制作し、オリジナルはマスターとして保

から120V–230Vに変 換 するオルタネーター

を覆うプラスチックの被覆は時間の経過とと

管する所や、そのままオリジナルを展示して、

（ 交流発電機 ）を使う必要がありました。また

もに傷んできています。プラスチックのチュー

壊れたら取り替えるという所もあります。今ご

素材の状態が非常に悪くなっていることも問

ブホルダーは形が崩れ、電球と変圧器の寿命

覧頂いている作品は、オリジナルの作品にな

題でした。電球に囲まれている写真は実際は

は短くなり、電線部分と変圧器は交換してい

ります。ただこの作品の収蔵時は、オリジナ

コピーされたものです。酸性ボードと古いプ

ます。18インチ（ 約46cm ）の 長さのある蛍 光

ルを展示するつもりはなく、この件について

レキシガラスの 間 に密 閉され、エッジの 部 分

管も、今 で は 見 つ け づらくなって おり、10–

私は関与していません。公共の場にネオン作

をアーカイブ用ではない布テープが塞いでい

14 ヶ月しか長持ちしません。この作品は恒久

品を設置する際、作品との接触を防ぐための

ます。電線の継ぎ目は緩んでいて、防火上お

的に展示する予定なので、この耐久年数は十

特別な安全基準というものがあるのですが、

よび安全上、危険な状態にありました。それ

分ではありません。美術館は電球や 追加の

この作品を設置した時はそのことを知りませ

を1 本ずつしっかりとつなぎとめ、定期的にモ

変圧器はまだ買い集めておらず、近いうちに

んでした。この作品は収集後すぐ、学校専用

ニタリングする必要がありました。また、電球

購入する予定です。

入口近くの団体客集合場所となっているとこ
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ろの、非常に狭い場所に設置されました。低

なるパターンで輝かせ、あたかも光が動いて

い結界をこの作品の前に設置しましたが、す

いるかのような効果を作り出します。この効

最近、このシャンデリアの下にカフェができた

でに下の方にはいくつか損傷が生じており、

果により、橋の下を流れる川の水のような非

のですが、ワインボトルのディスプレイの後ろ

交換が必要な事態となりました。

ビルによる論 文 のテクストとなっています。

常に美しいイリュージョンが作り出されます。

にモニターが隠れてしまいました。この件に

これは古い写真なのでわかりませんが、現

元々の電圧の違いから、作品を動かす際には

つ い て、事 前 にキュレーター 部 門 や コンサ

在この作品を見ていただくと、一番下の文字

変 圧 器 が 必 要となります。写 真 にあるモー

ベーターへの相談はありませんでした。現在

列が新しいものと交換したためここだけがは

ターと蛍光管がもっとも傷みやすいパーツで

の場所では、作品の解釈はかなり変わってし

るかに明るくなっています。再制作にあたって、

すので、今後展示を行う際に備え、そしてまた

まいます。そのため、作品の移動を現在検討

アーティストのスタジオに連絡をとり、この部

これらのパーツが製造中止になる前に、予備

中です。スライド左の2枚の写真は以前のイ

分の型を依頼しました。

の パーツを確 実 に集 めストックしておこうと

ンスタレーションの様子で、一番右の写真が

計画しています。

現在の状況を写したものです。

作品の再制作が必要となった場合に、作家自

#35

#37

身が関わりたいかどうかを確認しておくこと

こちらは 韓 国 の 作 家、
（ チョン・ヨンソク）によ

2011年、現代美術の展示を行うウェスト・ウィ

も重要です。このようなコンセプチュアルアー

るキネティックアート作 品 で す。2016 年 の

ングの改修にあわせ、この場所に作品を設置

トの場合、多くの作家たちは関わることを求

「Megacities Asia」展で4 ヶ月間展示されま

することが決まりましたが、その作業は困難

めませんが、前もって意見や見解を聞いてお

した。リサイクルされ たパーツをはんだ付け

を極めました。シャンデリアは非常に大きくて

く方が安全かと思います。

して繋ぎ合わせたものだったのですが、設営

重 く、イタリアの ベネチアングラスで で きて

収蔵する段階でこのような型を確保する、
もしくは作っておくべきだと思います。そして

してから1週間のうちにさまざまな問題が発

おり非常に脆弱です。保存担当のエンジニア

生しました。例えば、バネ同 士 が 絡まってし

が特別な設置方法を考えだしました。それは

このネオン作品の大きな課題は高電圧の変

まったり、はんだ付けされた接合部が割れた

とても時間がかかる作業ではありましたが、

圧器7 機が、この作品の上部にある仮設天井

り、継電器が故障し、仕掛け自体がずれると

確実に成功するやり方でした。右側の写真に

に設置されたことでした。ここは空気の流れ

いった不具合です。そこで、電気技師と協力

あるように、リフトに乗ったエンジニアが、鎖を

が悪く、理想的な場所ではありません。変圧

しながら、作品の修復に何度も取り組みまし

引っ張って作品を引き上げています。正しく

器は非常に高い熱を発します。これを冷却さ

た。作家自身も美術館滞在中にこの問題を

作動させるために、電気関係の装置は、シャ

せないと、耐用年数予測は低くなり、過熱に

解決しようとしたのですがうまくいきませんで

ンデリアが吊り下げられた位置から一定の距

よって停止したり、さらには完全に機能しなく

した。毎日修理することが必要ではありまし

離内に設置しなければなりません。となると、

なることもあります。このようなネオンのイン

たが、美術館スタッフの働きもあり会期終了

電気装置は2階のレストランの後ろ側、このガ

スタレーション作品については定期的なメン

まで 作 品を動かし続けることができました。

ラスの後ろ側に置くしか選択肢はありませんで

テナンスが必要です。黒やグレーや白といっ

いくつかの可動部分のズレも何度か直して調

した。そして、美術館の判断でレストランの音響

たチューブに施されている塗 料 が は げ てし

整を図りました。スライドの写真の1 枚は、再

システムの棚の上に置かれることとなりました。

まった場合、塗料の隙間から光が漏れないよ

調整を行った部分を捉えたものです。

#33

うに補修しなければなりません。また、電極の

理 想 的な 場 所 で は ありませ ん が、デザイ
ナー、キュレーター、コンサベーター、そして作

キャップは、長期間熱に晒されることになりま

#36

すので、質の高いものを使う必要があります。

これはイギリスの作家、ケリス・ウィン・エヴァ

しかし2017年初め、事態は悪化します。レス

ポリウレタンや PVCよりも、はるかに頑丈なシ

ンスによるマルチメディアの 作 品で す。非 常

トランの マネジャー がレストランの 設 備 が い

リコンが望ましいです。また、時折このネオン

に大規模なインスタレーションで130ものパー

たずらされないようにと、コンサベーターに相

管の掃除をすることも必要です。作品の電源

ツから構成されています。伝統的なベネチア

談せずにこの棚の前にドアを付けてしまった

を完全に落として、部品や パーツに積もった

ンシャンデリアやコンピュータ、明滅するデバ

のです。結果、扉の後で狭小環境が生まれ、

ちりや繊維などを除去することで、過熱や燃

イス、またモールス信号の解読装置もありま

電気装置が過熱状態になり電源が切れてしま

焼を防ぐことができます。

す。シャンデリアの 電 球 は、コンピュータ・プ

う事態が起こりました。ここが電気装置の部

品の設置条件を考慮に入れた妥協案でした。

ログラムの制御によって明滅を繰り返します。

分です。以来、予防策としてこの作品が起動

#34

モールス信 号 の 解 読 装 置 がメッセージを読

している日中は、ドアを開けたままにしていま

2011 年に収蔵した横尾忠則の《The Mantra

み解いて、文字や言葉に翻訳し、それがモニ

す。現在、キュレーターとデザイナーが、作品

Waterfall》です。これ はキネティック彫 刻 作

ターに表示されます。モニターに表示された

保全の観点から最適な場所に移すことを検討

品です。回転する円形の偏光フィルターが、

このメッセージは、明 滅 する光 が 人 間 の 脳

しています。

背部の蛍光管から放射された光を交互に異

に及ぼ す効果について論じたイアン・サマー
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基調講演

百科全書的美術館で現代美術の収集保存に挑む

#38

ところ、この作品に問題はなく、コンテンポラ

#42

この設置における数ある課題の中には、シャ

リー・ウィングで展示されています。ご覧のよ

ボストン美術館では、ビデオ、オーディオアート

ンデリアがイタリア製で電圧が異なるという現

うに、壁の中に埋め込まれた形で展示されて

を約60作品持っています。小さいコレクション

実がありました。作品を動かすためには、変

います。設置や取り外しは時間がかかる作業

です。ビデオ作品はマルチチャンネルのもの

圧器が必要となります。加えて電球も白熱灯

になりますので、綿密な計画と、電気系統を

もあります が、大 多 数 はシングルチャンネル

で、ヨーロッパではもう作られていませんでし

安全に接続し起動させるよう注意が必要にな

です。最初のビデオ作品は2000年に収蔵さ

た。しかし最近、大量の電球を中国で見つけ

ります。

れました。コレクションの半数は、2010年以降

て購入しました。1回の設置に24個の電球を

に収集したものです。それより以前の作品は、

使用するので、2000個の白熱灯を購入したこ

#40

CDやDVD、大型のハードドライブ、コンピュー

とで、このシャンデリアはあと何年か生き残る

これら3枚の写真は、前と後ろに2つのリフト

タカートリッジ、デジタル・ベータカム・テープ

ことができます。しかし最終的には、これ以上

を使って、ゆっくりと注意深く、作品の取り外

の形式で受取りました。しかし、近年収集され

電球を見つけることはできなくなるでしょう。

しをしている様子です。
（ 左下の ）小さい方の

たものは、ポータブル・ハード・ドライブ、USB

そうなると、作家の承認が必要になりますが、

写真ですが、この箱には、作品を作動させる

ドライブ、メディアカード、これ は推 奨されな

点 灯システムを変えて、違うランプにしなけ

ために必要なソフトウェア付きの回路が入っ

い 方 法で す が 場 合 によってはWeTransfer、

ればならなくなります。

ています。作品を機能させる上ですべてここ

あるいはDropboxを介して受け取っています。

このモニターの比率は4：3ですが、このタ

にあります。箱は短いケーブルでLEDのサイ

技術がどんどん変わって、作品ファイルも大き

イプのモニターはすでに出回っておらず、代

ンの裏側に取り付ける必要があります。両方の

くなっています。作品の受け渡しや保管もます

わりのものを見つ けることが 難しい 状 況で

箱は共に壁の中に埋め込まれているので、電

ます課題となっています。

す。そのうち不具合を起こすことも十分考え

気系統の過熱防止のために換気が必要です。

られ、交換の問題も考えなくてはなりません。

#43

2005年の作品ですので、使われている装置

#41

通常、デジタルファイルを確認する際はいつも、

がもう非常に古くなってしまっています。これ

1991年以降、LED照明の技術は大きな変化

コンピュータからの隠しファイルがポータブル・

も最終的には取り替えなければいけなくなる

を遂げています。保存の観点から見ると、こ

ハード・ドライブなどの記 録 媒 体に転 送され

でしょう。過去に何度かコンピュータが動かな

れは大変興味深い、しかし厄介な問題の最た

ます。時間の経過とともに、これらの隠しファイ

くなったことが ありました。幸 い にもソフト

るものです。新しいライトは、色も明るさもサ

ルがさまざまな問題（たとえば画面上の視覚的ノ

ウェアのバックアップが可能であったため事

イズも、元 のものとはかなり異なっているの

イズ）を引き起こし、作品のクオリティに影響を

なきを得ましたが、バックアップができなかっ

で、オリジナルの交換用の電気部品を見つけ

与えることがあります。こういうことが起こらな

たら一体どうなっていたことかと考えてしまい

ることは今では不可能です。部品が損傷した

いようにするには、書き込み防止装置を使うこ

ます。その場合、もし作家経由でソフトウェア

際には、作動システムへの影響を考慮に入れ

とです。この写真ではモニターの下にある黒

のコピーを手に入れられないと、作品の寿命

つつ、流通しているもののなかからできる限

い装置がそうです。この装置は、隠しファイル

はそこで終わりということになります。こうし

り適したものを代わりとして使う必要がありま

がコンピュータから記録媒体に転送されるこ

たケースは決して珍しくありません。作品の

す。また、収蔵時には、起動のためのソフトウ

とを防止します。これによって、作品の完全な

旧式化については、近い将来、アーティストと

エアを保存するのに美術館スタッフのノート

状態を保つことができるのです。書き込み防

話し合うことになっており、私自身、これを別

パソコンが使 わ れていました。パソコンの容

止装置をコンピュータにつなぎ、そして記録媒

プロジェクトとして考えているところです。取

量は1GBと少なく、そのほとんどはそのスタッ

体をこの装置につなげます。それから電源を

り替えや 移し替えに関する問題は、こうした

フ個人のファイルで使用されていました。パ

入れ、ファイルを開き、安全確認の点検が始ま

作品を次世代に伝える取り組みにおいて避け

ソコンは今のところ何とか起動していますが、

ります。こうする方が安全です。

られないものとなるでしょう。

大きくて、重いので、将来的にどうするのか、
たびたび議論しています。アーティストがソー

#44
デジタル作品のドキュメンテーションでは、記

#39

スコードを保守しており、美術館がそのファイ

もう一つの厄介な作品が、このジェニー・ホル

ルを移行することができないという問題も出

録媒体のチェックだけでなく、ファイルの解析

ツァーによるLED 電光ボードです。1991年の

てきています。またアーティストのスタジオのス

も必要になってきます。その場合、Checksum+

収蔵ですので、もう随分と昔になります。ボス

タッフも、私たち美術館のスタッフも、時が経

とMediaInfoという2つのソフトウェアを使用す

トン美術館に収蔵された初めてのタイムベー

つに従い入れ替わっています。作品の収蔵時

ることで作業は簡単になります。Checksum+

スト・メディアの 作 品 でもあります。収 蔵 の

にどんな話し合いがなされたかの記録もあり

はチェックサム値を、そしてMediaInfoはフォー

際、美術館のスタッフは、この作品の保存の

ません。こうした情報はすでに失われ、私たち

マット、アスペクト比、ビットレートなど作品の

課題について認識していませんでした。今の

の手元に残っていないというのが現状です。

技術的な情報を提供してくれるものです。
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#45

した。この ワークショップで は、レクチャー、

による研究と実験を基に計算を行いました。

これに加えて、ビデオおよびオーディオアート

演習、事例研究、そして質疑応答のセッション

また、ゆっくりと乾燥させなければなりません。

では、作家に対する質問票を用意しています。

が行われました。また、印刷物も参加者間で

そうしないとヒビや 変形、あるいは過度な縮
小が起こってしまうからです。しかし、あまり

作品収集の際、この質問票を作家に送ります。

共有されました。VoCAのスタッフが言ってい

ここで得られる情報はデジタルファイルの保存

たのですが、ボストン美術館のワークショップ

ゆっくり乾 燥させるとカビが 生えて使えなく

のために必要なものです。また、制作の過程

は最も成功したもののひとつだとのことです。

なってしまいます。最終的に、実験や 調査な

に関する知見をここから得ることもできます。

地元のボストンやアメリカ国内の専門家が多

どの事前準備で4 ヶ月、皮膚の切除と処理に
2 ヶ月かかりました（ ただし切除自体は20 分で

受け取った質問票は、作品ファイルに保管さ

数参加し、ニューヨークに拠点を持つアーティ

れます。またスキャンして、ミュージアム・シス

スト1 名の参加もありました。アーティストが

終わりました ）
。現在このオブジェクトはCIFO

テム（ TMS ）に保管しておきます。これは私た

ワークショップに参加したのはこれが初めて

の収蔵作品となっています。今後、当館で借

ちが情報を保有し、また美術館の全スタッフ

でしたが、とても有益でした。これが当館で

用し展示することを計画しています。

が利用して保存できるようにする唯一の方法

行ったワークショップの様子です。

です。ご覧頂いている写真にあるのが、その

#50

質問票の簡易版になります。当初は10ページ

#48

こちらは専門家の皆さんのための、現代美術

に渡る長さでしたが、作家たちは作品に関する

他の美術館との協力関係はさまざまなレベル

を扱うさまざまな組織のリストです。出版刊行

で 継 続 中で す。例えば、マイアミのシスネロ

物や 最新の研究情報、さらにワークショップ

ス・フォンタナルス美 術 財 団（ CIFO ）とは長ら

や 会議に関する情報など、コンサベーターに

#46

く協力関係にあります。最初に協働を行った

多くのリソースを、提供してくれます。

タイムベースト・メディアをめぐる課題は刻一

のはCIFOによるラテンアメリカの現代美術の

多くの情報を快く私たちに提供してくれます。

刻と変化していきます。この問題に対応する

展覧会でした。2013年後半、マイアミにある

#51

た め、私 は2016年3月 に、
「 ボストン・タイム

CIFOの美術館に、60点の作品が初めて展示

こちらも現代美術のコンサベーターにとって

ベースト・メディア会議」
（ Boston Time-based

されました。その後2014年 始めに、ボストン

非常に有益なリソースです

Media Coalition ）というグループを立ち上げま

美術館でも展覧会を行いました。とても大き

した。現在20名のメンバーが所属しています。

な成功を収めることができました。

メンバー は、ハー バー ド大 学 美 術 館、マサ

#52
最後に本日ここにお集まりいただいた皆様に

チューセッツ工科大学（MIT）、またボストン現

#49

お礼を申し上げ、このスライドでプレゼンテー

代美術館といった機関の専門家で、それぞれ

CIFOとのコラボレーションでは他にも、キュー

ションを終わりたいと思います。これは当館

の施設で、
タイムベースト・メディアやデジタル

バの パフォーマンス・アーティスト、カルロス・

所 蔵 の、イタリアの アー ティスト、マウリツィ

ファイルの取り扱い、展示、保存を担当してい

マルティエルとの プロジェクトが ありま す。

オ・ナンヌッチのネオンのインスタレーション

ます。このグループ設立の目的は、ボストン美

マルティエルは自分の皮膚を切り取って乾燥

作品です。この作品は、すべてのアートは同

術館とデジタル・アートのコレクターが多数存

させ、自分でデザインした金のメダルの中に

時代であり続け、新たな挑戦としてあり続け
てきたということ、そして私たちもまたその場

在するボストン広域のアートコミュニティの間

埋め込みたいと希望しました。このプロジェク

で意識を高めていくことです。また、それぞれ

トにおける課題の1つは経験でした。それまで

に居続けてきたということを伝えてくれます。

のメンバーが抱える懸案やこれまでの経験を

コンサベーターは生組織を扱った経験がなく、

ありがとうございました。

皆で共有し、それを踏まえた一貫した手続き

一筋縄ではいかない挑戦となりました。この

のあり方を各機関に作り上げるためのリソー

ため各方面からの調査が必要となり、医師と

スやプラットフォームを提供する役割も担って

も話し合った結果、人の皮膚に非常に近いと

います。グループは年 に2回 の 会 合を持ち、

される豚の皮膚を使った実験が必要とされま

次回の会合は2018年1月を予定しています。

した。また他の課題としては皮膚を切り取っ

評判も上々です。

て処理をする上で、生身の人間の組織とホル
ムアルデヒドといった毒性のある化学薬品を
扱うことでした。

#47
2015年にニューヨークで行われたVoCA
（Voices

この皮膚片をメダルの中にフィットさせな

of Contemporary Art）
のアーティスト・インタビュー

ければいけないのですが、皮膚を切り取った

のワークショップに参加した後、ボストン美術

後外科医は皮膚がどの程度縮むか計算しな

館でもやってみようということになりました。

ければなりません。皮膚を乾燥させた後も収

ボストン美術館では2016年4月に開催されま

縮は起こりますが、この点はコンサベーター
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「ステファン・ナップ作品の事例研究」

層を見ていくと、結晶状の内包物はありませ

ナップが完成したこの作品技術を学びました

ん。おそらくは上の層により保護されている

ができませんでした。

#53, 54

からだと思います。Dはエナメル自体が劣化

続いて、私の事例研究の報告をさせていただ

している箇所を指していて、エナメルの内部

#60

きます。このプロジェクトはボストン美術館の

でかなり広範な傷みが出てきています。

1960 年にナップは、ニューヨークのある実業

館には、ステファン・ナップの細 長 いピラミッ

#58

り大きな作品を描くことを依頼されました。こ

ドのような形をした、この作品が収蔵されて

ステファン・ナップは、それほど有名な作家で

の申し出に非常に興奮したナップは、世界最

います。作家が亡くなった後、彼を記念して

はありません。彼は1921年、ポーランドに生

大の壁画作品を制作しました。この作品は、

1997年に寄贈されました。コレクションに加

まれ、若い時から身の回りにあるものや、住

エナメルを 施 し た スチー ルパネル 280 枚 で

わってすぐ、美術館の中庭に設置され、現在

宅用のペンキで制作した絵で芸術的な才能

構 成され、全 体 の 大きさは200×50フィート

も皆さんに楽しんでいただいています。

を発揮しました。1939年、電子工学を学んで

（ 幅約61メートル、高さ約15メートル ）、重さは計

いた学生時代に逮捕され、シベリアの強制労

250トンほどありました。この 作 品 は、1960

屋外にある彫刻作品の話です。ボストン美術

家から彼の新しいデパートの壁に、できる限

#55

働収容所に送り込まれました。1941年にナッ

年代に実現した絵画で最大のものとされてい

この彫刻は、塗装されたスチール構造に、エナ

プは収容所から解放され、英国空軍に採用さ

ます。これは当時のタイム誌に掲載された写

メル加工された12枚のスチールのパネルが、

れました。当時、英国とソ連は連合国側で同

真で す が、作 家 が 特 別 に作ったスキーを履

ボルトとナットで留められています。ピラミッ

盟を組んでいたのです。1945 年の終戦とと

き、パネルの 上を歩き続け、エナメルを広 げ

ドの頂点は、クロムでメッキされた鉄でできて

もに、空軍における兵役も終わり、ナップはロ

ていくという独創的な手法がわかります。こ

います。そして（ スライドの 右 側 の 写 真 にある ）

ンドンの 中 央 美 術 工 芸 学 校（ Central School

ちらは上から撮った別アングルの写真です。

基底部のところにボルトが通って彫刻本体に

of Arts and Crafts ）で、学生として学びはじめ

そしてこれが実際にデパートに設置された作

繋がっています。接合部分はこのようになっ

ました。その後、同じくロンドンのスレード美

品ですが、現存はしておりません。

ています。

術学校（ Slade School of Fine Arts ）で学んで
います。数年間にわたり、彼は自分自身が目

#61

#56

の当たりにしたシベリアの強制労働収容所の

1987年に、カリフォルニアのサンノゼ美術館

20 年に渡って、風雨にさらされ、観客との相

さまざまなおぞましい出来事の記録としての

で個展が行われました。そのときにナップは

互作用があった結果、写真のようなダメージ

作品を制作しました。技術的なレベルはまち

シリコンバレーを旅したのです。彼が特に興

が出てきました。現在、この作品にはいろい

まちですが、死など、さまざまな状況が描かれ

味を持っていたのは、コンピュータグラフィッ

ろと問題が出てきており、修復処置を施す必

ています。

クスを使って生 み出され たカラフルなイメー

特にこの暗い濃い色は部分的に剥落してい

#59

ンスピレーションの源になりました。そうした

ます。そして欠損、引っ掻き、膨れ、剥落がパ

1953 年 から1967年 の 間、ナップは 絵 画、ド

イメージから影響を受けた作品がこちらで、

ネルの全ての面に見られ、スチールの基底材

ローイング、木、ブロンズの立体作品、そして金

ボストン美 術 館 のピラミッドに似た作 品もあ

の腐食が表まで出てきています。この小さな

属など、さまざまな技法を探求しました。自分

ります。

点々、これが腐食です。

自身の表現方法を求め続けてはいましたが、

要があります。写真に見られるようにエナメル、

ジです。その後9 年間にわ たってナップのイ

1950年代末から1960年代初頭まで、ナップは

#62

#57

すでに、ロンドン、パリ、そしてニューヨークの

ナップの作品につ いての情報は非常に限ら

これは、先ほどお見 せした写真のうちの1 枚

ギャラリーや画廊などで個展を行うようになっ

れていたため、私は、ガボ財団（Gabo Trust）

にあった濃 い 紫 色 のエナメル部 分 の サンプ

ていました。彼はピカソ、ミロ、そしてベルトイ

の保存修復研究助成金を申請いたしました。

ルを走査電子顕微鏡で拡大して調べた様子

アと肩を並べて、ニューヨークの都市部のビ

この助成金は現代美術に携わる専門家に門

です。Uで示した部分、ここにはさまざまな小

ルのための室内絵画を制作していました。彼

戸が開かれており、この助成金のおかげで、

さな内包物が入っています。これらの小さい

は世界各地の100 以上の建物に作品を描い

私はナップとその作品について掘り下げて調

白い点がそれに相当しますが、ほとんどのも

ています。また、ナップは、スチール面の上に

査することができました。また、この助成金で

のはさまざまな金属の酸化物です。主な金属

エナメルで絵画を描いていく技法を開発し、

イギリスへ調査に行き、エナメル塗装のスチー

は、クロム（Cr）、銅（Cu）、マンガン（Mn）、少量

それで特許も取っています。金属の基板の上

ルパネルの製造で名高いA. J Wells社、そし

の鉄（Fe）です。おそらく鉄は、スチールパネル

にエナメルで塗装して絵を描く方法において

てナップの奥様でいらしたキャシー・ナップが

の基底からエナメル部分を伝ってきた酸素が

に彼は先駆者であり、近代美術の重要な作家

所有し、運営しているMid Wales Arts Centre

表面で酸化したものだと思います。下の方の

のひとりです。そしてジャクソン・ポロックも、

を訪れることができました。
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#63

#67

A. J Wells社では、エナメルを施したスチール

ナップは、ボストンの作品を含めた後期の作

パネルを製造する全ての流れを学ぶことがで

品に、ガラス上のエナメルを使用しています。

きました。スチールパネルは丹念に準備され

ガラス状のエナメルはスプレーガンを使って、

て、そして、エナメルの選別、塗布、焼き付けは、

薄 い 層を積 み 重 ねる形で 塗 布しています。

質の高いエナメル塗装を行うためにどれも極

他の後期の作品を見ていくと、ボストン美術

めて重要な要素だということがわかりました。

館の彫刻作品と同様のダメージがあり、この

数年前にA. J Wells社はナップ夫人と協力し、

ことからも、そうした後期作品のエナメル塗布

ナップの作品の1つを再現しようとしました。

の特徴が伺えます。筋状の変退色は濃色の

（スライド右上の ）写真はオリジナルとテストパ

エナメル部分でより頻繁に発生しています。

ネルで、再現テストの結果かなり違ったもの

後期作品におけるエナメル劣化の主な原因

となりました。再制作の試みは、ナップの優れ

は、コーティング処理されたスチールパネルの

た装飾的技術を明らかにしました。オリジナル

品質の悪さと、塗膜層の薄さにあることが分か

とテスト版を比較すると、陰影の濃さの違い、

りました。ガボ財団に提出した調査報告書は、

幾何学的表現の違いがよく分かります。

今後、テート美術館のアーティスト・マテリアル・

#64

また、近い将来ボストン美術館の彫刻のコン

アーカイブで保管されることになっています。
Mid Wales Arts Centreでは、ナップの作品

サベーションにお いては、劣 化したエナメル

を敷地内や建物の中で鑑賞できるようになっ

の強化と欠損箇所の修理を行っていきます。

ています。このセンターはウェールズの田園

ご清聴感謝いたします。

地帯のとても美しいところにあります。そこで
ナップ夫人と話をしたことで、作家の作品や
技法について、また色彩やパターンの実験に
ついて貴重な情報を得ることができました。
実際にナップ自身が使っていた（スライドの左
上の小さな写真の ）エナメルのサンプルを見せ

てもらいました。これは宝飾用のエナメルで、
夫人がすべて保存していました。このサンプ
ルは今後、美術館で分析し、将来的な資料と
して使わ れていきますし、ナップの彫刻に関
わる他のコンサベーターとも共有することに
なります。
#65
ボストンが所有しているものと似たピラミッド型
の作品を見たところ、エナメル層でこのような
欠けがありました。スチールの基底材が酸化し
ている状況も似ていました。
#66
比較的新しい彫刻作品にも、ボストン美術館
と同様の劣化の兆候が見られました。スライド
の写真にある通り、部分的に褪せており、同じ
問 題が 見てとれます。拡 大して見たところ、
凹みや酸化がありました。
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質疑応答

黒澤

ペルジーニさん、たいへん貴重なご講

演をいただきありがとうございます。観客の皆

担当している方々です。
オブジェクト・ケアの担当者は1名いますが、

ている中で、アーティストにアプローチして、
このストックがなくなったらどういう可能性が

さまから何かご質問があれば お受けします。

展示室に設置したり、貸し出しの準備をした

考えられるか、インタビューするケースはある

ご質問のある方は挙手でお知らせください。

りするときは膨大な仕事量になるため、そのオ

のでしょうか。

ブジェクト・ケアの担 当 者が 展 示 に関 する事
ボストン美術館のコンサベーションの担

務処理やその他あらゆることに関わることも

ペルジーニ まずパフォーマンス・アートです

当、各部署の役割分担について質問いたしま

あります。コンサベーターたちだけではとても

が、確かに私は観客へのインタビューをリスト

す。日本の美術館は、残念ながら保存、修復、

手が足りず、できる限りの手助けを必要として

に入れました。なぜ 観客へのインタビューが

Q1

管理を行う正規のスタッフが不足しており、部

いるからです。コンサベーターの仕事はさら

大事かというと、観客、公衆、来館者も演者と

署を細かく分けるような状況ではないと思いま

に専門化されています。リサーチも行います。

してパフォーマンスに関わる作品が非常に多

すが、ボストン美術館でコンサベーションの担

科学者と分析も行います。作品調査もします。

いからです。私の記憶が正しければ、リー・ミ

当の方が行なっていること、またコレクション・

設営も監督します。貸し出しに伴うクーリエも

ンウェイの パフォーマンスが 何 年か 前 にあり

ケアの担当の方は、具体的にどのような仕事

します。メンテナンスもやります。保存のため

ました。伝統的な日本の着物に身を包んだオ

をなさっているのかおうかがいします。

のスペアのパーツを購入する提案の声も挙げ

ペラ歌手が、ギャラリーを歩き、来館者一人ひ

ていきます。屋外の作品に保存に関する問題

とりに対して1 曲を歌いました。彼らはプライ

が見つかれば、屋内に移動しますし、作品の

ベートなパフォーマンスを贈られたわけです。

保全・保存に関わることは何でも行います。

私たちは、パフォーマンスを贈られ た人々の

ペルジーニ

非常に重要な点です。ボストン

美 術 館で は、8名 のオブジェクト・コンサベー

反応を動画と写真で記録しました。パフォー

ターが いますが、現 代 美 術 担 当 は私1人で、
今日ご説明や画像をご覧いただいたようなこ

Q2

いくつか質問があります。パフォーマン

マンス後のインタビューも行い、こうした形で

とをやっています。それぞれのコンサベーショ

ス・アートのドキュメンテーションの項目の1つ

作品を体験したことについての彼らの感想も

ンの 部 門 には、コレクション・ケアのスタッフ

に、観客へのインタビューという項目があった

記録しました。

がおります。通常は、オブジェクトにナンバー

と思います。観客の経験などもドキュメンテー

他の多くのパフォーマンスでは、アーティスト

を振る、作品を動かす、設置・設営の手助けと

ションの1つにすることはとても重要なことだ

がものを動かしたり、何かしたりすることを助

いったことをやっています。3 名のコレクショ

と思うのですが、オーディエンスへの質 問 内

ける形で来場者もパフォーマンスに関わって

ン・ケアの人間が、アイ・ウェイウェイのヘビの

容、あるいはどういうことを中心に質問される

います。レジーナ・ホセ・ガリンドのパフォーマ

作品の設営を手伝ってくれたことを申し上げ

か聞きたいです。

ンスが何年も前にありました。作家は大きな

また、ケリス・ウィン・エヴァンスさんのシャ

新車を美術館の駐車場に移動させ、その車が

ンデリアの 作 品で、ランプは数 年もつぐらい

スタッフや来場者や参加者によって少しずつ

ですから、収蔵庫のメンテナンスをして、きち

にはストックされていますが、それがなくなっ

解体される間ずっと、抵抗の手段として車の

んと収蔵されているか確認し、必要に応じて

たらライティングのシステムを変えられるかど

中にじっと座りこみ続けていました。ここでも

箱を作ったり、箱の改良をしたりしています。

うか作家に確認して決めるとおっしゃったと

来館者の関わり合いは極めて直接的で重要

必ずしも高い技術レベルは必要ありませんが、

思います。今、ストックがなくなったら同じよ

なパフォーマンスの一部でした。そして彼らの

作品を保存するための極めて重要な作業を

うな形での作品の展示は難しいことが分かっ

個人的な体験を記録することはたいへん重要

るべきでした。彼らは、責任者というわけでは
ありませんが、収 蔵の手 伝 いをしています。
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なことでした。私たちは、ただ受動的に座っ

興味がないということになれば、その作品は

て見ている、もしくは立って見ている人たちは、

寿命を迎えるということになるでしょう。

いうものを集めたいと考えているのですが、
それらの作品をケアするところまで準備がま

直接関わり合いがないので記録はしません。
それ以外は全て記録します。

術館が、若い世代を惹きつけたいので、そう

Q3

どういう段階で地域の中における意識の

だできていないのが実情です。

シャンデリア作品は、今、私にとっての最重

喚起があったのか、それはまだ始まったばかり

私自身も準備はできていませんでした。私は

要課題の1つです。この 2 年 間、この 作 品 の

なのか、おたずねします。非常に高名な研究機

装飾芸術のコンサベーターとして訓練を受け、

保存に関する作業の進め方の決定に時間を

関が地域にあるのですが、これからの意識の

長年にわたってあらゆるものに取り組んでいま

費やし、少しずつではありますが、やろうとし

共有化はどれほど時間のかかるものでしょうか。

した。金属から木、漆、ガラスまで全ての素材に
取り組んできました。そして時間とともに、私は

ていることを達成している状態です。計画と
しては、作家がいなくなる前に、もしくは作家

ペルジーニ

が完全に忘れてしまう前に、またパーツが完全

たします。ボストンは美しい街で、文化的なレ

になくなってしまう前に、できるだけ早い段階

ベルも高く、多くの大学、美術館、研究機関が

オープニングにあわせ、作品展示の準備を行う

で作家に連絡をとる予定です。作家への質問

あります。アメリカの多くの都市に比べると非

コンサベーターの1 人でした。展示作品すべ

リストも作成し、作品のデジタルな部分に関し

常に小規模で、伝統的、保守的な街です。ボス

てに関わっていたと言っても過言ではありま

てだけでなく、物理的な側面についても話を

トンには、古代美術、装飾芸術、ファインアート

せん。準備作業は、大して時間のかからない

聞くつもりです。例えば、シャンデリアそれ自

を長年にわたって収集してきた歴史がありま

簡単なものから、そうでないものまで色々でし

体は、オブジェクトであり、物質であり、伝統的

す。発 表でも触 れましたが、ボストン地 域 に

た。新しいテクノロジーを使用した作品や、電

なコンサベーターにとってかなり扱いやすいも

は、非常に博識な個人コレクターが多く、現代

気を使う作品などへの対応については新しく

のであったとしても、かなり以前にベネチアの

美術も含め素晴らしいコレクションを持ってい

勉強しなけれ ばならないことが山ほどあり、

ムラーノ島で作られたものなので、製造元が

ます。ボストン美術館のコレクションと比べて

時間のない中で、学習と作業の両方を迅速に

長い歳月の間にモデル替えを行っています。

も遜色のない、非常に素晴らしいコレクション

行う必要に迫られました。そのため、あらゆる

現在のモデルは、私たちが持っているものとは

です。

分 野の、専 門 家たちに相 談していきました。

少し異なります。ですから、もう修理不可能で

ボストンについて少しご説明い

けれども、ダメージの修理、修復となると、

現代美術に触れることが増えていきました。
テート時 代、私 は2000 年 の テートモダンの

従来とは異なったアプローチについて、
ミーティ

あったら、壊れてしまったガラスと取り替えるス

時々彼らは電話帳をめくって最初に見つけた

ングにミーティングを重ね、何をすべきか解決

ペアパーツを確保することは極めて重要です。

電気屋やネオン管を作っているところに問い

策を見出していきました。

アーティストのところに行ってインタビューする

合わ せています。地域の美術館に問い合わ

ボストン美術館では、2010年の後半から現

前に、こうした質問は全て入念に練り上げてリ

せて、誰か紹介してもらえないかと打診する

代美術の担当をしています。それ以前に現代

ストアップする必要があります。時間のかかる

人もいて、かなり混乱している状況です。美術

美術専門のコンサベーターは1人もおらず、わ

プロセスです。また、全てのアーティストがこう

館の専門家ですら、どうすればいいのか、どう

れわれの仲間内で一番知識ある人間がやる

いうことに興味を持っているとは限りません。

いう段取りをすればいいかという知識が不足

という状 況でした。しかしタイムベースト・メ

興味がない人もいます。大したことではない

しています。技 能レベルも不 足しています。

ディアのドキュメンテーションなど は、
「CDに

と思っていたりします。作家によっては、
「作

これは美術館における専門家の資質の問題で

傷が付いている」や「少量のほこりが付いてい

品の存続がこれ以上無理と言うなら、それま

はなくて、ボストンで活動する専門家にとって、

る」といった程度の記述だけで、肝心のCDま

でだ」と思っている人もいます。アーティスト

まだ新しいテーマだからです。例えばハーバー

たはDVDの中身についての情報がほとんどあ

によってはそれでいいと思っている人もいま

ド大 学 の 美 術 館 は、ボストン美 術 館と同 様、

りませんでした。大事なことは、あらゆる種類

す。いくつかの美術館もまた、次第に、その事

装飾芸術、古代美術については素晴らしいコレ

の作品をどのように保存していくのか、自分た

実を受け入れつつあります。私たちはベスト

クションがあります。タイムベースト・メディア

ちがやるべきことは何なのかを理解するという

を尽くすしかありません。しかしそれでも解決

や現代美術については今こぞってコレクション

ことです。理解したらそれをどう実行に移す

策が見つからないとき、そして作家が、作品

していこうとしています。なぜかというと、若い

かについて学び、必要であれば助けを求める

の延命のために技術的な変更を加えることに

世代に受ける、惹きつけるからです。全ての美

ので す。スタッフの 中 にはコンピュータに苦

24

基調講演

百科全書的美術館で現代美術の収集保存に挑む

戦する者も少なくありません。とりわけ私の
世代の人間は、コンピュータと共に育ってきた
わけではないので、多様なソフトウェアの扱い
に不慣れです。覚えることはたくさんありまし
たが、決して不可能ではないと、一歩一歩前進
していけると考えています。ただ特に挑戦的な
プロジェクトに関しては、多くの場合、専門家や
タイムベースト・メディアのコンサベータ―を雇
う必要があります。
「ボストン・タイムベースト・メディア会議」に
ついては、2 年ほどミーティングを重ねてきて
おります。お互いにたくさんのこと、異なった
やり方を学び合っています。私たちは皆、この
やり方が正しいと確信をもって事にあたって
いるわけではありません。正しい方法や手順
など、未だに分からないのです。だからこそ
私たちは挑戦を続け、ベストを尽くし、専門家
のアドバイスに従いながら、これからも多くの
ことを学んでいくことでしょう。
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Good morning. I am here today to talk to

Art of Europe, Art of the Ancient World, Art

The Objects Conservation Department col-

you about Museum of Fine Arts, Boston,

of Africa and Oceania, Musical Instruments,

laborates with most of the curatorial depart-

which is one of the worldʼs largest encyclo-

Photography, Prints and Drawings, Textiles

ments, but not with Prints and Drawings, or

pedic art museums.

and Fashion Art, Contemporary Art.

Photographs.

#4

#7

The collection of contemporary art includes

The current Objects Conservation Lab was

#1

about 4000 works of art from across the

established in 1970 for three conservators.

It first opened in 1876 in Copley Square in the

globe. The first acquisition, an oil painting by

On the left is a current image of the Objects

heart of Boston. In 1909, the museum relo-

Will BARNET, was accessioned in 1954. The

Conservation Lab, and on the right an archi-

cated to its present location on Huntington

Department of Contemporary Art was estab-

tectural rendering of the new spaces. Over

Avenue. In 1970, the White Wing was con-

lished in 1971, and since 1992 it has focused

the years, with increased level of activities

structed to host the library, the conserva-

on art created after 1955. The contemporary

in the labs and eight conservators working

tion laboratory, restaurants, and offices. The

art collection includes paintings, sculptures,

full time, the spaces have become unfit. The

White Wing is on the west side. In 1981, the

works on paper, crafts, time-based media,

renovations of the labs are planned to begin

West Wing designed by Ieoh Ming PEI opens

installations, and performances.

in early 2018 as part of a new Conservation

to the public with special exhibition spaces,

Center, which will reopen in 2020. The ad-

restaurants, and shops, and in 2011, the wing

#5

vantages of the new center will be better

reopens under the name “Linde Family Wing

The Department of Conservation and Col-

spaces, improved working conditions, ener-

for Contemporary Art,” and we are talking

lection Management includes the chair

gy-efficient facilities, and the ability to bring

about this area with the glass roof. The East

of the department, Conservation Depart-

in visitors, scholars, and researchers.

Wing, on this side, was reconstructed and

ment, Conservation Science, and Collec-

reopened to the public in 2010. It was de-

tion Management, which is subdivided in

#8

signed by the architect Sir Norman FOSTER

Registration, Collection Care, and Collection

Contemporary art conservation involves as-

from London, and it houses the American

Documentation.

sessing the condition and functionality of
an artwork; documenting installation pa-

collection. Today, almost 1,000 employees
work at the museum.

#6

rameters and display methods; establishing

Thirty conservators today work in the six

cost of maintenance of an artwork; having

#2, 3

conservation departments. Fellows and

the conservator work as part of a team; the

Today, the museum collection comprises

interns may also be employed at any one

close collaboration with an artist; the artist

of about 450,000 accessioned works of art

time by any department. We also have many

interview program; ongoing studies and re-

ranging from ancient to contemporary. About

volunteers who are very pleased to work at

search; and stocking up on components of

one third of the collection, or about 150,000

the museum. Eight object conservators are

an artwork.

artworks, are three-dimensional objects.

responsible for the examination, preserva-

There are 10 curatorial departments at the

tion, study, and maintenance of one third of

museum: Art of Asia, Art of the Americas,

the collection, or about 150,000 artworks.

Keynote Speech

Challenges of Collecting and Preserving Contemporary Art
in an Encyclopedic Museum
Flavia PERUGINI (Associate Objects Conservator, Museum of Fine Arts, Boston / USA)
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Keynote Speech

Challenges of Collecting and Preserving Contemporary Art in an Encyclopedic Museum

#9

film, video, audio, and computer-based art.

#14

The contemporary art team was specifi-

The variety of media requires the conservator

Another indoor sculpture by Mona HATOUM,

cally created to address matters regarding

to have a basic knowledge of technologies

it is made of steel and coated with mineral

contemporary artworks. The team includes

such as electronics and electrical work, in

oil. The sculpture is placed directly onto the

curators, conservators, registrars, collection

addition to experience with artifacts made

wooden floor, and visitors can get very close

care staff, electricians, and information tech-

of various materials. Continuous learning is

to it and touch it. Metal clips were fabricated

nology technicians (computer staff mem-

necessary when working with contemporary

to secure the bottom part of the sculpture

bers). The topics addressed are acquisition

art because of the ephemeral nature of the

to the floor and prevent it from falling. The

and classification, installation, maintenance,

art and of the media involved.

sculpture is occasionally touched by visitors and needs to be cleaned and recoated

storage, and loans.
#12

with oil to protect the surface. This is done

#10

The outdoor sculpture program at the mu-

regularly.

The challenges of contemporary art are the

seum concerns 20 permanent outdoor

ephemeral nature of the art first of all. For

sculptures and additional temporary sculp-

#15

example, the materials may have a limited

tures, which are displayed on the museumʼs

In occasion of the exhibition “Megacities

lifespan. The visitorsʼ interaction: visitors

grounds. The sculptures are made of differ-

Asia,” artworks were borrowed from differ-

like to touch things. It is part of a learning

ent materials ranging from metal, to fabric,

ent owners in Asian countries like Korea,

experience. However, fingerprints and dirt on

and stone. The metal sculptures require

China, and India. This specific installation

a material may be detrimental to the material,

annual maintenance, which is carried out in

(by HAN Seok Hyun) consisted of hundreds

especially if not addressed soon. Living artist:

summer by the conservators with the help of

of mass-produced items made of materials

the collaboration with the artist is important,

interns and volunteers. The treatment has to

such as plastic, glass, metal, and cardboard.

and necessary to better understand and care

be carried out between June and September

Prepackaged foods, bottled or canned drinks,

for contemporary art. Limited information on

on days when the weather is warm and dry.

and commercially available products were

artwork: information is necessary to properly

The metal sculptures may undergo either

included in the work. Part of the items were

care for and display contemporary art. The

cold or hot waxing depending on the needs,

shipped from South Korea in 10 large crates.

obsolescence of technology in time-based

and occasionally lacquer coating. The treat-

The rest of the items, about 1000, were pur-

media art: this is a very real problem, which

ments are documented in writing and with

chased by the curators and the artists at local

seems to become increasingly challenging

photographs.

supermarkets and other stores in Boston.

nology. Incompatibility of materials in mixed

#13

#16

media art: materials that are incompatible

This is an indoor sculpture by Anish KAPOOR.

All items were placed on tables and arranged

by nature but present in the same work of

This sculpture consists of a wooden bowl

by type and size by 10 museum staff be-

art pose an ongoing challenge for the con-

coated with Japanese Wajima lacquer. This

fore installation. The artist spent two weeks

servators. The Museum System database:

is one of the many sculptures that requires

placing the items one by one in an attractive

Museum of Fine Arts, Boston uses this data-

regular maintenance while on display. Even

arrangement with the help of two museum

base to track and document all artworks. The

though the object is protected by an audi-

staff and one interpreter. All those involved

database was created for traditional art, and

ble alarm and is under camera surveillance,

were excited and amused, and the artist was

it is not yet fully ready for the documentation

the reflective surface of the object attracts

great to work with. However, the excitement

of contemporary art and especially of time-

curious visitors who often touch it. The fin-

wore off after the exhibition opened to the

based media.

gerprints need to be cleaned off the surface

public. With large numbers of visitors in the

within a short time before they become

galleries, the security guards had problems

#11

etched into the lacquer, so two or three times

supervising all artworks and preventing visi-

Only one objects conservator is assigned

a week, the object gets treated while on dis-

tors from taking souvenirs or damaging items.

to contemporary art and is responsible for

play. It is very time consuming.

Cans of drinks were opened and drunk. Bags

with time and the fast advancement of tech-

sculptures (indoor and outdoor), installa-

of candies were opened and consumed, and

tions, performances, and time-based media,

small items were misplaced or removed. In

which include light-based art, kinetic art,

addition, some of the thin aluminum cans
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containing drinks were weakened by the

by braiding them. The artwork required daily

we learned to close our eyes to be able to

hot glue that the artist had used to secure

maintenance to repair damages or changes.

concentrate on feeling the straps inside the

them to the floor. At least once a week, a

backpacks. Once the installation was com-

can would start leaking its content all over

#19

pleted, we secured the backpacks with zip

the floor creating a hazard for people and at-

Another artwork (by AI Weiwei) from the

ties (you can see it here) to strengthen the

tracting pests because of the sugar. The cans

same exhibition, this was a loan to us from

support of the weight and prevent sagging

had to be removed, taken to the lab where

a private collector in the United States. It

of the sections.

they were emptied, rinsed, dried, and finally

consists of a snake made of about 320 back-

reinstalled. Quite a lot of work.

packs, which were retrofitted by the artistʼs

#22

studio to be attached one to the other. We

Another installation: this is in our permanent

#17

had seen images of the object and wondered

collection. It is a work by Tara DONOVAN,

Another installation in the same exhibition,

about the installation process, but no infor-

and it is a site-specific artwork. It was cre-

this consisted of four structures made of

mation was made available to us. Ahead of

ated at the time of installation. That is right.

bamboo poles secured to each other with

time, we received technical drawings for the

The art-work was acquired in 2003, but until

natural fiber ropes. Electrical wires entered

support wooden templates from the artistʼs

2013, when it was installed, the museum

some of the larger bamboo poles to connect

studio. Our museum carpenters prepared the

only owned an acquisition contract and a cer-

sensors, which produced amplified noises if

wooden structures and installed them in the

tificate of authenticity. No materials. Because

the bamboo was touched. The object arrived

gallery by securing them to the ceiling with

this is a site-specific artwork, the artwork

in four very large crates. Inspection of the

steel struts.

cannot be reproduced or installed anywhere
else in the museum.

structures revealed the presence of active insect infestation. It was decided very quickly

#20

to immediately subject the whole crates and

The artwork arrived in six very large crates,

#23

the content to freezing treatment to kill all

and as I said, no installation instructions

For the installation, an aluminum grid was

insects. The treatment lasted five weeks, at

were even included in the crates, but two

attached to the ceiling with screws. This is

the end of which, the artwork was moved to

lines of backpacks were assembled in sec-

a concrete ceiling, and it was not very easy

the museum and installed.

tions. That helped. After a quick assessment,

to attach the grid. Then, strips of LED lights

we concluded that the installation was going

were secured to the grid and covered with

#18

to be relatively easy. Conservators and col-

white tissue paper to diffuse the light. Large

This is the artist (Asim WAQIF). The installa-

lection care staff carried out a test. Sections

sections of assembled polystyrene cups

tion was carried out by four collection care

of backpacks for the head of the snake were

were secured with white ropes to the alu-

museum staff in one week. Once installed,

attached to the head template, which had

minum grid. Smaller sections of assembled

the artwork was inspected by the artist, and

not been installed yet. This was done on a

cups made on site were used to fill the voids.

one of his assistants who worked on the elec-

table, and we all felt confident in the suc-

These are the large sections. The challenges

tronic components for an additional week.

cessful operation. We thought it was easy.

with installations were, first of all, some of

This installation was unusual and interesting.

the cups were recycled from previous in-

Visitors were encouraged to enter the struc-

#21

stallations and appeared slightly yellowed in

ture from one side and exit from the oppo-

However, despite our practice tests, we soon

color when they arrived at the museum, and

site side. While in the center of the structure,

realized that installing sections on the curves

they were also very dusty already, which was

they were surrounded by dangling ropes and

was very difficult, and being so close to the

not expected required cleaning. Polystyrene

invited to touch or hit the bamboo to hear

ceiling, about 12 inches away, meant that we

is degraded by light, dust, and heat, all of

noises, an experience comparable to being

could not see what we were doing. The back-

which are present in the area, and they are

in a jungle. However, the most adventurous

packs were connected to each other by inner

difficult to find nowadays. In the United

visitors decided to explore the sound system

straps, which had to be shortened or length-

States, they are almost disappeared, and this

by pulling wires and sensors out of the bam-

ened depending on the side of the curve they

specific type in particular is now discontin-

boo poles, in some cases breaking the wires.

were in. Carrying out such a task only with

ued anyway. All these lines you see, this is

Others were more intrigued by the dangling

the guidance of oneʼs own hands is a very

a very old model cup. The artwork cannot

ropes and felt like adding a personal touch

challenging matter. To speed up the process,

be deaccessioned as for museum policies,
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despite the conservatorʼs efforts to save

alternator had to be used to convert the elec-

now, the electrical components are slow-

the artwork. The museum is slowly starting

tricity from the local 110 volts to 120 volts

ly failing. The plastic covers of the wires

to accept the artworkʼs future end of life

that operate the artwork. The poor quality

get damaged by the heat produced by

once the spare materials have all been used

of the materials is problematic. The photo-

the bulbs over time. The bulbs, and you

and the artist is deceased. Like after the

graph is instead a photocopy and is placed

see the wires in between. Many sections

acquisition, the artwork will eventually return

between acidic board and old Plexiglas,

of wire have already been replaced. The

to consist of a certiﬁcate and a contract in

and the edges are sealed with cloth tape

1-foot long fluorescent tubes are difficult

addition to having thorough documentation

(non-archival system). The electrical wire

to locate. The museum has not stocked up

of its life as an installation.

connections were loose and created a fire

on bulbs or additional transformers, but we

and safety hazard. They had to be secured

plan on attending to this in the near future.

#24

one by one and have to be regularly moni-

It has become a necessity.

Performance art: we have a very active pro-

tored. The bulb sockets are made of very

gram in the museum. Reanimation was the

thin brass, so particular care is necessary

#30

first major performance of artist Joan JONAS

when replacing bulbs to avoid bending the

This is a different type of light-based art

in Boston. Jonas uses drawings, objects,

edges of the sockets. The bulbs are bayonet

(by Astrid KROGH), but still, this artwork

closed-circuit video projections, choreo-

type, typical of the United Kingdom, and in

was a loan for the exhibition “Crafted,”

graphed actions, and music in her perfor-

addition, the production of incandescent

and it consists of a woven fabric made of

mances. The challenge with performance

bulbs is now discontinued in Europe. A

paper threads and fiber optics. The colors

is how do we reproduce them? It is import-

special order had to be placed through the

change every few seconds and create a

ant to thoroughly document performance

gallery representing the artist to purchase

mesmerizing effect, really beautiful.

arts to secure the similar reproduction or

500 bulbs before extinction to keep the

reinstallation.

object working for several more years.

#31
When the object arrived at the museum

#25

#28

from Europe, we immediately assessed the

In brief, the documentation of performance

Another light-based work of art is this work

installation and electrical requirements. It

art includes the original project: a document

by Josiah McELHENY, and it consists of a

appeared that the object was installation

describing the project; the textual descrip-

large wooden box covered with aluminum

ready, and an electricity convertor was not

tion; photography and filming; construction

panels attached with magnets. A window

necessary because it had been constructed

guidelines; drawing; sketches; list of partic-

on each side opens on recesses which are

for the American market. During installation,

ipants, materials, and equipment; finding

lined with mirrors. About 20 mirrored glass

however, the object did not seem to work

aids; collecting external documents and

bottles are placed in each recess, and their

when plugged in. Our electricians were able

material parts; artist, participants, audience,

reflection is repeated to infinite. The visitorʼs

to identify the problem to be a faulty power

museum staff interviews; museum cata-

interaction results in scratches and dents on

strip used inside the lower box to plug in

loguing; databases; and social media.

the aluminum panels, which have already

all the fiber optics transformers. After con-

been replaced once.

necting the power and an initial warming up

Light art: this work was made by Christian

#29

color. The object, however, required regu-

BOLTANSKI in 2000. It consists of a black

Here you see the object during installation

lar maintenance to straighten up the fabric

and white photograph surrounded by 48

without the aluminum panels. The glass and

when visitors touched it and to restore its

blue light bulbs. It involves the collaboration

aluminum need to be cleaned regularly to

appearance, therefore.

between paper and objects conservators.

remove fingerprints and maintain the pris-

The paper conservator monitors the condi-

tine reflective surfaces. Also, dust enters the

#32

tion of the image, and the objects conser-

box from all gaps and deposits on surfaces.

Neon artworks: this is a very large artwork

vator maintains the electrical components.

Occasionally, the panels have to be removed

made of 25 sections by Jeppe HEIN. The lim-

and the box vacuumed, all dust removed.

ited life span of light-based artworks is chal-

#27

This process takes a whole day, three peo-

lenging. Some institutions prefer to make a

The object was fabricated in Europe, and an

ple, and requires advanced planning. Right

copy of the original neon work for display

period, the fiber optics became brighter in

#26

アール issue 08 / 2019

29

purposes and store the original as a master.

of good quality and possibly made of silicon,

the end of the exhibition, even though daily

Other institutions prefer to display the origi-

which is more resilient than polyurethane or

repairs were necessary. Some of the moving

nal and replace it when it stops working. This

polyvinyl chloride when exposed to heat for

components had to be realigned for proper

is the original that you see installed. That de-

extended periods of time. Occasional clean-

function, very often, and this is one section

cision was not taken when we acquired the

ing of the tubes is also necessary when the

realigned.

object, and I was not involved. The object

piece is completely shut off and there is no

was installed before learning that special

electricity, to remove dust and fibers that ac-

#36

codes of safety exist for the installation of

cumulate on the components so to prevent

This is a multimedia piece by Carith Wyn

neon in public spaces, according to which

their overheating and burning off.

EVANS. It is a large installation and consists of 130 parts. It includes a traditional

the artwork should not be easy to reach.
The artwork was installed in a narrow space

#34

chandelier, a computer, a flickering device,

where large groups of visitors meet, near

This piece, The Mantra Waterfall, by YOKOO

and a Morse reader unit. The light bulbs

the school entrance. Despite the installation

Tadanori was acquired in 2011, and it is a ki-

in the chandelier turn on and off, on and

of short stanchions in front of the artwork,

netic sculpture. The rotating circular polariz-

off, on and off due to the flickering device,

several lower sections have suffered dam-

ing filters (these are the polarizing filters and

which is regulated by a computer program.

age and needed to be replaced.

they rotate) create light that is emitted by the

The Morse reader unit deciphers the mes-

This is an old picture, but if you looked

fluorescent tubes behind and allow the light

sage and translates it into letters and words,

at the object today, the bottom line is much

to shine through in an alternated pattern.

which are displayed on the monitor down

brighter because they are new sections. The

This effect gives the illusion of the water in

below. The message displayed is an essay by

artist studio was contacted for templates of

the image to flow. It is really beautiful. This

Sommerville on the effects of flickering light

the sections to be refabricated.

is the water, the river under the bridge. A

on the human brain. Recently, the area below

It is good practice to secure or create

trans-former is necessary to operate this

the chandelier was occupied by the Café,

templates at the time of acquisition. It is

work, to convert electricity and operate it.

and the monitor has disappeared behind the

important to establish whether the artist

As you can imagine, the motors here and

museum Caféʼs display of wine bottles, here.

wants to be involved in the re-fabrication of

the fluorescent tubes are the parts that

This was done without consultation with

the artwork when necessary. With this type

are most subjected to damage. Our plan

conservation or curatorial, but in its current

of conceptual art, most artists do not ask to

is to stock up on replacement components

location, the interpretation of the artwork is

be involved, but it is safer to document their

sometime soon before the next installation

heavily altered, and the relocation is under

opinion ahead of time.

possibly, and before they become obsolete

discussion right now. These are old installa-

and difficult to find.

tions, and this is current, right now.

The challenges with this work, with neon

#35

#37

art, in this particular case, seven high-power

This is another installation for Megacities

In 2011, in occasion of the renovation of

transformers have been placed above the

Asiaʼ exhibition by a Korean artist (JEON

the West Wing of contemporary art, it was

object, above the fake ceiling up here. This

Yonkseok), kinetic artworks. They were on

decided to install this artwork in that area.

is not an ideal location due to the limited

display for four months in the exhibition.

The installation was very challenging. The

air circulation. Transformers generate very

They were constructed of recycled parts

chandelier is very heavy and large and is

high levels of heat, and if not allowed to cool

soldered together. Within a week from in-

made of glass from Venice, Italy, very frag-

down, their life expectancy is highly reduced,

stallation, the artworks began having prob-

ile. The conservation engineer established a

and they may shut off when overheating or

lems. Springs became tangled. Soldered

special installation method that worked very

even die. Maintenance of neon installations

joints broke. Electrical relays stopped work-

slowly, but proved successful. Here you can

needs to be addressed regularly. When the

ing, and mechanisms got misaligned, like

see him on the lift, going up, and pulling a

block-out paint, this grey, black, or white

here. Working with the electricians, several

chain to lift the chandelier. The location of

paint applied to the tubes gets damaged, it

attempts were made to repair the artworks.

the chandelier required the electronic com-

needs to be replaced to prevent light from

Even the artist, when visited, tried to resolve

ponents to be within a certain distance to

shining through the gaps in the chipped

the problems, but with no success. However,

secure correct functioning. This meant that

paint. Electrode caps, like this one, need to be

we kept most of the artworks operating until

the equipment could only be placed at the

#33

30

Keynote Speech

Challenges of Collecting and Preserving Contemporary Art in an Encyclopedic Museum

back of the restaurant on the second floor,

find another copy of the software through

and in case of damage, a more current and

so behind this glass. It was placed on a shelf

the artist, which is possible sometimes.

hopefully suitable equivalent would need to

above the restaurantʼs sound system, which

The conversation about obsolescence will

be used. At the time of acquisition also, a

was a museumʼs decision.

be held with the artist in the near future.

museum laptop belonging to a member of

The location was not ideal, but it was

This is another project I have on my list.

staff was used to save the startup software.

a compromise between the designers, the

Questions about replacing and migrating

The laptop has a capacity of one gigabyte,

curators, and the conservators. But to make

will be asked in an effort to preserve the

not much, and the majority of it is taken

things worse, at the beginning of this year,

artwork for the future generations.

by personal staff files. The laptop is still

in front of the shelves to protect the restau-

#39

tion about its future is often discussed. The

rant equipment from being tampered with.

Another challenging artwork is this sign by

artist is very protective of the source code,

This was not discussed with the conservator

Jenny HOLZER which entered the collec-

and so the museum is unable to migrate

and created a microenvironment with high

tion in 1991, quite a long time ago. It was

the files. Also, the staff in the artistʼs stu-

temperatures produced by the electronic

the first piece of time-based media to be

dio and at the Museum of Fine Arts has

equipment. This is the electronic compo-

acquired by the museum. At the time of ac-

changed over time, and the conversations

nents. Since then, the doors are kept open

quisition, the museum staff was not aware

that happened at acquisition time were not

during the day when the artwork is turned

of the preservation needs of this artwork.

documented. They are now lost. We do not

on. Currently, the curators and designers

Today, the artwork is still operating and on

have any information.

are trying to identify a new location for the

display in the Contemporary Wing. As you

artwork as a measure to preserve the object.

can see, the artwork is displayed encased in

#42

the wall. Installation and deinstallation are

Time-based media: The Museum of Fine

#38

slow processes and require careful planning

Arts, Boston collection of video and audio-

Some of the challenges are that the chande-

and measures to be taken for the electronics

art consists of about 60 artworks. This is

lier is Italian and of different voltage, so we

to be connected and operating safely.

the restaurant managers had doors installed

functioning, it is big, heavy, but the ques-

need a transformer to make it function. In ad-

a small collection. Some of the video artworks are multi-channels, but the majority

dition, the light bulbs are incandescent and

#40

is single-channel. The first video artwork

out of production in Europe, but we were

These images show the deinstallation pro-

was accessioned in the year 2000, and

able recently to locate a very large quantity of

cess with two lifts at the front and one lift

half of the collection was acquired after

bulbs in China and purchased them to secure

at the back to ensure slow and careful han-

2010. The older artworks were received

that the chandelier can work for several more

dling. In the small image is the box contain-

saved on CDs, DVDs, large hard drives,

years. We have 2,000 bulbs when the object

ing the circuits with the software to operate

computer cartridges, and digital Betacam

takes 24 at one time. However, eventually

the artwork. All the information important

tapes. More recent acquisitions, however,

it will be impossible to find more bulbs and

to make the work function is there. This box

have been received saved on portable hard

re-lamping, changing the system may be the

needs to be installed behind the LED sign

drives, USB drives, media cards, and oc-

only option, if the artist approves.

with short cables. Because both boxes are

casionally via WeTransfer or Dropbox, al-

Also, the monitor is a 4:3, and it is al-

encased in the wall, ventilation must be en-

though this method is not recommended. As

ready difficult to find replacements. It is the

sured to prevent overheating of the electrical

technology keeps changing and artwork files

kind of monitor that is not available anymore,

components.

become larger, their delivery and preservation present more challenges.

and should it get damaged, we may have
problems replacing it. The piece was cre-

#41

ated in 2005, so the equipment is obsolete

Some of the interesting things, the challeng-

#43

and will also need to be replaced eventually.

es from a preservation point of view are, first

Every time we examine a digital file, hidden

Sometime in the near past, the computer

of all, the LED light technology has changed

files from a computer get transferred to the

stopped working, and luckily, a backup of the

quite a lot since 1991. The new lights now are

media carrier, for example a portable hard

software was possible, but what if it was not

very different in color, brightness, and size

drive. This is normal. It happens all the

possible? That would have meant the end

from the original ones. It is now impossible

time. Every time we plug in, this happens.

of the artworks life if there was no way to

to find replacement electronic components,

Over time, though, these hidden files can

アール issue 08 / 2019

31

affect the quality of the artwork causing

The Institute of Contemporary Art in Boston,

#49

defects like noise for example, visual noise.

and many others. In their institutions, mem-

Another successful collaboration with CIFO

To prevent this from happening, it is good

bers are responsible for the handling, display,

involved working with performance Cuban

practice to use a write blocker, this little de-

and preservation of time-based media art and

artist Carlos MARTIEL. Martiel wanted a piece

vice here. This instrument prevents hidden

digital files. The aim of the group is to raise

of his own skin to be removed, desiccated,

files from transferring from the computer

awareness within our institution and the art

and placed in a gold medal he designed.

to the carrier, therefore preserving the in-

community in the greater Boston area. There

The challenges of the projects were: expe-

tegrity of the artwork. The write blocker is

are many collectors of digital art in Boston.

rience, the conservator had no experience

connected to the computer, and the media

It will also serve as a resource and a platform

working with live tissue, really difficult and

carrier is connected to the write blocker.

where members can share concerns and

tricky. The project required extensive studies,

Then we turn it on, and then we open the

experiences in order to create consistent

conversation with doctors, and experiments

file and examine it. That is a safe way.

procedures within their institution. We have

with pig skin, which is quite similar to human

two meetings a year, and we are looking

skin. Biohazard: skin removal and treatment

#44

forward to our next meeting in January. It is

involved working on live human tissues and

Documentation of digital artworks must in-

very well received.

with toxic chemicals such as formaldehyde,

clude analysis of the files. We do not just look

very dangerous.

at the carrier. This can be easily achieved by

#47

using mainly two pieces of software to start

Another thing I organized in the museum is

to fit inside the medal, so during the surgery,

with: Checksum+, which provides check-

the VoCA Artist Interview Workshop. ʻVoCAʼ

the surgeon had to keep in mind the rate of

sum values, and MediaInfo, which provides

stands for ʻVoice of Contemporary Artʼ. After

shrinking after removal of the skin because

technical information on the work, such as

attending the workshop in 2015 in New York,

the skin stretches over the body, and after

format, aspect ratio, bit rate, and so on.

I decided to organize the workshop at the

drying, which was based on the conserva-

Museum of Fine Arts, which was held in

torʼs studies and experiments. Drying: drying

#45

April 2016, about a year later. The work-

had to happen slowly. It was important to

In addition, an artist questionnaire form is

shop consisted of lectures, exercises, case

prevent cracking, warping, and excessive

prepared for video and audio art. The form

studies, questions and answers sessions.

shrinking. However, drying the skin too slow-

is sent to the artist at the time of acquisition.

Printed materials were shared with the par-

ly would have caused mold to grow on the

The information received is necessary for

ticipants. According to the VoCA staff, the

skin and would have damaged it. In the end,

the preservation of the digital file and pro-

Museum of Fine Arts workshop was one of

the preparation, the experiments, and stud-

vides an insight in the making of the work.

the most successful ones. It was attended

ies took about four months. The skin removal

The filled form is saved in the object’s file.

by many local and national professionals,

and treatment took two months. The skin

It is also scanned and saved in the museum

and one New York-based artist, the first

removal took only 20 minutes. The object is

database, The Museum System (TMS). This

time an artist attended a workshop, and

now in the CIFO collection, and we are plan-

is the only way we can save it and make it

it was very useful. Here are some of my

ning to borrow it for a future installation.

available to all staff at the museum. This is

colleagues attending the workshop.

The size of the skin: the piece of skin had

#50

a very short version of the form. The initial
one was 10 pages long, but artists are wel-

#48

Just to give some help with resources for

come to provide more information.

Collaboration with other institutions continues

professionals, this is a list of organizations

on all levels. We have had a long-standing

for professionals working with contemporary

#46

collaboration with CIFO from Miami, which

art specifically. It provides conservators with

With the problem of time-based media ever

is the Cisneros Fontanals Art Foundation.

innumerous resources such as publications,

changing, in March 2016, I created the

Our first collaboration resulted in an exhi-

information on latest research, workshops,

Boston Time-based Media Coalition. The

bition of Latin-American contemporary art.

and conferences.

group currently includes 20 members who

60 artworks were displayed at CIFO in Miami

are professionals from local institutions and

in late 2013 first, and subsequently at the

museums, such as Harvard Art Museums,

Museum of Fine Arts in early 2014. It was

Massachusetts Institute of Technology (MIT),

very successful.
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#51

scratches, and blisters, lost materials, here

#59

These are other resources for contemporary

appear over all the panels, and corrosion of

Between 1953 and 1967, Knapp explored

art conservators, very useful depending on

the steel substrate is showing through, es-

different techniques by painting, drawing,

what we are working on.

pecially in this area. These little dots, that is

creating wooden and bronze sculptures,

the corrosion.
#52

and experimenting with metals. He was trying to find his medium, but by the late 1950s

I would like to thank you by showing this

#57

to early 1960s, Knapp was already exhibiting

slide. This is an image of one of our neon

This is a sample taken from the dark pur-

in several solo shows in galleries in London,

installations at the museum. It is by Italian

ple enamel and viewed under magnification

Paris, and New York. He worked alongside

artist Maurizio NANNUCCI and reminds us

by a scanning electron microscope. This

Picasso, Miro, and Bertoia to submit paint-

that all art has been contemporary, new

is where the sample came from. What we

ings, works for the interiors of buildings

challenges, but we all have been there.

can see here is the upper layer marked U,

in New York City. Knapp produced works

Thank you.

which contains numerous small inclusions,

for over 100 buildings all over the world.

these little white dot, which are inclusions.

He developed and patented the technique

Most inclusions are mixed metal oxides. The

of painting with enamel on steel, and he

Studying a Sculpture by Stefan KNAPP prior

major metals in inclusions are chromium,

was a pioneer, and one of the most import-

to Conservation

copper, manganese, and to a lesser degree

ant artists of enamel on metal substrates.

iron, which is also present most probably be-

Even Jackson POLLOCK tried to learn the

#53, 54

cause of the substrate. It is oxidation coming

technique, to emulate Knappʼs work, but

Now I would like to discuss my case study.

through the enamel from the substrate. The

without success.

This project is about an outdoor sculpture

lower layer contains no crystalline inclu-

at the Museum of Fine Arts. Museum of

sions, probably because better protected

#60

Fine Arts, Boston owns this sculpture by

by the upper layers. D indicates regions in

In 1960, Knapp was commissioned by a

artist Stefan Knapp. The sculpture, which

which the enamel has deteriorated, large

New York businessman to produce as large

resembles a narrow pyramid, was received

areas of damage within the enamel layers.

an artwork as he could do to decorate the
side of his new department store. Excited by

as a gift in memory of the artist in 1997.
Soon after accessioning, the sculpture was

#58

the offer, Knapp produced the largest mural

installed in the museum courtyard where it

Who is Stefan Knapp? Not a famous artist.

in the world made of 280 enameled steel

can still be admired today.

He was born in Poland in 1921, and from a

panels with overall dimensions of 200 by

young age, he showed artistic abilities in the

50 feet and weighing a total of 250 tons.

#55

paintings he executed with found materials

The work was considered the largest paint-

The sculpture is made of 12 enameled steel

and house paints. In 1939, Knapp, then a

ing ever executed in the 1960s. This is an

panels, which are secured to a painted steel

student in electronics, was arrested and sent

image from The Times Magazine showing

structure with bolts and nuts. The tip of the

to a gulag in Siberia. In 1941, Knapp was

the artist on special skis he made to walk

pyramid is made of chrome-plated steel. It is

released from the gulag and was recruited

over the panels and spread the enamel, very

attached with the bolt through the base. This

by the British Royal Air Force. The United

ingenious. This is another view from above.

is the area of attachment.

Kingdom and Russia were allies then. At the

This is the mural on the side of the depart-

end of the war in 1945, after completing his

ment store, which does not exist anymore.

#56

service with the Royal Air Force, Knapp en-

Exposure to the elements and visitorsʼ inter-

rolled as a student at the Central School of

#61

action for 20 years has resulted in the dam-

Arts and Crafts, and later, at the Slade School

In 1987, in occasion of his solo show at San

age we see in these images. The present

of Fine Arts in London. For several years, his

Jose Museum of Art in California, Knapp

condition of this sculpture is compromised,

works would be a testimony of the horrors

travelled to Silicon Valley. The artist was

and conservation treatment is now neces-

he had witnessed in the Siberian work camp.

particularly interested in the colorful images

sary. The enamels (especially the dark col-

You can see from some of these images the

created with computer graphics that inspired

ors) appear to have lost part of the material,

different levels of skills, and death and other

his work for the next nine years. These are

as you can see here, very discolored. Chips,

conditions are depicted.

some of the works that were inspired by the
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images. This is a pyramid similar to the one

all preserved by his widow. These samples

at the museum.

will be analyzed at the museum and used
for future reference and made available to

#62

other conservators who work on Knappʼs

The limited information available on the

sculptures.

sculpture motivated me to apply for a Gabo
Trust Conservation Research grant, available

#65

to professionals working on contemporary

A pyramid, similar to the one at the museum

art. The grant allowed me to carry out more

showed chips to the enamel layer and an ox-

in-depth research on Knapp and his work.

idized steel substrate, a very similar situation

The grant also allowed me to travel to the

to ours.

United Kingdom where I visited A.J Wells,
manufacturers of enameled steel panels,

#66

and Mid Wales Art Centre owned and run by

Some of the more recent sculptures showed

Mrs. Kathy KNAPP, the widow of the artist.

signs of degradation similar to the sculpture
of the Museum of Fine Arts, including this

#63

one. The dark colors appear washed out in

At A.J Wells, I learned about all the steps

areas, so you can see the same problems.

involved in the production of enameled

Under magnification, the dark enamels ap-

steel panels. It became clear that the careful

pear pitted and oxidized.

preparation of steel panels and the selection,
application, and baking of the enamels are all

#67

very important factors in the production of

In conclusion, Knapp used porcelain enam-

high-quality enamel steel. A few years ago,

els on later works, including the sculpture at

the company collaborated with Mrs. Knapp

the Museum of Fine Arts. Porcelain enamels

in attempting to reproduce one of Knappʼs

were applied in thin layers with a spray gun.

works, but the resulting panel—this is

Other later works show similar damage pat-

Knappʼs work and this is the test. The result-

tern and consistent with that of the museum

ing panel was very different from the original.

sculpture, which was reassuring. Streaking is

The test proved how skilled Knapp was in

more common on dark color enamels, and

the decorative technique. You can see how

the deterioration of the enamel on the later

much more shaded these areas, are and how

works is due to mainly the low quality of the

very geometric these look in comparison.

pre-coated panels and the thin layer of decoration. The research report that I submitted

#64

to the Gabo Trust will be saved in the Tate

At Mid Wales Art Centre, works by Knapp

Artist Materials Archives. The conservation,

can be admired on the grounds and in the

which will happen in the near future, will in-

buildings. The center is situated in the Welsh

clude consolidation of the damaged enamels

countryside, a beautiful area. Conversations

and reintegration of losses. Thank you for

with Mrs. Knapp revealed valuable informa-

your attention.

tion on the artistʼs work and techniques, his
experiments with colors and patterns. I had
the opportunity to sample Knappʼs enamels.
These are some of the enamels. These are
jewelry enamels specifically, which were
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Q&A Session

Kurosawa Thank you very much Ms. Perugini.

not necessarily need a very high level of skill,

has enough spare light bulbs to secure that

Now I would like to open up the floor for

but are very important to the well-being of

the chandelier can work for several more

questions. Please raise your hand if you have

the objects.

years, and when they are all run out, you will

one.

Even though we have one object collection care person, that person can be in-

contact to the artist and ask him whether to
change the lighting system.

volved in the installation of works on paper

It must be difficult to keep showing the

tion staff working at Museum of Fine Arts,

or whatever else is happening because when

work in its original state without these bulbs,

Boston and the duties of each conservation

we have installations in the galleries, or pre-

and I would like to know if you are willing

department. Unfortunately, most art muse-

paring object for loans or whatever it is, it is

to discuss this issue with him now. Is there

ums in Japan lack full-time staff specializing

a very high volume of work. Having just the

any case in which this kind of discussion for

in preservation, restoration, and collection

conservators would not be enough person-

future conservation takes place between the

care, respectively, and cannot afford to deal

nel, so we need as much help as possible.

museum and the artist?

with broad conservation issues in detail.

The conservatorʼs work is much more spe-

It would be great if you could elaborate on

cialized. We do the research. We do the anal-

Perugini First of all, performance art, yes,

what the MFA conservators, especially those

ysis with the scientists, and we examine the

I listed audience interviews, especially be-

responsible for collection care, do?

artworks. We treat them. We supervise the

cause many of our performances involve

installation. We travel with the objects when

the audience, the public, the visitors as actors

Perugini A very important one. At the mu-

they go on loan. We maintain them, and then

in the performance. If I am correct, we had a

seum, even though we have eight objects

advocate for their well-being by suggesting

performance years ago by LEE Mingwei and

conservators, I am the only one working on

to buy spare parts, or move it indoors if it is

it involved an opera singer dressed in a tradi-

contemporary art, anything that I have de-

an outdoor object, any kind of issue regard-

tional Japanese kimono, who walked around

scribed, I have shown images of. Each con-

ing conservation, preservation of an object.

the museum galleries, singing opera in front

Q1

I have questions about the conserva-

of the visitors one at a time. Each visitor ap-

servation department has a collection care
staff member. They usually help with num-

Q2 I have a few questions. Regarding the

proached was given a private performance.

bering objects, moving objects, they help

documentation of performance art, You

We recorded the reaction of the public, of

with installation. In fact, I should have point-

have mentioned audience / participant inter-

the person who received the performance

ed out three collection care staff members

views in your talk. I think it is very important

with visuals, with film, and photographs.

helped with the installation of the AI Weiwei

to make the audience experience a part of

Also, we interviewed the visitor after the per-

Snake. They are not in charge, of but help

the documentation. I am interested in what

formance to record their feelings experience,

with storing objects, so they maintain the

questions you asked them, and what what

these kinds of things.

storage areas. They make sure the objects

the main theme behind each question was.

In many other performances, we have

are stored properly. If necessary, they make

Also, regarding the the chandelier piece

the visitors being part of the performance,

boxes or retrofit boxes, many tasks that do

by Cerith Wyn EVANS, you said the museum

helping the artist move things, do things. We
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had a performance by Regina José GALINDO

we have. Having spare parts, glass spare

cities, very traditional and conservative.

years ago. The artist had a new big car

parts to replace broken ones, if they cannot

Boston has a history of collecting ancient art,

moved to the museum large parking lot. She

be mended anymore, it is also important.

decorative arts and fine arts. As I mentioned

was sitting in the car in protest, while the car

However, all the questions we like to think

before, there are many very knowledgeable

was taken apart piece by piece by some of

of carefully and list before I can go to the

collectors in the Boston area, private collec-

the museum staff and some of the visitors,

artist and interview him, so it can be a long

tors who have wonderful collections includ-

attendees. Again, the visitorsʼ interaction

process. Also, not all artists are interested in

ing of contemporary art, and their collections

was very direct and a very important part

talking about these things. They do not think

are comparable to that of the Museum of

of the performance, and it was important

it matters, and some artists think, “Well,

Fine Arts collection.

to record their personal experience. We do

when the object cannot exist anymore, that

However, when it comes to damage and

not interview visitors who are just partici-

is it.” Some artists are fine with that. I believe

repairs at times they will call an electrician or

pating passively, who are just sitting down

some museums are slowly accepting it too.

they will go to the first neon fabricator they

or standing up and watching. We do not

When there is no solution, we have to put

find on the phone book. They may ask a mu-

do that. That is not relevant. By every other

the object at rest, even though we can try

seum in the area if they know someone that

case, we do.

all we can; if an artist is not interested in re-

can do the work, but still there is a lot of con-

Regarding the chandelier, which is one

placing the technology, to make the artwork

fusion among all people at all levels including

of my main priorities now, I have been try-

accessible and functioning, then the object

museum professionals on how to proceed.

ing to define all the procedures for this work

ceases to live.

What do we do? There is a lack of knowledge

for the past two years, and slowly achieving

and skills, not because the professionals in

what I am planning to do. The plan is to

Q3 At which stage in the process of the

the museums are not talented, but because

contact the artist as soon as possible before

creation of the Boston Time-based Media

this is still a relatively new subject for profes-

hedisappears, before he forgets completely,

Coalition did the increase in the awareness

sionals in Boston. For example, the Harvard

before the supplies are completely gone. I

in your region happen? Has this progress

Museum and the Boston Museum of Fine

will have a list of questions to ask the artist,

just started? Also, there are renowned insti-

Arts have great collections of ancient art

not only about the digital part of the work,

tutions in your region, and how long does it

and decorative arts, but when it comes to

but also about the physical components.

take to share a sense of purpose with profes-

time-based media and contemporary art,

sionals from these institutions?

everybody wants to collect a little bit of that

For example, the chandelier itself, even

nowadays because that is a kind of art the

if it is an object, very material, very easy for
traditional conservators to deal with, it was

Perugini Just to give you a little informa-

younger generations are more in tune with,

made in Venice, in Murano many years ago

tion about Boston, Boston is a beautiful city,

more attracted to. Therefore, every museum

and the models were changed by the manu-

culturally very elevated with all the universi-

wants to attract the new generations, but we

facturers over the years. Therefore, the same

ties, museums, and institutions. It is a very

are not prepared to care for this art.

model now is a little different from the one

small city compared to many other American
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I was not prepared either. I trained as a

conservator of decorative arts, and for many

to understand how we can preserve the dif-

years I worked on everything ranging from

ferent artworks, any artwork. What are the

metal, wood, lacquer, plastic, you name it,

needs of that artwork? Then, learn to do it

glass. Over time, I became more and more

or get the help necessary. Some of us are

exposed to contemporary art. When I worked

very challenged with computers. We have

at Tate, I was one of the conservators there

a problem dealing with different software,

to prepare the artworks for the opening of

especially my generation. I mean that not

Tate Modern in 2000, so we had to work on

growing up with a computer, I had to learn

anything that eventually was displayed in

a lots of things, but it is not impossible. It

Tate Modern. Some things were easy and

can be done little by little, or in many cases,

kind of normal for us to deal with. Some

I had to hire professionals, time-based media

others were not. There were lots of new

conservators to work on specific challenging

technologies and objects with electricity and

projects.

the learning curve was very steep. We had

Everything else, I mean, the Time-Based

to kind of very quickly—because time was

Media Coalition, we have been meeting for

limited—think about ways to learn and to do.

two years now. We have learned a lot from

Therefore, we consulted with profession-

each other, and we also learned that we do

als from different fields. We had meetings

things in different ways. Nobody is doing

and meetings and meetings to discuss

things in the right way because there is no

different approaches, and come up with

right way, but you can try and do your best

a compromise that we all thought was go-

and follow some of the procedures recom-

ing to be what we needed to do.

mended by professional associations. It is a

At Museum of Fine Arts, Boston I have

lot to learn. Thank you.

been assigned to contemporary art since
2011, late 2010. Before then, there was no
designated conservator for contemporary
art, and things were done by my colleagues
in good faith with the best of knowledge.
However, when it came to documenting, for
example, time-based media, they would document, “There is a scratch on the CD. There
is a little bit of dust,” but nothing about the
content of the CD or the DVD. It is important
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#1

#5

#8

#2

#6

#9

#3

#7

#10

(drawing) Courtesy of Samuel Anderson Architects,
New York

#4

#11

#1–4, 7 Courtesy of the Museum of Fine Arts, Boston

38

Keynote Speech

Challenges of Collecting and Preserving Contemporary Art in an Encyclopedic Museum

#12

#16

#20

#13

#17

#21

#14

#18

#22

#15

#19

#23

#12–23 Courtesy of the Museum of Fine Arts, Boston
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#24

#28

#32

#25

#29

#33

#26

#30

#34

#27

#31

#35

#24, 26–35 Courtesy of the Museum of Fine Arts, Boston
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#36

#40

#44

#37

#41

#45

#38

#42

#46
A meeting of the Boston Time Based Media Coalition held
at the Museum of Fine Arts, Boston.

#39

#43

#36–46 Courtesy of the Museum of Fine Arts, Boston
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#47

#50

#53

#51

#54

#52

#55

The VoCA Artist Interview Workshop held at the Museum
of Fine Arts, Boston, in 2016. Photo by Ryan McMahon.
Courtesy of VoCA (Voices in Contemporary Art).

#48
Courtesy of CIFO (Cisneros Fontanals Art Foundation),
Miami, and the Museum of Fine Arts, Boston

#49 Courtesy of the artist Carlos Martiel

#56

#47–49, 52 Courtesy of the Museum of Fine Arts, Boston
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#57

#61

#64

#62

#65

Analysis by Richard Newman,
Head of Scientific Research, Museum of Fine Arts,
Boston

Courtesy of the Gabo Trust, London, United Kingdom
Courtesy of A.J Wells, Isle of Wight, United Kingdom
#58

#66

#59

#63 Courtesy of A.J Wells, Isle of Wight, United Kingdom

#67

#60

#54–67 Courtesy of the Stefan Knapp Estate, Caersws, United Kingdom
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黒澤

それでは午後の部を開始いたします。

#2

#7

午後のセッションでは、ケーススタディをお持

そして2004年、ソウル中心部に新しい美術館

Museum IIIはオランダの建築家のレム・コー

ちの2人をご紹介させていただきます。最初に

が建設されました。それがサムスン美術館リ

ルハースによる、ご覧のように、ブラックコン

サムスン美術館リウムのコンサベーターであら

ウムで す。
「Leeum」という名 前 は設 立 者 の

クリートを用いて設計した建物です。空中に

れますリュウ・ナニさんです。リュウさんはサム

英語の名字LeeとMuseumのumを組み合わ

浮いているようなブラックボックスと呼ばれる

スン美術館リウムのシニア・コンサベーターとし

せた名前です。

スペースとその下の空間が企画展示室であ

て2009年よりお勤めになられています。東京

り、その上の空間は児童教育センターの事務

芸術大学大学院で油画保存分野の博士号を

#3

取 得、その後、韓国のホアム美術館で近現代

リウムの建物は3 人の建築家によってつくら

室として使われています。

美術の修復をご担当されています。4年間アメ

れ たもの で、スライド左 上 の 写 真 から 順 に

#8

リカ・テキサス州にありますテキサス大学オス

Museum I、黒い建物のMuseum II、児童教

保存修復研究室は1989年にホアム美術館に

ティン校のHRC保存センターのボランティアと

育センターと企画展示室があるMuseum III

作られました。金属遺物の保存・分析から始

して洋紙の修復プロジェクトに数多くご参加

の3つの建物に分かれています。この3つの

まり、陶磁器、韓国絵画、現代美術の順にその

され、現在はリウムで屋外の大型作品を含む

建 物は左 下の写 真に見られるロビーでつな

対象を広げていきました。10年後にはその規

近現代美術の保存を担当されています。また、

がっています。右下の写真はMuseum Iにある

模がかなり大きくなり、国内では初のプライ

韓国における初期の油画の修復と材料の研究

ロトゥンダの螺旋階段です。

ベート美術館所属の保存修復研究所として保

えいたします。リュウ・ナニさんです。よろしく

#4

保存修復家と1 名の保存科学者が所属してい

お願いいたします。

美術館のコレクションは韓国の古美術品と現代

ます。主に所蔵品を中心に修復を行っていま

も同時に行われている方です。それではお迎

存分野を先導していきました。現在は8名の

美術、そして外国の近現代美術の流れを網羅し

す。それと、全国にあるサムスングループの敷

リュウ こんにちは。サムスン美術館リウムか

た大規模なものです。古美術のコレクションは

地や建物にも所蔵品を長期有料ローンの形で

ら来ましたリュウ・ナニと申します。まず、美術

特に韓国内でもトップクラスのものといわれて

貸し出しているので、その展示されている作品

館の説明を簡単にさせていただきます。

います。国宝や国家指定文化財を含む高麗時

もわれわれが管理及び修復を行っています。

代の陶磁器、青磁や白磁、金属工芸品、朝鮮

以上で美術館に関する説明を終わらせていた

時代の書画、そして高麗仏画などがあります。

だきます。

#5

#9

古美術品の常設展示がMuseum Iで行われ

次に、美術館のコレクションのうち、3つのミ

#1

ています。この建物はイタリアの建築家マリ

クスト・メディアの修復事例を紹介させていた

サムスン美術館リウムは、1965年にサムスン

オ・ボッタによるもので、展示スペースや展示

だきます。この3つの作品は屋外に設置され

文 化 財 団 を はじめとして 設 立されました。

ケースも建築の一部として設計されました。

1982 年 には、サムスングループの 設 立 者 の

ているので、修 復 に お いて理 想と現 実との
ギャップがありました。現代美術はや はり作

イ・ビョンチョル会長が個人的に30年以上集

#6

家の意図の具現化がとても重要なので、現実

めた書画、陶磁器、仏画、工芸品などを元に、

Museum IIは現代美術の常設展示が行われ

的な問題とのバランスをうまく取りながら答え

ホアム美術館が開館しました。韓国における

ています。フランスの建築家のジャン・ヌーベ

を出していきました。

代表的な私立美術館です。

ルの設計した錆びたステンレススチールによ
る建物です。

屋外彫刻とインスタレーションの保存
リュウ・ナニ（コンサベーター、サムスン美術館リウム／韓国）
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#10, 11

#15, 16

原因を解消せずに上塗りを繰り返した結果、

最 初 の 作 品 はナムジュン・パイク作《20世 紀

ソウルの郊外にあるサムスン火災交通博物館

分厚くなったペイント層は作品の姿をさらに

のための32 台の自動車：モーツァルトのレク

の前庭に、このように設置されました。ミュン

変形させ、オリジナルの姿は完全に失われて

イエムを静かに演 奏 する》というとても長 い

スターと同じような形で製造年代別に設置さ

しまいました。

題名のインスタレーション作品です。この作品

れました。

は1997年、ドイツのミュンスター市の彫刻プ

#24

ロジェクトのために制 作されました。銀 色の

#17

時間が経つにつれて、車体の構造は脆くなり、

アルミニウム・エナメル・ペイントが 塗 布され

博物館を訪ねる団体や幼い子どもたちによっ

鑑賞者の安全を脅かす状態でした。作品に

た32台のオールドカーで構成されています。

て、車は物理的な損傷に晒され始めました。

車の製造年代に分けてご覧のように設置され
ました。

関する記録はほとんど残っていませんでした
が、幸いにもナムジュン・パイクの助手であり、

#18

テクニカルコンサルタントとして15年 間 活 動

また、急激に変わる韓国の気候も損傷の原因

したアメリカのマーク・パッツフォール氏との

#12

でした。冬の低い温度・湿度、大雪、そして夏

電話インタビューを行うことができました。ミュ

この車が20世紀全般を代表するとしたら、車

の高温と大雨、春と秋の黄砂などによって車

ンスター設置当時の写真資料と制作過程に関

内部の設置物は20 世紀後半のテレビジョン

はどんどん壊れていきました。

時代を象徴しています。作家のビデオアート

する情報を得ることができて、また、制作過程
に関する詳しいお話を聞くことができました。

に使用されたガラスブラウン管、解体された

#19

その内容をまとめますと、パッツフォール氏自

テレビ、テレビジョンケースなど が 車 の 中 に

ペイント層で保護されていない車体の下の部

身 がアメリカ全 域を回り32台 の 古 い 廃自動

無秩序に積み重なってあります。

分、そしてエンジンルームやトランクなどは特

車を集めて、その写真を作家に見せて承認を

#13

に腐食が激しく、車の構造を不安定にする原

得たうえでミュンスターに設置しました。ボラ

因でした。

ンティアで参加した一般市民が車全体を写真

車の前面ガラスはペイントが塗布されていな

のように銀色のペイントで刷毛塗りしました。

いので、鑑賞者が車の中をのぞくことができ

#20

ます。

車 のドアはボルトとねじで固 定されて、鑑 賞

在していなかったということが分かりました。

者が開けられないように固定されて、開かな

また、ペイントを塗る前から既に錆び が車全

い状態にしてありました。

体を覆っていたことも分かりました。車として

夜11時30分まで車の中に設置したスピーカー

#21

は保存すべき価値が十分ありました。

を通して再生し、車のそばを歩き回る人々が

これは修復のためにドアを開けたときの写真

聴けるようにしました。20 世紀の最も偉大な

ですが、座席はカビで覆われ、スポンジはもう

#25

発明品である車とテレビへのオマージュとして

粉々に崩れていました。そして音楽要素は最初

作家はこの作品を一過性のものとして作った

の葬送曲でした。ミュンスターでの約100日間

から設置されませんでした。交通博物館側か

わけでもなく、また、消滅する過程を見せよう

の展示を終えて、サムスン美術館の購入が決

ら管理の難しさを理由に反対されたからです。

としたのでもありません。パッツフォール氏に

#14
作家はモーツァルトのレクイエムを日暮れから

作品に関する図面やマニュアルは初めから存

の機能を全く失った状態ですが、美術史的に

まり、韓国に運送されてきました。

よれば、
「ナムジュン・パイクは可能な限り作品
#22, 23

が維持されるべきだと考えた。彼のビデオ作

これまで応急措置として剥落や汚れた所を似

品も同じであり、作品の性格を変えない限り、

たような銀色のペイントで上塗りして、隠す程

テクノロジーはアップグレードされてもよく、

度の処置を行ってきました。しかし、根本的な

最終的には記録として残るべきだと考えた」
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そうです。

#32

は適していない耐久性の乏しい塗料でした。

今まで行った応急措置、上塗りなどの修復

2013 年の修復以降、定期的にクリーニングと

作品の調査の過程で、作家が生前に使用した、

の処置はもう意味がなく、損傷原因を取り除

管理を続けています。現在は車の中にスピー

より耐久性の高いペイントシステムがあること

く処置が急務でした。しかし、32 台あるので、

カーの設置ができないまま、安全のために周

が分かりました。それは主に高級ヨットに使わ

全面修復にはかなりの予算と時間が必要で

りにスタンション（ 結界 ）を置いている状態な

れるオーグリップ社のポリエステル系のウレタ

あり、オリジナルの塗装を完全に除去しなけ

ので、鑑賞者が車の間を周りながら音楽を聞

ン・ペイントで す。ハウスの 屋 根 のこの 水 色、

ればなりませんでした。美術館内では車を屋

くといった本来の作家の意図は反映されてい

この屋根の部分だけにオーグリップが使われ
ているのですが、その理由は作家の希望する

内に設置する案や、現状維持すべきという案

ません。その代案として、別の外部のスピー

もありました。屋外環境での修復はあまり意

カーを通して、決まった時間帯に音楽を流す

水色がイムロンにはなかったので、そこだけ

味がないのではないかという懐疑的な意見も

方法などが交通博物館側から提案されました

はオーグリップを使ったといわれています。

ありました。話し合いの結局、作家の意図し

が、実現されていません。

た姿を可能な限り維持する義務があることに
皆が合意し、最終的に修復が決まりました。

#37
#33

このオーグリップペイントは他のインダストリア

続いて、ロイ・リキテンスタインの屋外彫刻の

ルペイントに比べて耐久性に優れていますが、

#26–29

修復事例です。これはアルミニウム金属にペ

値段がとても高く、塗装工程も長くデリケート

修復作業を大まかにまとめますと、まず、車体

イントされた作品です。2005年以降、美術館

です。従って、ペイントの選択とともに修復を行

外部のオリジナルのペイント層と腐食層を全部

の屋上に設置されています。

うペインターを選ぶことも大きな課題でした。

しました。そして、車の構造を補強し、内部の掃

#34

トシステムだったので、新たなペイントシステ

取り除き、新しいペイントシステムにより再塗装

国内ではほとんど使われたことがないペイン

除と殺菌、保護作業を行いました。最後に車内

ペイント層の変色とチョーキングが徐々に進み、

ムをペインターに理解させるのも簡単ではあ

の設置物の整理と再設置を行いました。

2013年には作家の意図した姿を全く失った

りませんでした。作家財団の薦めるアメリカ

状態になりました。購入前に行われた上塗り

の専門のペインターがいました。しかし、ナム

#30

も変色が進んでいました。このペイント層の

ジュン・パイクの作品と同じく、修復後のメン

ペイント層はもともと刷毛で塗ってあったので、

損傷を放置すると、金属の損傷に至る可能性

テナンスが最も懸念すべき問題でしたので、

刷毛跡を残すことが大事でした。2層のプライ

もありました。

どうしても国内のペインターが優先されました。

マーのうち、下層は表面のテキスチャーを作る

結論的に、国内のペインターのチョン・ユジュン
（ 鄭侑駿 ）さんと協働することになりました。私

ために刷毛で施し、その上に銀色のペイント

#35

をスプレーしました。

また、ハウスの下の部分の色が間違って塗ら

たちがコンタクトした他のペインターとは違っ

れたことが分かりました。左のコラージュにあ

て、彼はペイント会社で行う1 週間の教育を進

#31

るグレーとライトグレーが 異なった色で塗 装

んで受けてくれました。右上の写真はシンガ

1年半かけて行われたこの修復の結果、当初

されていることが分かります。

ポールの教育後の写真です。下は作家財団
から送ってもらったカラー見本と、それを元に

の目標どおり、損傷の原因を最大に除去し、
弱くなった構造を補強しました。そして、屋外

#36

でのメンテナンスが可能な状態にまで戻しま

修復の必要性は十分ありましたが、設置され

した。また、芝生があった所を石レンガに敷き

た場所が鑑賞者のいない屋上だったので、美

替えました。

46

屋外彫刻とインスタレーションの保存

調色したペイントのサンプルです。
#38

術館内では修復をいつ行うか意見が分かれま

作業過程を簡単にお見せします。これはオリ

した。オリジナルのペイントは「イムロン」とい

ジナルのペイント層を除去する様子です。全

うアクリル・ウレタン・ペイントで、屋外環境に

部除去してアルミニウムだけ残った状態です。

1層目のプライマー、2層目のプライマー、その

#45, 46

ました。費 用 節 減 の た め に木 製 のカバーと

後、1層目のサーフェイサー、充填剤のような

雨や湿気、そして電気回路内の熱が原因と思

ベースはそのまま生かし、防熱と防水機能を

もの、その上にもう1層目のサーフェイサー、最

われました。テストを経て、より完全に防水処

高めるコーティングを行いました。新しく入れ

後のプライマー、そして最終的にカラー層です。

置したLEDガジェットを新たに50個ほど再制

替えたLED 素子は10 年前のものと比べると

作しました。そして、LEDに問題が起きると直

かなり性能が向上し、アップグレードされたガ

#39

ちに警備の方が連絡してくれるので、新しく

ジェットが出来上がりました。

7つのカラーがスプレーガンで施されました。

作ったガジェットを直接私たちが入れ替えま

光沢も作家の財団側から頂いた決まった数値

した。

に合わせました。

#50, 51
色 味と明るさのテストを行った後、すべての

#47

LEDガジェットを新しいものと取り替えました。

#40

毎 年 平 均7–8個ぐらい のLEDガジェットを入

作家が意図したように、日暮れにLEDの数字

4か月にわたる作業は無事終了しました。これ

れ替えし続け、数年後には再制作したガジェッ

がよく見える程度の明るさを維持しています。

が修復前後の写真です。今でも作品は安定

トの在庫が切れてしまいました。仕方なく故障

ちょっと画像をお見せします。

的な状態を保っています。

したガジェットを分解して、生かせるパーツを

#41

リサイクルする方法でまた一定期間を持ちこ

#52

たえました。

これは先週私が撮ってきたビデオです。以前

新しいペイントの耐久性をテストするために、

に比べると本当に光が鮮明に見えています。

サンプルを屋外と室内にそれぞれ置いて耐光

#48

性試験を行っています。今後また再塗装がい

しかしこれも長くは続かず、新たな対策が必

つか必要になったときのための資料として残

要 になりました。もう一 度 同じガジェットを

#53

しています。

作って今までの方法を維持するか、あるいは

使用済のガジェットのうち、まだ動くものは保

メンテナンスのしや すい新たなシステムを費

存しました。壊れ た数 字のアクリルパーツも

#42
3番目の作品は今年修復を終えた宮島達男の

用をかけて作るかの2つの選択がありました。
答えを出すための調査の過程で、作品の

すごく速いものと遅いものが混ざっています。

今後の修理に使われると思うので、一応保存
しました。

《 境 界を超えて》というインスタレーション作

制作に関する資料があまり残っていないこと

品です。これは美術館の入り口の床に34 個

が明らかになりました。制作当時の担当だっ

の光るLEDの数字を一定の間隔で配置した

た学芸員が退社したため、関連資料を探すこ

作家の意図する光の色、速度、数字の方向、

作品で、全ての数字は北向きに置かれて、1

とができませんでした。ナムジュン・パイクや

この3つが正しく表現され、メンテナンスがし

から9までそれぞれ違う速度で回っています。

リキテンスタインとは違って、この場合は作家

や すいシステムをつくりました。今後10年ぐ

各数字の速度は作品の設置に前もって公開募

が現存するので、作家の意図や意見、そして

らいはもってほしいと期待しています。修復と

#54, 55

集した一般の市民が設定したもので、とても速

作品を構成するメディアの役割などを作家イ

同時に作品の歩んだ全ての過程を記録に残す

く動く数字もあり、ゆっくり動くものもあります。

ンタビューを通して直接確認することができ

ことで、いつか作品自体が消滅するとしても、

ました。また、修理の方向を決めるにも、作家

この記録を元に正しい復元が 可 能であると

の意見が大きな根拠になりました。

思っています。

と点滅したり、色が薄くなったり、消滅し始めま

#49

過程がとても長く、修復方向の選択も大きな

した。こんな感じです。こうなったり、全体的

美術館内の意見を集め、国内の照明専門の

挑戦でした。作家の意図する形に今、一応戻

に薄くなったりしました。

会社を通して新規ガジェットを作ることになり

した状態なのですが、これを今後どこまでまた

#43, 44
しかし設置後すぐに、幾つかのLEDがちらちら

以上の3つの作品は修復を開始するまでの

維持できるかという問題は今でも残っている
と思います。ご清聴ありがとうございました。
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Kurosawa We are now going to start the af-

#2

#6

ternoon session, which consists of two case

In the year 2004, a new museum, Samsung

Museum II is for the permanent collection

studies. The first speaker is Dr. LEW Nani,

Museum of Art, Leeum opened in the center

exhibition of the modern and contemporary

a senior conservator at Leeum, Samsung

of Seoul. Leeum is from the founder name

art. The building constructed with rusted-

Museum of Art in Seoul, Korea, where she

ʻLeeʼ and ʻ-umʼ from museum, the combina-

stainless steel is designed by French archi-

has worked since 2009. She received her

tion of the two words.

tect Jean NOUVEL.

Tokyo University of the Arts and worked as

#3

#7

a modern and contemporary art conservator

Three buildings were designed by three ar-

Museum III is designed by Rem KOOLHAAS,

at the Hoam Museum of Art in Korea. She

chitects respectively. Museum I in the center

an architect from Holland, using black con-

spent four years as a volunteer at the Harry

and Museum II to the right, and Museum III

crete as you can see. The space called Black

Ransom Center (HRC) at the University of

to the left. These buildings are connected on

Box seems to be floating in the air. The Black

Texas, Austin and participated in many paper

the ground floor lobby as you can see on the

Box and the space below are both used as

conservation projects. She is currently work-

bottom left photo. Bottom right photo shows

special exhibition halls. The upper space is

ing on the conservation of Leeumʼs modern

the spiral staircase, in Museum I’s rotunda.

used as the office of the childrenʼs education

Ph.D. in Oil Painting Conservation from the

and contemporary art collection, including

center.

large-scale outdoor sculptures. She is also

#4

working on the restoration of early Korean

The museum collection covers from Korean

#8

oil paintings and studying their materials. So

antiques to the countryʼs and overseas mod-

The conservation laboratory was created

please welcome Dr. Lew Nani.

ern and contemporary art, and the antique

within Hoam Museum in 1989. It started

collection is known to be the best quality in

with the conservation and analysis of met-

LEW Good afternoon. My name is LEW Nani

the country. The collection includes celadon

al objects and then broadened its area to

from Samsung Museum of Art, Leeum. First

and white porcelains from the Goryeo dynas-

include ceramics, Korean paintings, and

of all, I would like to introduce our museum.

ty, metal crafts, calligraphic works from the

contemporary artworks. The lab grew larger

Joseon dynasty, and Goryeo Buddhist paint-

in scale 10 years later. Ever since, this first

ings, and some of these works are designat-

private-museum conservation lab in Korea

ed as cultural or national treasures.

has taken a leading role in the field of conservation in the country. Now our conserva-

#1
Samsung Museum was established in 1965

#5

tion team has eight conservators and one

as the Samsung Foundation of Culture.

The permanent traditional Korean art exhi-

scientist, working on the conservation of the

The founder of the Samsung Group, LEE

bition is held in Museum I. This building is

museum collection. We are also taking care

Byungchul, for over 30 years collected

designed by Italian architect Mario BOTTA.

of works on long-term paid loan exhibited at

paintings, calligraphy, pottery, Buddhists

The exhibition space and the display cases

places owned by the Samsung group.

sculptures and crafts, and based on that col-

were also designed by the architect as part

lection, the Hoam Museum was established

of the building.

#9

in 1982. This is representative of the private

Today I would like to share three cases of

museum in Korea.

conservation of mixed media from the museum collection. The conservation project of
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these three outdoor-installed artworks, as a

#17

us photographs of the cars when they were

result, brought a big gap between the ideal

These cars have been damaged by groups

exhibited in Münster and details about the

situation and reality. We tried to keep balance

and children visiting the museum.

project. Mr. Patsfall told he collected 32 old

between the representation of the artist intent and the practical challenges.

disused cars from all over the U.S. and sent
#18

their pictures to Paik. With his approval, the

The very rapid change of climate in Korea is

installation of the cars was made in Münster.

another cause of damage. Low temperature

Volunteers from the public painted the cars

The first one is Nam June PAIKʼs installation

& humidity, and snow in winter, high tem-

in silver with wide brushes. We found that

work, 32 Cars for the 20th Century—Play

perature and heavy rain in summer, and the

there had been no drawings and manuals

Mozartʼs Requiem Quietly. This is a very long

sandstorms in spring and autumn have dam-

for the work from the beginning, and that

title. In 1997, it was created for a sculpture

aged the cars.

the cars had already been rusted entirely.

#10, 11

project in Münster, Germany. 32 old cars

Although they no longer functioned, it was

painted in silver aluminum enamel paint

#19

still worth preserving them from an art his-

were displayed. The cars were sorted and

The corrosion of the unpainted bottom part,

torical perspective.

displayed by the production years.

especially the engine room and trunk, was so

#12

severe that the structure of the cars became

#25

very unstable.

The artist did not thought of the work as
ephemeral. Neither did he intend to demon-

While the cars represent the first half of the
20th century, the elements installed inside

#20

strate the process of its disappearance.

the cars represent the second half: the tele-

The doors are fixed with bolts and screws so

According to Mr. Patsfall: “Nam June Paik

vision age. Glass Braun tubes and disman-

as to prevent the visitors from opening them.

felt the piece should be kept up as long as

tled TVs, TV cases, are all piled up inside the

humanly possible, which was his idea also

cars. These were leftovers from the artistʼs

#21

with his video pieces—technology could be

video art.

The photo shows the inside of the car; the

upgraded as long as it did not change the

seats covered with mold, and the sponges

character of the pieces until this was no

#13

completely deteriorated. No musical devices

longer possible and the pieces could then

The front glass is not painted, so the visitors

were installed from the beginning since the

remain as a document.”

can look inside each car.

transportation museum declined to manage
them.

#14

Little improvement could be expected
from further repainting, so we had to develop an overall restoration plan. However, the

According to the artistʼs notes, Mozartʼs

#22, 23

restoration of all the 32 cars would cost a lot

Requiem was to be played from sunset to

As a temporary treatment, we repainted flak-

of money and time and require the removal

11:30 at night so passersby can listen to the

ing and rusted surfaces in silver paint similar

of all the original layers of paint. Meanwhile,

music. The work is a homage to, or a requi-

to the original color. The underlying cause

different views arose within the museum

em for, the automobile and the TV, the great

of deterioration remained unresolved, and

over the conservation approach to the work;

inventions in the 20th century. The work was

the cars significantly changed in appearance

some wanted the cars to be kept indoors,

exhibited in Münster for 100 days. After that,

through repeated repainting. The original

while others favoured the status quo. There

it was acquired by Samsung Museum and

state of the work was completely lost.

was also a skeptical view on doing restoration in the outdoor environment. At the end,

transported to Korea.
#24

we all agreed to keep the work in a state the

#15, 16

As time passed, the structure of the cars

artist had intended as long as we could, and

In the suburbs of Seoul there is the Samsung

became fragile and threatening to the visi-

decided to carry out the overall restoration

Fire and Transportation Museum, and the

torsʼsafety. Not many records about the work

of the work.

cars are exhibited like this. Just like in

had been left, but we could conduct a phone

Münster, they are laid out according to the

interview with Mr. Mark PATSFALL, PAIKʼs

#26–29

production year.

former assistant and technical consultant

The restoration work included the follow-

who worked for him for 15 years. He gave

ing treatments: the removal of original and
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corroded external layers of paint; the appli-

over-painting that had been done prior to the

photos at the bottom of the slide show color

cation of a new paint system; the reinforce-

purchase also discolored. If left untreated,

swatches provided by the foundation and the

ment of the structure; the cleaning and dis-

the deterioration could affect the metal sub-

custom mixed paint samples.

infection of the interior; and the organization

strate as well.
#38

and reinstallment of in-car elements.
#35

This is the process of the paint system. The

#30

We also found out that there was a mistake

original paint layer was completely removed,

Since the cars were originally painted with

in color placement. The lower parts of the

and only the aluminum substrate was left.

brushes, it was important to keep the texture

house were painted in colors different from

The first primer, the second primer, and the

of the brush strokes. Out of two layers, the

grey and light grey seen in the collage on left.

first surfacer as the filler, and then one more

first layer was applied with brush and the silver paint was sprayed on top of it.

layer of surfacer, then the last primer, and a
#36

final color layer.

Clearly, the necessity of conservation was
#31

evident but to determine the right time to

#39

It took about a year and a half to complete

start the conservation was not easy since

Seven different colors were applied with a

the restoration. As initially planned, the main

the sculpture was on the roof not shown to

spray gun. The gloss level was matched to

cause of damage was removed as much as

the public. The original paint was Imron,

the value provided by the foundation.

possible, and the structure was reinforced.

an acrylic urethane paint, which was not

The outdoor maintenance became possible.

durable enough for the outdoor installation.

#40

Also the lawn was changed to the stone

We discovered a more durable paint system,

After 14 weeks the repainting was completed

bricks.

which was used by the artist. It is a polyes-

very successfully. These are before-and-after

ter-urethane paint from Awlgrip company,

photos of the repainting. The sculpture is in

#32

especially produced for the marine industry.

very stable condition now.

The regular cleaning and maintenance of the

Awlgrip paint was only used for the light blue

cars have been carried out since the resto-

of the roof because this color was not avail-

#41

ration was completed in 2013. The cars, sur-

able from Imron.

In order to test the durability of the new

rounded by low stanchions, have no speak-

paint system, test pieces of each color were

ers inside. Therefore, the original intent of the

#37

placed both indoor and outdoor for a weath-

artist to allow visitors to get close to the cars

Awlgrip paint is far superior in durability

ering test. We also archived the test pieces

and listen to the music coming from inside

than other industrial paint systems but very

for future reference.

has not been fully reenacted. As an alterna-

expensive and requires a longer process of

tive, the Transportation Museum suggested

application. So searching for an appropri-

#42

to play the music through external speakers

ate painter was a big challenge as much as

The third case is the recent restoration

at a regular time during the day. But it has not

the selection of the paint system. Since the

of MIYAJIMA Tatsuoʼs installation work

yet been realized.

marine paint had never been used in Korea,

Transcend Section. The artwork conceived for

painters had very little understanding of the

the main entrance of the Samsung Museum

#33

new paint system. The artist foundation rec-

of Art, consists of 34 LED lights displaying

The next case study is the restoration of Roy

ommended an American painter, but just like

numbers from 1 to 9. The numbers are lit ac-

LICHTENSTEINʼs outdoor sculpture. This is

Nam June Paikʼs case, the maintenance after

cording to the speed set by participants for

an artwork painted on aluminum, and it has

the restoration was a big concern, so we

the inauguration of the piece. Therefore, the

been installed on rooftop of the museum

preferred to choose a local painter. Afterall

gadgets, the round panels with the number,

since 2005.

we could get in touch with a painter, Yoojun

all of them facing north, have a speed of its

CHUNG. Unlike other painters who refused

own.

#34

to take any training, Yoojun Chung willingly

Due to the discoloration and chalking of

attended a one-week training program pro-

#43, 44

the paint layer, the original appearance of

vided by a paint company. The upper right

But soon after the installation, some LEDs

the work was completely lost by 2013. The

photo shows the training in Singapore. The

started to flicker, fade and extinguish.
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#45, 46

#50, 51

Rain, humidity, and also the heat generated

After testing the color and the brightness of

by the electric circuit, were assumed to be

the LEDs, all the old gadgets were replaced

the causes of the problem. Through test-

with the new ones. As intended by the artist,

ing, 50 new LED gadgets were made with

the brightness was adjusted to a degree that

the upgraded waterproof system. Whenever

the numbers are recognizable at the time of

an LED went off, it was replaced with a

sunset.

new gadget immediately on site. The guards
would call us right away, so we could replace

#52

them promptly.

This is a video that I took last week. The LED
light is much more vivid than before. You

#47

can see different speeds at which displayed

Seven to eight LED gadgets were replaced

numbers progress; some counters move

annually. Soon all the spare gadgets were

very slowly, others more rapidly.

completely consumed. So we dismantled
the damaged gadgets and recycled any parts

#53

that still functioned. By recycling the parts

We preserved some old gadgets that still

we survived for another period of time.

worked. The broken acrylic parts were also
preserved for future reference.

#48
However, this didnʼt last long and we had to

#54, 55

come up with a new solution. There were

A new system was established with the right

two choices: making the same gadgets to

color, speed and direction as the artist had in-

continue the same routine or creating a new

tended. The system is maintainance-friendly,

system for easy maintenance. Our research

and we hope it will last at least a decade. It is

revealed the scarcity of records about the

very important to record and document the

production of the work. The curator who

whole process of restoration, which makes

was in charge of the artwork had already

easy the reproduction of the work after its

left the museum, so it was very difficult to

future disappearance.

find such records. Unlike Nam June Paik and
Lichtenstein cases, however, we could inter-

The three works I presented today had each

view the artist and confirm his intent and the

a long process of arriving at the actual res-

role played by media used in the work. Also,

toration. It was also challenging to decide

the opinion of the artist became a basis for

the direction of each restoration project. We

our decision making in conservation.

have brought each work back to a state intended by each artist, but a question of how

#49

to keep it alive long remains crucial to all of

After several meetings within the museum,

us here. Thank you.

new gadgets were made in collaboration
with a local lighting company. The wooden
covers and the bases were reused in order
to reduce the cost. They were coated to reinforce waterproof and heatproof function.
The new LED elements showed tremendous
improvement in function compared to the
ones made 10 years ago. Thus, the new upgraded gadgets were completed.
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黒澤

引き続きまして、2019年に開館予定の

#2

#6

香 港M＋（ エムプラス）よりシニア・コンサベー

まず、香港の持つローカルとインターナショナ

こちらのスライドでM＋のコレクションの多様

ターのクリステル・ペスメさんの事例報告を受

ルの歴史的調和というものが、21 世紀のアジ

性を感じ取っていただけるかと思います。後

けたいと思います。ペスメさんはパリ第1 パン

アを見据えた美術館であるM＋の背景にあり

ほど、またお見せいたます。

テオン・ソルボンヌ大学をご卒業後、サンディ

ます。M＋は（ スライドにある地図の ）この小さ

エゴのバルボア美術保存センターで紙専門の

な三角形の部分、つまり中国大陸の端に位置

#7

コンサベーターとしてお勤めになられました。

しています。近年の香港の歴史的背景をご存

これから簡単にコレクションの紹介をいたし

その後、アメリカ・ロサンゼルスにありますゲ

じかと思いますが、香港は中国と英国それぞ

ますが、まずは建設中の美術館の建物につい

ティ・コンサベーション・インスティチュートの

れの特徴が混在している都市です。

てご説明いたします。現在計画されている当

門の予 防 的 保 全 研 究グループにお いて、特

#3

はヘルツォーク&ド・ムーロンによるものです。

に博物館施設の照明計画の開発における予

M＋の 常 設コレクションはアーカイブ資 料を

防 保 全 につ いて専 門 的 に研 究されました。

除き現在約6,000件あります。そして中国の

2017年にM＋に移籍された後、保存管理の専

現代美術につきましては、ウリ・シグ氏のご厚

M＋の建設予定地は、香港島の反対側にある

門家として活動されています。本日は「M＋に

情による寄贈を含む、世界最高の第一級のコ

こちらの西カオルーン文化地区となります。

おけるコンサベーションの現在、そしてこれか

レクションを所 蔵しています。そして、香 港、

メンバーとなられました。ゲティで は科 学 部

館の敷地面積は6万平米で、建築のデザイン

#8

中国、東アジア、南アジア、東南アジア、西ア

#9

ジア、さらにアメリカ、西ヨーロッパ、それ 以

ざっと建設作業の過程と、最終建築レンダリ

ぺスメ M＋は現在進めている最中での事例

外の地域から1,500 以上のアーティストと作

ングまでのアニメーションをご覧いただきます

報告なので、事例報告としては異例でありま

り手たちの作品を所蔵しています。

ら」というタイトルで事例報告をいただきます。

（ #映 像 ）。この 建 物 は2019 年 半 ば に完 成 予
定です（ 当時 ）。

す。まだ建設中の段階であり、コンサベーター
チームも最近構成されたばかりなので、現時

#4

点で私たちが進めているコンサベーションの

コレクションは「映像」
「デザインと建築」
「視

#10

活動における方向性についてお話しします。

覚芸術」の3つの大きなセクターに分かれて

こちらのレンダリング画像では、現在建設中の

います。

作品収蔵庫とコンサベーションラボがご確認

#5

美術館と地下でつながっています。

いただけます。この建物は独立した建物で、
このスライドは、M＋コレクションの作品数を、

#1
M＋のミッションステートメントは「20 世紀 お

そのアーティストや 作り手の国籍別に示した

よび 21世紀の視覚文化に関する収集、展示、

ものです。ほとんどが中国とアジア諸国から

簡単ですが建物の紹介と建設状況の説明を

解釈を行い、香港を拠点に世界を見つめる新

のものですが、それ以外に北米、ヨーロッパ、

させていただきました。次はプロジェクトその

しい 美 術 館 」というもので す。続くプレゼン

アフリカ、そしてまた南 米からの作 品も一 定

ものにつ いて2 点 お 話ししたいと思 います。

テーションでは、このミッションステートメント

数あります。

このプロジェクトは世界でも最大級の野心的

#11

が示唆するいくつかの側面、主にコンサベー

な構想の1つで、西カオルーンの文化地区の

ションに関連した活動をご紹介いたします。

要となっています。

M＋におけるコンサベーションの今―現在、そしてこれから
クリステル・ペスメ（コンサベーター、M＋／香港）
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M＋におけるコンサベーションの今̶現在、そしてこれから

#12

品や文化財は、かけがえのない貴重なもので

野に分類される作品は、美術館のギャラリー

M＋は現在開発が進んでいる西カオルーン文

あると考えられています。そのようなものとし

で展示されるか、シアターで上映されるかの

化地区という大規模プロジェクトの一部にな

てこれらは、今の世代のために守るべきもの

どちらかとなります。M+が所有する視覚文

ります。この 地 区 には、M＋の 他 に、約20 ほ

であるし、そしてまた世代間の平等性という視

化コレクションの複雑性や多様性がご理解い

どの文化関連施設が集中する予定です。

点から、未来の世代のためにも守っていくべ

ただけるかと思います。

きものです。
#13

#22

M＋はアジアの文脈において香港に設立され

#15

これまで述べてきたようにミュージアムの主な

るグローバルなミュージアムであり、20世紀・

次に、M＋コレクションの特質に関連した、展

責 務 は、コレクションへ の 最 善 のアクセスを

21世紀の視覚文化に関する優れたコレクショ

示と保存のアプローチに影響を及ぼしたであ

提供し、さらにはコレクションを、その最適な

ンの形成を通して、今という時代と場の多様

ろう要素のいくつかを紐解いていきたいと思

意 義とアクセシビリティーをもって次 世 代 に

性を反映する際立った特徴を示しています。

います。先ほど申しましたように、M＋コレク

継承することです。コレクションへのアクセス

ションは、現代視覚文化を「視覚芸術」
「デザ

を提供することは作品の劣化を引き起こすリ
スクと同時に、作品の価値を高める機会を生

#14

インと建築」
「映像」の3つの分野に分類して

それでは、M＋をとりまく環境の説明に続い

います。これにアーカイブコレクションもさら

み出すことにもなります。M＋はコレクション

て、ここからはコンサベーションチームがM+

に加わります。そして重点的なテーマとして、

作品を「活用」
「発展」
「コンサベーション」を

で今取り組んでいる一連の課題を皆様と共有

香 港という視 点からコレクションを構 築して

3つ の 分 野 に分け、その バランスを常 に取り

したいと思います。私たちのチームができて

いくことが挙げられます。

ながら活動することを基本理念としています。

からまだ8 ヶ月しか経っていないので、私がお

こうした活動はコレクションの価値を高め、将

話することは全て、進行中であるということを

#16, 17

来の世代のためのコレクションへのアクセスを

ご理解いただければと思います。今一度基本

これらのスライドではM＋のコレクションの多

より良いものにします。これはコレクションの

的な問題に立ち返ります。新しい美術館をつ

様性が確認できます。紙ベースの作品や、写

文化的意義を尊重し、その持続可能な活用を

くるということは、新しいコレクションをつく

真、彫刻、絵画があります。その一方で、デザ

進めること、そしてこの活用により作品の文化

る、ということを意味します。まず、テーマに関

イン、建築マケット、模型もあります。また寿

的意義に与えるマイナスの影響を緩和すると

連して、一連の課題を考えてみましょう。何を、

司カウンターもあります。これは有名な日本

いうことも意味しています。

なぜ収集し、保存するのでしょうか？

人デザイナー倉俣史朗によってデザインされ

バラ憲章で述べられているように、ミュージ
アムは文化的意義を持つ作品を収集します。

た 寿 司 屋 の 店 内 で、他 にもダイハツ工 業 の
「ミジェット」などがコレクションに含まれます。

その理由は、大抵の場合、文化的意義を持つ

#23
M＋という文脈を念頭に、そこでのコンサベー
ションチームの役割、コンサベーションがどの

作品は、コミュニティや 環境、そして過去、今

#18–21

まで生きてきた経験に、深く刺激的な感覚を

大規模なインスタレーション作品もあります。

て考えてみたいと思います。まず初めに、スザ

与え、また私たちの生き方を豊かにしてくれる

例えば、この作品は18万体の粘土像で構成

ンヌ・キーンの著書『Managing Conservation

からです。文化的意義とは、過去、現在、未来

されたアントニー・ゴームリーの《Asian Field》

in Museum』
（2002年）において示されたミュー

の各世代にとって重要な、美的、歴史的、科学

です。ナムジュン・パイクの《TV Bed》や、ポー

ジアムの類型を使って、M＋がどういった種類

的、社会的、あるいは精神的な価値を意味し

ル・チャンのようなデジタルビデオベースのプ

の美術館であるかを見ていきましょう。この類

ます。そしてこれらの価値を体現する芸術作

ロジェクション作 品もあります。
「 映 像 」の分

型は、対象となるミュージアムの本質、および

ようなアプローチを取り発展すべきかについ
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そのコレクションの活用の仕方に基づいて作

中間に位置します。

らており、それぞれの種類のミュージアムが、
そのコレクションを保存のために最も今日的

デザインと建 築、さらに映 像 やビジュアル

的な基準のあり方とともに模索しています。
いずれにせよ、コンサベーションの基本的な

アートやアーカイブ資料によって構成される

目的は、できる限りそして求められる限り長く、

なアプローチを探る上で有意義なツールだと

M＋のコレクションを考えると、我々の美術館

その本質的な価値を保つ形でコレクション作

言えます。キーンの類型では、ミュージアムの

はこの三角形の右下中央に位置付けられる

品へのアクセスを提供することです。ここで

タイプは3つのタイプに分類されます。ちょう

でしょうか。あくまで私個人の解釈に基づく

示 唆されているのは、美 術 館は、コンサベー

どスライドにあるような三角形の中に、すべて

位置づけではありますが、この考え方で行く

ションによる変化を最小限に抑えながらコレ

の種類が含まれることとなります。

とM＋が展開すべきコンサベーションのアプ

クション作品の状態を維持しつつ、できるだ

まず1つ目のミュージアムのタイプは「デモン

ローチは、それぞれの作品の種類や働きに的

け最適なアクセスを提供できる期間を設定す

ストレーション」を展示目的とするタイプです。

確に応じた、多様性に富んだものでなければ

る必要があるということです。この期間はし

これは、展示品が何かしらの原理や機能を具

いけません。

ばしば永遠であるとされてきました。しかし作

体的な形で示すことを意味しています。権威あ

品を形作る主要な素材の劣化が避けられな

るコレクションの展示ではなく、展示品がどの

#24

ように機能するかということを説明する方によ

言い換えれば、私たちは、芸術作品とアーカイ

いでしょう。むしろ作品の必然的な劣化を考

り重点が置かれています。なのでこの場合、

ブ資料を同じようなやり方で保存すべきなので

慮した上で、作品の状態変化を最低限に抑え

レプリカが展示されることも普通にあります。

しょうか。直前のスライドでお見せしたように、

ることのできる期間を明確にすることが重要

2つ目のタイプは、証拠資料の収集に特化

それぞれのコンサベーションのアプローチは、

なのではないでしょうか。仮にこれを「 保 存

したミュージアムで す。そのコレクションは、

作品のステータスや文化的価値に基づいて議

ターゲット」と呼んでみます。

さまざまな記録文書や学問的価値を有する資

論されるべきものです。作品には、その状態を

い以上、永遠性を謳うのは現実的とは言えな

この考えに基づくと美術館は、作品への最

料のアーカイブを構築するのが一般的です。

大きく変えてはいけないタイプのもの、適切な

適なアクセスを、その本質的な価値を維持し

これらの資 料のコンサベーションは、その状

鑑賞がなされるようある程度変えなくてはいけ

た状態でどう確保するのか明確にする必要

態に著しい影響を与えるようなものではなく、

ないものがあるからです。

があります。この判断は、作品の収 集 時に、

あくまで経年劣化の進行を遅らせる、いわば

唯一無二の芸術作品とプロトタイプや量産

キュレトリアル・チームがコンサベーターと議

予防保全的なアプローチを取ります。このタ

品、デザインや建築を同じように保存するのか、

論を行った上で 下されるべきものでしょう。

イプのミュージアムの典型は自然史博物館や

あるいはそれぞれに異なったアプローチを取

幸いにも現代美術館の場合、アーティストが

アーカイブになります。

るべきなのか。
（ 先ほどの発表にもありましたが ）

存命の場合が多く、作品を収集する時に、作

最後の3つ目のタイプは、知覚的および美的

デジタル作品とアナログ作品を同じように保存

品本来のあり方というものをアーティストと議
論し明確にすることができます。

な経験の促進を目的としたコレクションの展示

して良いのか。存命作家による作品と物故作

を行うミュージアムです。コレクション自体が

家による作品の保存はどう変わってくるのか。

語り、来場者の知覚や美的体験を妨げない環

保存担当チーム構築の初期段階にあるM+

境が求められます。コンサベーションの作 業

では、こういった問いに対する答えを、今日的

作品の本質的価値の確保と作品への最適な
アクセスの両立を可能にする保存の期間は、
作り手の意図を尊重しつつ、現在と将来の利

は、作品が適切な美的体験を来場者に提供で

で首尾一貫したコンサベーション・アプローチ

用者のニーズを考慮した上で決定すべきです。

きない状態になったときに行われます。この最

の確立 ̶M＋のミッションステートメントに呼応

アーティストの意図と鑑賞者のニーズの間の

後のカテゴリーを代表するのが美術館です。

し、コレクションに含まれるさまざまなタイプの

バランスをどうするか。コンサベーターは、現

またスライドにあるように、社 会 歴 史 系 の

作品やオブジェクトにとって最適なコンサベー

在そして未来の鑑賞者が、コレクション作品

博 物 館 は、これまで 見てきた3つ のタイプの

ション・アプローチの確立̶を可能にする客観

を最善の状態で、そして最も意義深い形で鑑
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賞できる環境を構築すべきであると、私は考

りのアクセスが 共 存しています。1つ は機 械

視覚経験に慣れているせいか、ただ静かに佇

えています。

的装置を介したアクセス、そしてもう1つは人

むだけの作品の鑑賞に満足できないでいます。

こうした考えを持つ上で必要なのは、作品の

間によるアクセスです。デジタルのコレクショ

「真正性」
（ authenticity ）に対する理解です。

ン作 品 の 最 大 のリスクは、機 械 によるアクセ

真正性とは一体何か。これを考える上で有用

スが上手くいかなくなる場合があるというこ

M＋のコンサベーションチームにとって重 要

なのが、DOCAMによるモデルです。このモデ

とです。これを私たちは、
「 テクノロジーの陳

なのは、新たなミュージアム体験の可能性を

ルによると、例えば制作時の作品を構成する

腐化」と呼んでいます。同様に、人間によるア

考慮 することです。これ は、将来的にコレク

オリジナルの素材は、その作品の本質の一要

クセスも立ち行かなくなることがあります。こ

ションがどのように活用されるか、そこにどの

素に過ぎず、歴史のなかで刻まれたさまざまな

れは「文化的陳腐化」と呼ばれます。言うまで

ようなリスクが考えられるのかを推測する助

情報なども作品の真正性の重要な要素です。

もなく、この 文 化 的 陳 腐 化 は、デジタルと伝

けになります。このスライドは、過去に美術館

こ れ 以 外 に 重 要 な の が 作 品 の「 完 全 性 」

統 的 なタイプの 作 品 の 両 方 に 見られます。

で推 奨され た鑑 賞 者 の 活 動 ̶「 解 釈 する」、

#27

（integrity）に関 わる要 素で、作 品 のコンセプ

我々は、作品が意味することを、それが制作さ

ト、機能、作用などが含まれます。DUCAMの

れたときと同じように理解しているわけでは

する」、
「 参加する」̶をリストにしたものです。

モデルは、作品の本質やそれを維持するため

ありません。このことを伝えていくのも、美術

これからは、
「 行動する」、
「コミュニケーショ

のコンサベーションのあり方を議論する上で、

館の務めです。

ンをとる」、
「 活用する」、
「つくる」といった活動

一つの有益な枠組みを提示してくれています。

「学ぶ」、
「 見る」、
「 考える」、
「 話し合う」、
「 交換

もここに加えられることになるでしょう。こうし
#26

た変化は、コンサベーションのあり方にどのよ

#25

もう1つ考えなくてはならないのが、鑑賞者の

うな影 響を与えるのか。コンサベーションの

ここでデジタルベースの作品における課題に

存在です。つまり、そのコレクションは一体誰

方向性は、こうした変化にあわ せるべきなの
かどうか。これもまた、未だ答えの見えない問

つ いていくつ か 説 明します。デジタルコレク

の た め に 構 築されるの かという問 い で す。

ション作品はテクノロジーに基づいた作品です

M+のコレクションは、香 港 の 人々の、そして

いですが、今現在M＋のコンサベーションチー

が、その範囲は多種多様で、そのアクセスは、

香港を訪れる人々の喜びとなるよう構築され

ムが考えている方向性を明らかにすることで

より直接的なアクセスが可能な古典的なアナロ

るものです。M＋におけるコンサベーションの

議論を深めていきたいと思います。

グ作品とは異なり、テクノロジーの装置を介す

あり方を検討する上で考慮すべき香港の文化

るということです。

的特質というものはあるのでしょうか。はっき

#28

りとした答えはまだ分かりませんが、探求に値

ここまで、M＋の進展そして美術館の野心的

する興味深い問いであることは確かでしょう。

なミッションステートメントに関 するさまざま

クション作品を直接的に体験・解釈し、作品を

鑑賞者のタイプについても考える必要があり

な側面 ̶コレクションの構築、作品へのアク

通して文化的意義を享受することができます。

ます。つまり21世紀の鑑賞者は、20世紀の鑑

セスと保存に関する新たな課題の分析、M＋

しかしデジタルのコレクション作 品では状 況

賞者と同じだろうかという問いです。これか

のコンサベーションのあり方̶ についてお話

はや や 異なってきます。例えば、データオブ

らの若い世代の鑑賞者が示しうる新しい行動

させてい ただきました。次 にM+コンサベー

旧来のアナログの作品でしたら、利用者ま
た来場者にアクセスを提供すれば、彼らはコレ

ジェクトの場合、これを認識可能な表現に変

様式への対応の仕方を予め考えなくてはいけ

ションチームの日常業務を簡単にご紹介いた

換するための装置が必要となります。それが

ないかもしれません。このスライドは、私たち

します。すでにお話したように、美術館の建

あって初めて、鑑 賞 者は、作 品を体 験・解 釈

が取り組むべき課題の一端を示しています。

物 は 現 在 建 設 中で す。その ためコンサベー

し、その文化的意義を享受することができる

イラストにある（ オーディオガイドをTVのリモコン

ションチームは、現在仮設の場所で業務にあ

ので す。デジタルベースの 作 品 の 場 合、2 通

と勘違いしている）子供は、よりダイナミックな

たっています。設備、リソースアクセス、作業
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スペースの制限もあり、基本的なコンサベー

意識についてもお話します。香港では、美術

#32

ションの作業以外のことはできませんが、開

のコンサベーションは 全く新しい 概 念で す。

最後に、コンサベーションチームの将来的な展

館にあわ せた作品準備のため、予防保全対

今のところ現地でのコンサベーターの育成は

開の可能性について触れておきます。私は、

策の検討は集中的に行っています。

難しく、十分に経験を積んだコンサベーターも

今後チームが、予防保全や各コレクションタイプ

数えるほどしかいませんので、彼らとの緊密

（デジタル、インスタレーション、絵画、紙、写真など）

#29

な関係づくりを定期的に行う必要があります。

の現実とニーズに基づいた作品中心の活動と

建物は2019年に完成する予定です（ 当時 ）。

我々のコンサベーションチームは 現 在5 人 の

いったさまざまな活動を展開し、作品の収集、

すでに6万平米という数字を申しましたが、そ

経験豊富なコンサベーターのみで構成され、

展示、貸し出しをサポートすることを願ってい

の中に1万平米の展示空間ができます。極め

直接議論できる同僚が十分にいるとは言えま

ます。予 防 保 全 は、コレクション・ケアとメン

て巨大な空間です。今のところ（ あくまで予定

せん。なので今日のような機会をたいへん嬉

テナンス、環 境 測 定とモニタリング、リスク分

ですが ）
、オープニングの展覧会では、おそらく

しく感じています。コンサベーションの材料や

析と管 理 に焦 点を当てます。ガイドラインや
方針の作成もしなくてはなりません。

1000点強の作品を展示することになると見積

資材へのアクセスが極めて限られており、現

もっています。準備のための時間が比較的限

地調達の見込みが立つまでは、その多くを輸

られており、現在コンサベーションチームは、美

入に頼らなければいけない状態です。

術館のグランドオープンに合わ せて選定され
た展示作品の準備に追われているところです。

素材の保存科学についてですが、美術館
のコンサベーションおよび収蔵施設の開設後
に、素材の特定・分析を行うためのラボの導

#31

入を考えています。素材の特定では非破壊的

ここで簡単に我々コンサーベーションチームの

な手法の使用を考えており、これを使えば言

#30

メンバーをご紹介します。現在我々のチームは、

わ ば 移 動 可 能な分 析ラボを持つことも可 能

M＋の建設地とその地域に関連したいくつか

絵画担当のカリーナ、紙担当のジョー＝ファン、

です。分析に関しては、オッディ・テストや 経

の課題についてお話します。まず、この地域と

立体作品担当のアルブレヒトとナタリー、そして

年変化を調べる他の試験装置を用いて対象

立地の環境についてですが、地域全体は熱帯

シニアコンサーベーターの私、計5人のコンサ

を分析し、処理材の使用の最適化を図りたい

気候でかなり蒸し暑く、台風の季節もあったり

ベーターで構成されています。またM＋では、

と考えています。また、現 地で調 達できるリ

と、厳しい条件が重なっています。M+のコン

6 ヶ月のインターンシップ制度を実施していま

ソースの可能性を調べ、海外から全てを輸入

サベーションチームは、こうした現実への理解

す。前回のインターンはエリカで、今は新しく

しなくてはならない現状を改善できればとも

を深めつつ、効率的な予防保全を考えなくて

シンシアが来ています。ただ彼女は最近来た

考えています。科学的ドキュメンテーションの

はいけません。また、立地レベルで見ていきま

ばかりなので、彼女の写真はまだありません。

専門知識も強化したいと考えています。例え

すと、今 後 数 年 間M＋は、西カオルーン文 化

そしてオープン前に来ることになっているのは、

ば、イメージング技術と情報科学の知識を向
上させることで、可能な限り最良の方法での

地区全体の開発に伴い、その周囲を工事現場

間もなく募 集 するデジタルアートのコンサー

で囲まれてしまうことになります。M＋は海に

ベーターとできれば 紙のコンサーベーターを

芸術作品のドキュメンテーション、アーティス

近く素晴らしい景色を堪能できる反面、潮風

もう1名、それ からインスタレーションのコン

トへのインタビューの実施とその分析、そして

にさらされるという問題もあります。トンネル

サーベーター、さらに今 後 は写 真 のコンサー

これらすべてのデータを活用しより良いコレ

の排気口からもそう遠くない場所にあるので、

ベーターと予防保全のコンサーベーターを迎

クションの理解を得ることができるようになり

コンサベーションチームは、こうした環境的な

え、対応すべきニーズに応えていきたいと考

ます。

リスク因子の把握と測定を行い、必要に応じ

えています。

て最善の緩和策を講じることとなるでしょう。
香港美術界のコンサーベーションに対する
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M＋におけるコンサベーションの今̶現在、そしてこれから

それぞれの活動において、何かしらの知識
やコンテンツが生み出されることを期待して
います。また、作品中心のプロジェクトやより

大きな研究プロジェクトを通して、チーム内で
高度なコラボレーションが実現することを望
んでいます。将来的には、あらゆるレベルの
コラボレーションを通じて、香港におけるコン
サベーションの分野の発展に貢献できればと
思います。午前中のセッションにも指摘があ
りましたが、コンサベーションとはまさに協働
的な作業なのです。ご清聴ありがとうござい
ました。

黒澤

ペスメさん、ありがとうござ いました。

2019年が待ち遠しい感じです。同じアジアに
これだけのプロジェクトが立ち上がるとは何
十年前かには想像できなかったのですが、経
済の追い風を受けて世界規模の素晴らしい
プロジェクトが進行中です。

アール issue 08 / 2019

61

Kurosawa Next, we would like to hear

#2

#6

the case of M＋ from Ms. Christel Pesme,

First, Hong Kongʼs historical balance of the

This slides gives you a sense of the diversity

a senior conservator from the museum

local and the international forms the context

of the type of collection items present in M＋

which is planned to open in 2019. After

for M＋ as a museum for Asiaʼs 21st century.

collection. I will be showing more images of

graduating from the University of Paris 1

M＋ is a located in the little rectangle here, so

the collection later.

Pantheon-Sorbonne, Ms. Pesme worked

just at the tip point of the continental China,

as a paper conservator at the Balboa Art

while its recent history. You know I guess the

#7

Conservation Center in San Diego. She then

recent history of Hong Kong, which presents

Now that we had an quick overview of the

joined the Science Department of the Getty

a specific feature of mixing some Chinese

collection, let us look at the building. The

Conservation Institute and worked on the

and English aspects.

building is currently planned to be 60,000

study of preventive conservation particular-

square meters. It is designed by Herzog

ly for the development of museum lighting

#3

& de MEURON, and it is currently under

policy. She has been working as a conserva-

The M＋ permanent collection is currently

construction.

tion expert in Hong Kong since she moved

numbering about 6,000 collection items,

there in 2017. Her talk is titled “Conservation

without including the archival collection. It

#8

Activities at M＋: Present and Future.”

is a world premier collection of Chinese con-

This is where M＋ will be located: on West

temporary arts, including a significant do-

Kowloon side, on the other side of Hong

M＋ constitutes an unusual case

nation by the collector, ULI Sigg. Collection

Kong Island.

study to present due to the fact that it is an

represents over 1,500 artists and makers

ongoing case. Please keep in mind that I will

from Hong Kong, China, East Asia, South

#9

only present directions we are currently in the

and Southeast Asia, and West Asia, plus

Let me quickly present an animation showing

process of exploring to develop conservation

America, Western Europe and beyond, so it

the construction progress of the building and

activity at M＋, as the museum is still under

is a big program.

also presenting a final rendering. Building is

PESME

construction and the conservation team has
only been integrated recently.

planned to be completed mid 2019 (changed
#4

to 2020–21).

The collection is constituted by three main
sectors, moving image, design and architecture and visual art.

#1

#10
On this architectural rendering of the building, you can identify the storage facility and

The mission statement of M＋ is to be a new
museum dedicated to collecting, exhibiting

#5

conservation lab that is still under construc-

and interpreting visual culture of the 20th

This slide is presenting the total number of

tion. It is a separate building connected to

and the 21st centuries, a museum that looks

works in the M＋ collection by artistsʼ and

the Museum at the underground level.

at the world from its base in Hong Kong. In

makersʼ nationalities. As shown most of the

the following presentation, I will unfold some

works are coming from China and Asian

#11

few aspects of what this mission statement

countries, however, some works are also

After this quick overview of the building, its

would imply regarding conservation related

from North America, Europe, a bit of Africa

construction and progress, I want to add two

activities.

and South America.

words on the project: it is one of the most

Conservation Activities at M+: Present and Future
Christel PESME (Conservator, M+ Museum Limited / Hong Kong)

62

Conservation Activities at M+: Present and Future

ambitious museum projects in the world, and

surrounding, and to the past and lived expe-

it is at the cornerstone of the West Kowloon

riences. In this quote, cultural significance

We can also find in the collection large in-

cultural district.

means aesthetic, historical, scientific, social,

stallations made of objects. For instance, this

#18–21

or spiritual values for past, present, and

one—Asian Field by Antony GORMLEY—

#12

future generations. It is also accepted that

constituted by about 180,000 unique clay

M＋ belongs to a larger project, the West

these values are embodied within artworks

figures, but also artworks such as Nam June

Kowloon cultural district—still under con-

or items of cultural heritage. These items of

PAIKʼs TV Bed, or digital video-based projec-

struction—that will be constituted by about

cultural significance are considered precious

tion works like the one by Paul CHAN. Some

20 venues, all of them related to cultural

and irreplaceable. As such, it is believed that

items from the Moving image collections

activities.

they should be protected for the current gen-

can be either shown in museum gallery or

eration, but also conserved for future gen-

distributed in movie theaters. M＋ collection

#13

erations in accordance with the principle of

presents the diversity and complexity of any

M＋ is a global museum founded in Hong

intergenerational equity.

con-temporary collection of visual culture.

inent collection of 20th and 21st century

#15

#22

visual culture, and having a distinctive voice

Now I would like to unfold some aspects

As mentioned earlier, the main responsibility

reflecting the diversity of our time and place.

related to the nature of M＋ collection that

of the museum is to provide best access to its

would have consequences on how to ap-

collection and pass it on to next generations

#14

proach the display, conservation and pres-

with optimum significance and accessibility.

Now that the context has been presented, I

ervation of the items. As I have already

Giving access to the collection both creates

would like to share with you a serie of ques-

presented, it is a collection of contemporary

the risk of its deterioration and provides

tions Conservation team is currently explor-

visual culture from visual art, design and ar-

opportunities to develop its values. The mu-

ing at M＋, understanding that the conser-

chitecture, and moving image, knowing that

seum always strives for a balance between

vation team is only eight months old. Please

there is also an archival collection. The the-

the use, development and preservation of

bear in mind that all of what I will be sharing

matic focus is to develop the collection from

the collection. These activities increase the

is still in progress.

a Hong Kong perspective.

value of the collection and improve access

Kong with an Asian context shaping a prom-

I just want to come back to very basic

to it for the future generations. This means

questions. Building a new museum means

#16, 17

that the museum should seek the sustain-

first building a collection. Let us first explore

These slides show the diversity of our col-

able utilization of the collection, which can

a serie of questions related to this topic: Why

lection. The collection includes not only

minimize all potential negative impacts on

collecting? What to collect? Why conserving?

paper-based works, photographs, sculptures

its cultural significance.

As stated in the Burra Charter, a muse-

and paintings, but also design, architectur-

um collects items of cultural significance

al maquettes and models. It also has a sushi

#23

because it is commonly accepted that these

bar; this is the sushi bar interior designed

Let us now focus on what could be the role

items are important as they enrich peopleʼs

by famous Japanese designer KURAMATA

of the conservation team and what conser-

life often providing a deep and inspirational

Shiro. This Daihatsu Midget is also part of

vation approaches should be developed

sense of connection to the community, the

the collection.

given the context of M＋. Let us first try to
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understand what type of museum M＋ will be

condition is considered to be an obstacle

artworks? Do we have to conserve works by

by using Suzanne KEENEʼs typology of mu-

to proper aesthetic experience. Typically,

living and past artists in the same way?

seum introduced in her 2002 book Managing

this last category is best exemplified by art

Conservation in Museums. This typology is

museums.

At the early stage of conservation team
development at M＋, we are currently exploring

based on the nature and the specific use of

As shown in the slide, social history

all these questions in order to come with some

museum collection. It is a useful tool to ex-

museums can be placed at the cetner of the

objective criteria on which a coherent and rele-

plore most relevant approaches to preserve

triangle.

vant conservation approach—adequate to the

Considering the diversity of its collection

specific collections of M＋ and adjusted to its

All museums can fall into three clearly

focusing on design and architecture, moving

specific mission statement—can be devel-

separated types. They can be located within

image, visual art and archival materials, M＋

oped and implemented.

a triangle shown in this slide.

could be located more or less at the lower

In any case, the fundamental objective

the collection for each type of museum.

The first type of museum is the one

center right of the triangle. Please bear in

of conservation is always to maintain and

that focuses on demonstration: objects on

mind that this is my personal interpretation

provide access to the collection item for as

display serve to demonstrate certain prin-

that still needs further refinement. However,

long as required in a form which is authentic

ciples and functions. Science and technol-

if we accept this interpretation, the conser-

and accessible. This implies that a muse-

ogy museums exemplify this type. In these

vation approach at M＋ will need to reflect

um needs to formulate the duration during

museums, emphasis is put not so much on

and articulate the diversity of the collection

which the institution preserves its collection

showing authentic items but on illustrating

and be adjusted carefully to each item type.

items without much changing their conditions while providing best possible access

how exhibits function: for this reason, repli#24

to them. In the past, this duration was often

The second type of museum focuses on

In other words, do we have to conserve

stated to be for eternity. Is it really realistic

collecting material evidence: the collection

artworks and archive materials in the same

to say something like this when the natural

constitutes an archive of records and mate-

way? As we saw in the past slide, each

decay of an itemʼs material components is in-

rials of academic value. Conservation treat-

conservation approach should be discussed

evitable? It seems more realistic to acknowl-

ment for these items should not go beyond

based on the status and cultural value the

edge this inevitable deterioration and set a

slowing down any deterioration process: it

item has within the collection. One should

concrete duration of preserving the item

must be kept preventive, in other words.

not be changed while the other should

without significantly altering its nature: let us

Examples of this type of museum include

be changed to some extent if its physical

call this Preservation Target.

natural history museums and archives.

condition is seen as an obstacle to proper

cas can be used in their exhibitions.

The last and third type of museum is

perception.

Given the above statement, a museum
will also need to clarify what constitutes an

the one whose main function is to display

Do we have to conserve in the same

authentic and accessible form of the item.

the collection for promoting perceptual and

way unique artworks and prototypes, or

Such assessment should be done at the time

aesthetic experiences. This supposes that

mass-produced items, design, or architec-

of acquisition by curatorial team in discus-

the collection must speak itself and be in

ture, or do we have to develop another ap-

sion with conservators. Luckily, for contem-

such a condition that nothing will interfere

proach for each category?

porary museums, when an item made by a

the viewerʼs perception and aesthetic ex-

Do we have to conserve in the same way

living artist is acquired, it is possible to dis-

perience. Conservation treatment may be

(and I think you have some answers from

cuss and clarify with the artist what authentic

undertaken on such collection items if their

the previous presentation) digital and analog

form of the item needs to be acquired.
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Both the duration for preservation and

and interpret the artwork to enjoy its cultural

the questions we have to face: this kid is not

the authentic, accessible form of a given

significance. In the case of a digital based

at all satisfied with just looking at a painting

item should be determined with reference

item, two types of access co-exist: one is

in a static manner due to the fact that he has

to the intention of a creator and needs of

machine access, and the other is human ac-

been developping more dynamic habits of

current and future users of the museum.

cess. The big risk with digital collection items

seeing.

There is always this balance between the art-

is the fact that the machine access can be

ist intent and audience needs. I believe that

interrupted. This is what we name “techno-

#27

conservators work to ensure that todayʼs and

logical obsolescence.” It is worth noticing

It is important for M＋ conservation team to

future audience can interact with the collec-

that human access can be also interrupted,

reflect on new museum experiences. This

tion item in the most authentic and mean-

due to what can be named “cultural obso-

can help anticipate what could be the future

ingful way.

lescence.” In fact, when you think little deep-

uses of the collection and therefore inform on

One way to conceptualize this is to un-

er, cultural obsolescence is shared by both

the future risks to be anticipated. This slide

derstand authenticity. What is authenticity?

digital and classical type of artwork. We do

shows a list of audience activities promoted

I find the model developed by DOCAM very

not always understand what an item meant

in museums in the recent past. These activ-

useful to deal with this question. It shows

when it was created. This is one that the mu-

ities include: to interpret, to learn, to see, to

that the authenticity of an artwork lies not

seum tries to convey.

think, to debate, to exchange, to participate.
To act, to communicate, to use, and to make

only in its materiality or historical inscription
but also in those that constitute the integrity

#26

may be soon added to this list. How does this

of the work, such as concept, function, be-

I already mentioned building a new mu-

evolution impact the conservation approach

havior, etc. Such model provides us with an

seum starts with building a collection: it is

to be developed? Should the conservation

useful framework for the discussion.

important also to address the question of the

approach be adjusted to this evolution or

audience. For whom this collection is being

not? Once again, I do not have any definitive

#25

built? At M＋, the collection is built for the

answers, but I want to further the discussion

I would like to present some of the challeng-

enjoyment of the people of Hong Kong, but

on this issue by presenting and sharing di-

es related to digital based collection items:

also of course for the visitors of Hong Kong.

rections M＋ conservation team is currently

digital collection items are often based on a

Is there cultural specificity in Hong Kong that

exploring.

large variety of technologies. This means that

should be acknowledged in order to shape

access is mediated through technological

the conservation approach developed at

#28

apparatuses unlike classical analog artworks

M＋? Once again I do not have a clear answer

So far I have talked about the development of

which are more directly accessible.

to this question but I am convinced that it

M＋ and the ambitious mission statement of

In the latter case, the user or the audi-

is an interesting one to explore. Another di-

the museum—building its collection, analyz-

ence can experience and interpret directly

mension to this topic is related to the type of

ing the new challenges related to access and

the collection item, enjoying and appropriat-

audience: is the audience of the 21st century

preservation, and exploring best approaches

ing its cultural significance. In the case of a

the same as the audience of the 20th centu-

to the conservation of the collection. Now I

digital collection item, it is slightly different.

ry? Should we anticipate new behaviors to

want to talk about the daily practice of M＋

There is a data object that needs a technical

adjust to that a younger contemporary au-

conservation team. As I said, the museum

apparatus to transform it into a perceptible

dience would bring?—I am just putting this

buildings are still under construction, and

form. Only then, the viewer can experience

image in the slide because I think it is one of

the conservation team is currently working
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in a temporary space, with relatively limit-

parameters in order to implement best miti-

based on the reality and needs of each col-

ed space, equipment and resource access.

gating measures if necessary.

lection type (i.e. digital, installation, painting,

This prevents the conservation team from

Another interesting challenge is related

paper, and photograph), in order to support

doing more than very basic conservation

to the current reality of Hong Kong with re-

the acquisition, exhibition, and loan of art-

treatments. For this reason, we are now con-

gard to the development of art conservation

works. The preventive conservation will fo-

centrating on implementing preventive con-

awareness. Conservation in Hong Kong is a

cus on collection care and maintenance, en-

servation measures to prepare the collection

fairly new concept. There is no local training

vironmental measurement and monitoring,

items for the opening of the museum.

program for conservators, and the town has

risk analysis and management. We also need

only very few trained conservators. We still

to consolidate our guidelines and policies.

#29

need to develop closer relationships with

Material conservation science: right now,

The buildings are planned to be completed in

them on a more regular basis. Conservation

we are thinking of developing a scientific lab

2019 (at that time). I already gave the num-

team consists of only five trained conserva-

for material identification and material per-

ber of 60,000 square meters, and within

tors and thus has not so many colleagues to

formance testing after the opening of the

that, it will be 10,000 square meters of this

discuss directly with: it is therefore a won-

conservation and storage facility buildings.

place, so it is quite massive. For now (and

derful opportunity to be here with you today.

In material identification, we are thinking of

it is just temporary figure), we can see the

Access to conservation materials and prod-

using non-destructive techniques which al-

current estimation for items for the opening

uct is quite limited right now, so we also have

low us to have a portable technical analysis

display is about a little more than 1000 items.

to import a lot until we find local resources.

lab. Performance testing may involve Oddy
testing and other aging testing apparatuses

The time to prepare them is relatively limited,
and the conservation team is now focusing

#31

to refine the use of treatment material; test-

on preparing the items selected to be on dis-

Let me briefly introduce our conservation

ing local resources may reduce the necessity

play for the museum grand opening.

team. The team currently has five members:

of importing everything from abroad. I would

painting conservator Karina, paper conserva-

also like to strengthen expertise in scientific

#30

tor Jo-Fan, object conservators Albrecht and

documentation. For instance, improving our

I would like to present few challenging as-

Natalie, and myself as a senior conservator.

knowledge of technical imaging and infor-

pects related to the site of the M＋ and the

M+ also has a six-month internship program.

mation science helps document artworks in

region where it is located. First of all, the

The last intern was Erika, and now we have a

the best possible way, conduct and analyze

environmental conditions at regional and site

new intern, Cynthia. Cynthia joined the team

artist interviews, and work with all the data to

levels are quite challenging because the re-

quite recently, and I do not have her picture

have a better sense of the collection.

gion has a tropical climate, meaning that it is

yet, sorry.

Each field of activity I mentioned may

pretty hot and humid, with a typhoon season.

We will soon be recruiting a digital art

create some knowledge and content, and we

Therefore, M＋ Conservation team needs to

conservator, an art installation conservator,

are hoping to develop a high level of collabo-

develop better understanding of this reality in

and hopefully one more paper conservator,

ration within the team through item-centered

order to implement most efficient preventive

who will join the team before the opening of

projects or larger research projects. We are

conservation measures. At the site level, the

the museum. We are also planning to hire in

also willing to contribute to the future devel-

situation is also bringing some challenging

the future a photo conservator and a preven-

opment of museum conservation in Hong

aspects for the coming years because M＋

tive conservator in order to answer the needs

Kong through all levels of collaboration.

will be surrounded by construction sites for

we are facing now.

Conservation is very much about collaboration, as already mentioned in the morning

the next couple of years as West Kowloon
Cultural District will be completed. M＋ loca-

#32

tion will be spectacular facing the water but

Lastly, I would like to mention the potential

it means that it will be close to the sea and

future development of the conservation

exposed to maritime air. Location is also not

team. I hope the team will be developing

far from a car tunnel exhaust. Conservation

different activities, such as preventive con-

team will need to measure and monitor these

servation and item-centered activity which is
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session. Thank you.

Kurosawa Thank you very much. I am very
much looking forward to 2019. There are
so many projects going on now. It was just
unimaginable several decades ago, but because of the economic growth, there is an
exciting worldwide project going on in Hong
Kong.
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黒澤

それでは、最後になりましたが、金沢

#1

いなければならないのではないかと思います。

21 世紀美術館より、コンサベーターの内呂博

今日は「『備えの手法』ミクスト・メディアの保

之より事例報告 いたします。内呂は2014年

存に関する一提案」ということで、お話をさせ

#2

に金沢に移籍してまいりましたが、東京芸術

ていただきます。
「保存修復の考え方」と記し

現代美術は素材の虚弱性と多様性が保存修

大学大学院で文化財保存学を修了し、2001

ていますが、かつては美術作品の保存修復を

復上の逼迫した状況を生み出しているとか、

年より13 年間にわ たり公益財団法人ポーラ

学ぶということは、修復の技術を学ぶことが中

コンセプト重視の傾向が進んだ結果、素材と

美術振興財団ポーラ美術館に勤務の経験が

心でした。作品の損傷、劣化が目立ってきて、

いう存在が作品にとって重要な意味を持たな

あります。主に保存修復や 近代絵画の展覧

修復しなければ危ないという状況に陥って初

いケースもあるといったことが最近、言及され

会を担 当して、現 在は主にコレクションの保

めて修復作業が行われることが多かったと思

てきています。現代美術をどのように保存す
るかといった議論は端緒に就いたばかりで、

存管理に従事、予防保全に関する研究を行っ

います。現在でもそのような状況はあまり変

ています。専門は保存修復、絵画技法史、近

わりません。日本においては、伝統的な美術

普遍的な回答が得られるまでにはまだ時間が

現代の絵画史です。

以外の作品に対してその修復技術を主に西

かかるに違いありません。そのような議論が

洋から輸入して、その技術に基づいて修復を

繰り広げられている現在においても、現存す

金 沢21世 紀 美 術 館でコンサベーショ

施し、後継者を育成してきたという近代以降

る美術の劣化は確実に進行しています。美術

ンの仕事をさせていただいております内呂と

の歴史があります。彼らは修復が必要な作品

館のコレクションを保存する方法として有効な

申します。皆さん、今日こちらにお越しになる

に処置を施して、鑑賞に耐え得る状態にする

のは、素材の劣化の進行を最小限にとどめ、

とき、どこの入り口からお入りになられました

ところ、それが全てではないのですが、そこま

日常的なメンテナンスに力点を置いた予防的

でしょうか。この美術館は単層、1階建ての建

でが彼らの仕事ではなかったのでしょうか。

な保全の方法論ではないかと考えています。

内呂

物なのですが、入り口が東西南北の4つあり、

1980年代ごろまでは日本の修復技術者は

そのどこからでもお入りいただくことができる

確実に増え続けたと思われますが、90年代以

#3

美術館です。非 常 に開 か れ た、建 物 自 体も

降、バブル崩壊による経済の破綻以降、修復

スライドの下の方に「予知保全」と今まで聞き
慣れない言葉があると思います。これは実は

SANAAの建築でして、ガラス張りの中にいる

技術者にとって働きにくい社会環境となり、技

と非常に明るい光が差し込む美術館です。人

術者の活躍の場は限定的になりました。美術

私がつくった言葉で、予防保全の中に含まれ

が入りや すいということは、美術作品にとっ

館に所属する保存修復家の数は、午前中にも

ると思うのですが、人間で言えば健康診断の

ては危 険も多 いということにつながります。

少しありましたが、国公立および私立の美術

ような作品の状態調査を行い、それに基づく

美術館の外、非常に開かれた公園のような場

館を合わ せても、片手で数えられるほどしか

劣化、損傷の予測予知ができるくらい緊密に

所になっていますが、そこを皆さん、たぶん今

いません。現代において美術館で働く、ある

高く作品と接することが、それまでの美術も

日踏みしめて来られたと思うのですが、芝生

いは出入りする保存修復家の方々は増えつ

同様ですが、特に現代美術においては、必要

の砂を踏んで入られているかもしれません。

つありますが、現代美術を専門とする保存修

ではないかと思っています。時として、作品の

そういった芝生の一部や砂を靴裏に付けて、

復家はほとんどいないのが実情です。

修復の際に用いられるような素材の調査、分

皆さん中に入られているはずです。外から中

そのような状況において、現代美術の修復

析、組成の分析なども、なかなか当館では進

に入りやすい建物は、非常に素晴らしい建物

がどのようになされるべきかという命題に、
さま

んでいませんが、必要になってくるのではな

ではあるのですが、美術品の保存について考

ざまな分野の人たちが向き合っています。いろ

いかと考えています。この 予 防 的 保 全 の 方

えたときにネックとなる場合があります。

いろな人がその立場に応じてさまざまな意見

法、私が言いました予知保全の方法は、
「 備え

を出していますが、その作品の保存管理を担う

あれば 憂いなし」と言いますが、備えの手法

立場の人が専門的な見地から議論の中心に

として当館が重視する保存対策です。

「備え」の手法 ミクスト・メディアの保存に関する一提案
内呂 博之（コンサベーター、金沢21世紀美術館／日本）
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#4

をナイロン系 の 丈 夫な、わ れ わ れ がテグスと

私どものような専門の設備や 施設のない美

少し作品に基づいてお話をします。今ご覧い

いっている細い糸状のもので束ね直す作業を、

術館は、どのように保存修復を進めたらいい

ただいていますのは、金沢21 世紀美術館に

貸し出す少し前に行いました。

のかということを常に考えています。

収蔵されていますドレスの作品です。実際に
身に着けることができるようなドレスです。

この作品には、原則アクリル等のカバーを
付けずにそのままの状態で展示するという作

#10

家の指示があります。ですので、展示の際は

素 材 が 何で あ れ、ミクスト・メディアで あ れ、

#5

ずっとそのままの状態で展示されていて、展

タイムベースト・メディアで あ れ、何 かしらの

これは当館のコレクション・カタログの《ダブ

示中につ いたかなりの量のほこりが髪の毛

素材や 材料が使 わ れている作品であれ ば、

ル・エッジド・オヴ・ソウト》
（ドレス2 ）という作

に絡まっていて、それも取り除く必要がありま

先ほど申し上げました予防保全がかなり有効

品の該当ページを映したものです。ここには

した。予想以上に時間のかかる作業でした。

なのではないか。作品における変化や劣化、

作品が掲載されているわけですが、そのドレ

作 家にここに来ていただくわけにはいかな

損傷の起こりにくい環境づくりをまずしなけ

スとドレスを着た女性が作品として掲載され

かったので、毎日のように連絡を取りながら、

ればいけないのではないか。冒頭にお話しし

ています。

こんな感じでいいか、束ねた部分のボリュー

ましたが、この美術館には砂やほこり、芝生の

ムはこれでいいか、画像ではありましたが、そ

葉っぱなどいろいろなものが入ってきます。

#6

ういった情報を交換し合って、最終的には貸

それと一緒にいろいろな虫も入りやすい状況

実はこの女性はもちろん作品ではないわけ

し出しに間に合わせることができました。

です。それを入りにくくするにはどうすれ ば

ですが、キャプション、情報、掲載されている

今回ナイロン系の素材を用いましたが、こ

いいか、美術館の中に危険な要素、危険なも

データを見ますと、ドレスの大きさや、これが

れが正解だったかどうかはまだ自分でもわか

のが入ってきにくい環境をまずつくる。それ

写真であることがキャプションで分かるので

りません。様子を見ながら、場合によってはま

は皆さんがご覧いただく、目にすることがで

すが、このドレスが毛髪で作られているドレ

た作家と相談しながら、さらにより良いものに

きるエリアでの対応。収蔵庫においてはやは

スであるということ、この横向きの女性はCプ

交換しなければ いけないと思っています。こ

り本当に基本的な空気質の、空気の状態を一

リント、一般的なプリントが作品として収蔵さ

の作品は、先ほどの予知保全ではないのです

定にする、温湿度しかり、虫の生息数しかり、

が、常にじっくりとチェックしていく、メンテナン

浮遊菌の数もしかり、そういったものを最低

スしていく必要がある作品の1つです。

限抑えることがまず大事ではないか。それは

れていることを示しています。

金沢においての経験からそう考えるわけです。

#7, 8
これ は小 谷 元 彦さんの作 品です。この作 品

#9

は、ちょうど今フランスのメスにありますポン

さて、冒頭にもお話ししましたが、保存修復に

ピドゥー・センター・メスに展示しています。貸

関する修復家は、特に現代美術に関しては、ほ

すが、1つ目は、作品の詳細な状態調査。しっ

し出しの前に作品の状態をずっと調査してい

とんど育っていない状況だと思います。当館

かりとドキュメントを残 す。作 品が 入るとき、

予防保全の方法には幾つかあると思います。
ここでは書き切れない部分があると思うので

たのですが、実はこの毛髪のドレスは作家に

には、午前中と先ほどのお二方の発表にあっ

入った 後、展 示 する前、必 ずドキュメントを

よって輪ゴムで束ねられている作品でした。

たような保存修復ラボはありません。ない状

チェックする必要があると思います。何か変

制作から20年ほど経って、表に出ているほと

況で、あるものを利用して応急処置等を行っ

化が起きたときにはすぐに対応できるように、

んどの部分の輪ゴムが硬化して割れており、

ています。時には展示室の中で、時には収蔵

対応できれば最小限の処置で済むはずです。

これを直さないと貸し出すこと、特に海外に貸

庫の前室で、時には収蔵庫の前のあたりで、周

2つ目は、施設の特徴に配慮した保存環境管理

し出すことはできないということで、その後、

囲の安全や環境の状態を考慮しながら修理、

です。空気の質、虫害・微生物などのチェック、

作家といろいろ相談しながら、輪ゴムの部分

応急処置を行うことがありますが、基本的に

管理、そういったところにも重きをおきます。
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3つ目は展示環境の整備。展示に際して使う

立たないことだと思います。特に日本の美術

なりますが、当館では施設のある場所にこの

照明、そこにいる監視への教育、警備との連

館においてはそうです。

ように組 み立てた状態で、テントを一時的で

携、そういった美術館のファシリティとして基

酸・アルカリ測定や 捕虫トラップによるモニ

はなくてちゃんと立てておいて、必要に応じて

本 的なところをしっかりとやらないとコレク

タリング。こういったものは建物の竣工時に義

ここで燻蒸を行ったり、セキュリティに強く配

ションを守れないという考えでいます。

務的にやったという美術館は多いと思うので

慮しなければ いけない場合には収蔵庫の前

すが、それを継続することに意味があると思い

室の中で燻蒸を行ったりという取り組みもし

ます。

#11
先ほど小谷さんの件でも申し上げました、展

ています。これは内部的な害虫の発生を抑え
るために実施しています。

示や貸し出し等の作品の移動が伴う業務で、

#13

いかに配慮することができるか。また、作品

また、調査を行う上で、物がたくさん雑然と置

#16

を 取り扱うの は 我 々キュレーター や コンサ

いてあると調査もできません。調査のために輸

これは成田空港の中なのですが、飛行機で

ベーターだけではありません。美術館、博物館

送会社に来ていただいて動かし、しっかりと調

作品を輸送するときには大きなパレットとい

にお勤めの方はお分かりだと思いますが、作

査しやすい環境で行うということも重要です。

われるクレートを乗せる巨大なお皿のような

品の運送には民間の輸送業者が関わることも

地元の輸送業者に来ていただいて、ものを動

ものがあるのですが、そこにクレートを並べて

あります。海外輸送になれば航空会社の人が

かすということを、1日や2日かけて行います。

しっかりと固定してもらった上で、このような

作品のクレートを運ぶ、扱うということが出て

大きい 作 品 が 多 い の で、そういったことが

重機で運んで、飛行機の中に積み込みます。

きます。そういったことへの配慮。それから、

時々行われます。輸送業者さんもいろいろな

実は輸送の中で一番危険なのはこういった

災害に対する備えです。2011年の大震災以

レベルの 人 が います。本 当 に作 品 の 扱 いに

空港での振動や、空港では雑に扱われること

降、この辺は皆さん重要だと感じられている

慣れている人、会社に入りたての人、いろい

が多くて、クレートに重機の爪の跡が残って

と思います。美術館だけでなく一般家庭等で

ろな人がいますので、同様にお任せするわけ

いたりすることもあり得るのですが、ここに張

も同様だと思います。

にはいきません。われわれが様子をしっかり

り付いて立ち会いをして、中に何が入ってい

見て、こちらからも教育するという姿勢が必

るという具体的なことは言わないのですが、

要だと思っています。

#12
これは金沢21 世紀美術館の収蔵エリアで作

「美術品が入っているのだ」と言えば、扱う人
もそれなりに丁寧になります。それは日本で

業を行っている様 子で す。わ れ わ れコンサ

#14

も海外でも同じなので、言葉を交わすという

ベーションを行う職員もこのような温湿度測定

仰々しく思えるかもしれませんが、清掃業務も

ことも重要になってきます。

や モニタリング類を行うのですが、定期的に

外注することがあります。これ以外にキュレー

なるべく頻度を多く、本当にそれを専門とする

ターやコンサベーターが 順 番 に収 蔵 庫 や 展

#17

方に来ていただいて、しっかりとしたデータを

示室の清掃を毎週行っています。

さて、作品を収集するということが、ほとんど

取る。外部の業者さんとの連携、ネットワーク。

の美術館であると思うのですが、その作品が

専門家は美術館以外のいろいろな施設でも

#15

入ってくる前がベストかもしれませんが、入っ

このような業務を行っていますので、や はり

作品が外から入ってくるとき、収集して作品が

てくる時点で、実作品をしっかり確認して、当

美術館特有の特徴をちゃんと伝えた上で作

当館のコレクションになったとき、燻蒸作業を

たり前のことですが、状 態 調 書を作 成して、

業を行っていただく必要がある。場合によっ

行 います。燻 蒸というの はなかなか やらな

作家からの指示書をつくる、もしくはもらうと

ては、業者への教育と言ったら言い過ぎかも

い、やりにくいものだと思うのです。費用も掛

いうことが、基 本 中 の 基 本として必 要で す。

しれませんが、そういった連携がないと成り

かりますし、どこで燻蒸するのだという話にも

その際に何が作品なのかということをきちん
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と認識する必要があると思います。そこにあ

を見ると油 彩で、アルディボンド板が 使 わ れ

#26 –28

るのが作品ではないかと思われるかもしれま

ています。これは商品名は「ディボンド」とい

冒頭にもお話ししましたが、作品を扱う際、収

せんが、作品といっても扱う人、見る人によっ

うのですが、ヨーロッパで作られているアルミ

集時には調査研究が非常に重要になっていき

て異なりますので、その作品に関わる人皆で、

の複合板です。薄いアルミとアルミの間に樹

ます。その場合、外側をじっくり調査観察する

この部分は代替可能ではない、この部分は代

脂がサンドされているような板で、まだ調査し

こと。あと、光学機器を使って調査を行うこと、

替可能であるといったような議論をして、ドキュ

きれていない部分があるのですが、アルミそ

素材をしっかりと顕微鏡等を使って吟味、判

メントを残すことが必要だと思います。

のもの、もしくはそこに樹脂のコーティングが

断すること、最後に組成の非破壊検査、こう

#18–20

されていると思います。普通のキャンバスに

いったことが現代美術の作品においては必

比べてフラット、つるつるで、そこに油絵の具

要なのではないかと思います。

これは先ほどのドレスの作品ですが、状態調書

を乗せているわけですから、早く劣化してしま

タイトルで「一提案」と書いたのですが、保

を取っています。作家による展示指示、
インスト

うのではないかという危 機 感を自分自身は

存修復に携わっていらっしゃる方にとっては

ラクションもあります。作品の構造が複雑にな

持っています。

当然のことだと思われるでしょうが、改めて予

いきます。ドレスをこのようにふわっと部分的

#23

るのではないかと考えながら取り組んでいた

に浮かせて展示するという指示もあったりし

この作品を斜め下から見ますと異様な光沢感

だきたいと思います。また、私が お伝えした

ます。そういった基本的なことは収集のときに、

があります。この作品は私が着任するもう何

いのは、私どもはいろいろな人の助けを借り

収集直後に行われる必要があると思います。

年か前に、輸送中に使う和紙が表面に張り付

て、何とか保存修復、保存対策ができている。

いてしまい、それを除去するという修復処置

そういった外部との関係性、内部の同じチーム

#21

が施されました。

ればなるほど、このインストラクションは増えて

防的な保全、ものを直す前に重要なことがあ

当館の作品でいくつか特徴的なものをご紹
介します。これはヤン・ファーブルの作品です。

のメンバーとの連携が重要です。今回のシン
ポジウムを開催した理由は、外部の研究者の

#24, 25

皆さんと交流を図って、今後のネットワークを

報告書を見ると、大掛かりな修復にはならな

築くことが何よりの保存対策ではないかと考え

すが、これは一見硬質なドレスのようですが、

かったということになっています。黒い部分が

ています。以上で私の発表を終わります。

技法・素材を見ると金網にタマムシがつけら

アルミの複合板です。金属です。ここがいわ

《昇りゆく天使たちの壁》というタイトルなので

れています。緑色の部分全体が虫です。そう

ゆる木枠のような補強する板の裏側の枠で、

いったものが収蔵作品としてあります。昆虫

これはちょっと考えなくていいのですが、この

ですので、他の作品よりも本当に注意しなけれ

アルミの複合板にほどよく油が吸収するとい

黒澤

ばいけない部分がたくさんあります。収蔵庫に

うことがないために、油絵の具の油分がずっ

ておりますが、なかなか手のかかる仕事で、少

入って、クレートの中に入っているのですが、そ

と乾燥しにくい状態でしばらく、向こう何十年

ないスタッフと限られた時間、予算の中で手

この様子を必ずチェックするとか、そういった

になるか分かりませんが、粘っこい、粘り気を

が回らないことも多くあります。皆さまの知見、

帯びた状態で行くのではないかと思います。

ご協力を得て今後とも研鑽に努めてまいりた

これも注意しなければいけない作品の1つで

いと思います。

日頃のメンテナンスが重要な作品の1つです。
#22

す。こういったアルミの複合板が使われてい

ゲルハルト・リヒター の「 アブストラクト・ペイ

るということです。

ありがとうございます。保全とお伝えし

ンティング」のうちの1つです。何の変哲もな
い抽象絵画のように見えますが、技法・素材
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Kurosawa Now I would like to introduce

#1

#2

the last speaker Uchiro Hiroyuki from 21st

My talk is titled “Preparation Methods: A

Much has been said in recent years about

Century Museum of Contemporary Art. He

Proposal on Mixed Media Conservation.”

the conservation of contemporary art. Some

came to this museum in 2014. He gradu-

This is about the approach on conservation

say it is the vulnerability and diversity of

ated from the Tokyo University of the Arts,

and preservation. In the past, a large part

materials used in works of contemporary art

and then for 13 years he worked at the Pola

of conservation study was to learn about

that create an urgent need for conservation.

Museum of Art (the Pola Art Foundation). He

the restoration of artworks. It was often the

Others say their physical reality does not

is mainly in charge of conservation and exhi-

case that we restored the works only when

really matter because contemporary art is

bition of modern paintings. Now, he is work-

they degraded to the level that required

mostly about concepts. We have just started

ing on the conservation of collection. He is

restoration. To date, the situation has not

the discussion on how we conserve contem-

doing research on preventive conservation.

much changed. Since the modern era, we

porary art. It takes some more time to find a

His areas of expertise include preservation,

have learned much from Western conser-

universal answer to this question, while the

conservation, restoration, and the history of

vation techniques to save works other than

deterioration of the works progresses day

painting technique.

traditional Japanese art, and trained young

by day. I think what we can do to preserve

conservators. The main tasks of conservation

works in museum collections is to delay

Uchiro I am working for the 21st Century

were to restore the works when necessary

the process of deterioration and to develop

Museum of Contemporary Art, Kanazawa as

and keep them in the best possible condition

preventive conservation focusing on regular

a conservator. When you entered this mu-

to prepare for exhibitions.

maintenance.

seum, from which entry did you come in?

The number of restoration engineers in-

This museum is a one-story building, and

creased until the early 1980s. However, the

#3

we have four entrances, north, south, west,

financial crisis in the early 1990s changed

The unfamiliar term “predictive conservation”

and east. You can enter the museum from

the social environment in which they had

at the bottom of the slide is coined by myself.

any of these four entrances. This building is

worked, limiting their opportunities to be suc-

I think this is part of preventive conservation.

designed by SANAA and meant to be very

cessful. As briefly mentioned in the morning

I think we need to examine the condition

open to the public. The buildingʼs glass walls

session, there are no more than five conser-

of the works in the collection in a way like

allow external light to come inside from all

vators working full-time at national, public,

doing a medical checkup, and predict their

sides and create bright spaces. The building

or private museums. The number of conser-

deterioration with accuracy. We also feel

is very welcoming, but its openness may

vators itself is slightly increasing, but there

need for research on materials for restoration

endanger artworks. Outside the building

are only a few conservators specializing in

and analysis of their composition, though we

lies open green space like a park, and I think

contemporary art.

have not done enough yet. These measures

some of you walked on the grass before en-

Under this circumstance, many people

for preventive or predictive conservation are

tering the museum. This however lets many

from various fields are now discussing how

what our museum primarily focuses on as

things get inside the building along with your

we can practice conservation work in the

preparation methods. “Be prepared and have

shoes and become a potential threat to the

field of contemporary art, and I think profes-

no regrets.”

works exhibited or stored. A beautiful, open

sional conservators should be at the center

building sometimes makes difficult the con-

of the discussion.

servation of works of art.

Preparation Methods:
A Proposal for Mixed Media Conservation
UCHIRO Hiroyuki (Conservator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / Japan)
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#4

We are not still sure if it was a right deci-

is a problem and minimize the damage.

Now, let us take a look at some works in our

sion to use the nylon strings. We may need

Second, manage the conservation environ-

collection. This is a dress piece we have and

to seek a better option in consultation with

ment in your museum through monitoring

is wearable.

the artist in the future. Odaniʼs dress is one

indoor air quality and regularly checking the

of the works to which we need to pay careful

microbial and insect pest damage. Third,

#5

attention from the perspective of predictive

maintain the appropriate environment for

This is a page from the catalogue of the mu-

conservation.

display of works in terms of lighting and se-

seumʼs collection, showing the work Double

curity. These are basic principles in running

Edged of Thought which consists of the

#9

dress and a photograph of a female model

As mentioned earlier, there are not many con-

wearing it.

servators in Japan, especially those specializ-

#11

museums and protecting their collections.

ing in contemporary art. Unlike the museums

Preparing the transport of works requires a

#6

in the previous presentations, our museum

lot of work, as is the case of Odaniʼs work.

The woman herself is of course not an art-

does not have a conservation lab. This is why

People working at museums know that it

work. The caption for Double Edged of

we sometimes need to do restoration in the

involves not only curators and conservators,

Thought (Dress 2) tells us the size of the dress

galleries or in the entryway to the storage

but also ground and air transport compa-

and that the it is made of human hair. It also

room with attention to surrounding condi-

nies. We need to work closely with the staff

tells us that the photograph is a C-print.

tions and changing environments. I always

of these companies to make sure the safe

think about how to perform proper conserva-

transport of the works. We also have to pre-

#7, 8

tion work in museums like ours that do not

pare for disasters yet to come. As the Great

This dress is Motohiko ODANIʼs work. It is

have labs or special conservation facilities.

Eastern Japan earthquake in 2011 reminded
museums, as well as common households,

now on display at the Centre Pompidou-Metz
in France. We had examined the condition

#10

of the dress for a while before lending it to

Preventive conservation could be effective

France. This is a close-up image of the dress,

in saving any work of art that uses physical

#12

showing that strands of hair are tied with

materials and objects from deterioration,

These photographs show our staff members

rubber bands. These rubber bands, which

and I think it is important to create a better

working in the storage area of the museum.

had become hard and cracked over the

environment for the mitigation of deteriora-

We do checking humidity and temperature in

course of two decades since ODANI com-

tion and damage. As I said, there are a lot

the storage environment, but it is also neces-

pleted the dress, needed treatment before

of things coming inside our museum, such

sary to ask outside specialists to collect detail

lending the dress to other museums, espe-

as leaves, particles of dust and sand, insects,

indoor condition data as often and regularly

cially to those in abroad. After consultation

etc. It is thus important to create an environ-

as possible. These professionals offer their

with the artist, we removed the old bands,

ment to prevent these small intruders or any

services not only to museums but to many

re-tied the strands with strong, thin nylon

elements of danger from entering the muse-

other institutions and companies, and we

strings, and sent the repaired dress to the

um. The first thing we need to do to make

need to build the close relationship with such

Centre Pompidou-Metz.

of the importance of preparation.

that environment happen is to control tem-

people and acquaint them with the museum

For this work, there is the artistʼs instruc-

perature and humidity to maintain optimal air

environment and its specificities. This a very

tion that the dress must be exhibited as it is,

quality in the museum. The same is true in

important thing, particularly to museums in

without using acrylic covers. For this reason,

the storage; we have to be careful of air con-

Japan.

a lot of dust had accumulated on the dress

ditioning to prevent bacteria and insect pests

The monitoring of insect pests by using

by the time we started preparing it for loan.

from developing. This is what I have learned

glue traps and the measurement of acidity/

It was very time-consuming to remove all the

from living and working in Kanazawa.

alkalinity, which I think most museums have

dust from the strands of hair. We had to con-

There are several ways of preventive con-

done at least at the time of the completion

tact the artist almost every day and ask him

servation. First, check and document in de-

of their buildings, should be performed

to check the condition of the dress through

tail the condition of works when we acquire

regularly.

its photographs we sent to him. Due to these

them and before we put them on display, so

efforts we could successfully make the loan

that we can respond quickly whenever there

happen.
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#13

gentle. Verbal communication contributes to

oil-on-alu-Dibond abstract painting. Alu-

Allowing tidy and sufficient space for doing

the safety of the works, so to speak.

Dibond is an aluminum composite panel
produced in Europe and marketed under

conservation practices is fundamental, and
we sometimes ask local transport company

#17

the name “Dibond.” It has a polyethylene

staff to create that space. It takes about a day

Most museums do collecting artworks. Very

core sandwiched with two thin aluminum

or two to move large works and tidy up the

fundamental and important is to carefully ob-

layers which are also perhaps resin-coated.

working space. The level of transport com-

serve them at the time of, or ideally before,

The panel is flatter than an ordinary canvas,

pany staff competence varies. Some people

acquisition. Also unquestionably important

which fears me that the oil paint applied onto

are experienced in handling art objects, and

is to make condition reports and document

the surface of the painting affects the panel

others not. So we have to pay attention to

or obtain artistsʼ instructions regarding their

and accelerates its deterioration.

their work all the time and teach them if

worksʼ display and care. In addition, I think

necessary.

we need to understand what makes the

#23

works themselves. Their physical presence

The work looks oddly shiny when viewed

#14

alone is not always enough to understand

from a low angle. It had received a resto-

It may be surprising, but we sometimes out-

what they are, since our views on their na-

ration treatment several years before I came

source cleaning jobs to professional compa-

ture vary. The works may also consist of both

to the museum. Japanese paper used during

nies, though our curators and conservators

replaceable and irreplaceable elements, and

transport for protection purpose sticked to

do cleaning the storage room and the galler-

we have to discuss which element is essen-

the paintingʼs surface, and the treatment was

ies, in relays, every week.

tial before documentation.

done to remove it.

#15

#18–20

#24, 25

We fumigate works when they are brought

Again, Odaniʼs dress, and this is a condition

The treatment was less extensive according

into our museum or added to the museumʼs

report of his Double Edged of Thought (Dress

to its report. Meanwhile, this black part is the

collection. Fumigation is a tricky and difficult

2). This is the artistʼs instruction; more com-

aluminum composite panel which is support-

treatment. It costs and needs a right place to

plex a workʼs structure becomes, longer an

ed by a metal frame. This panel absorbs less

do. We have permanent fumigation booths,

instruction gets. Here, Odaniʼs instruction

oil than other supporting materials, which

but the treatment sometimes takes place in

says that the dress must be displayed in such

indicates that the oil paint is likely to remain

the entryway to the storage room for security

a way to highlight its floating look. I think this

relatively sticky for several decades. This is

reasons. Its purpose is to suppress the inter-

kind of information should be obtained at the

another work we have to take special care of.

nal development of insect pests.

time of, or soon after, acquisition.
#26–28

#16

#21

Once again, it is very important to examine

This is Narita International Airport. Here you

Here, let me show you some of the works in

works whenever we handle them. The exam-

can see a huge plate-like pallet on which

our collection. This is by Jan FABRE. The title

ination includes a thorough visual observa-

crates are placed and fixed; a forklift lifts

is The Wall of Ascending Angels. At a glance,

tion of their appearance, a microscopic in-

up the pallet and loads the crates into an

this dress looks very hard, but it is actually

spection of materials used in the works, and

aircraft. Vibration in rough handling at an

entirely made of jewel beetles kept together

airport is the most dangerous part of the

by a metal framework. Since it uses insects,

transport of works, and it is not uncommon

the work has many things to which we need

to find our crates scarred by heavy machin-

to pay careful attention, more than any other

ery. So we watch over the loading process

works we have. It is stored in a crate; regular

and prompt handlers to treat the crates with

checking and maintenance are essential to

care. Regardless whether in Japan or not,

keep this work alive.

just letting them know that the crates contain
works of art will make the handing relatively

#22
This is one of Gerhard RICHTERʼs paintings titled “Abstract Painting.” This is an
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a non-destructive compositional analysis of
these materials. I believe works of contemporary art need to be cared this way.
“A proposal” included in the title of my
talk indicates that there should be many
things to be done before the actual restoration of artworks. In addition to this proposal,
which may be too obvious to many of you
working at museums, I also want to stress
that our conservation work would not have

#1

#5

#2

#6

#3

#7

#4

#8

been possible without help from many people. It is therefore crucial to improve teamwork between a museumʼs staff members
and promote cooperation with other people
and institutions. This is why we organized
this symposium, and we hope that it provides opportunities to network, creates new
connections, and leads to stronger conservation strategies. Thank you.
Kurosawa Thank you very much. Conservation
is such a laborious work. Due to limited staff
and financial resources, there are so many
issues that we cannot manage alone. I hope
that with your support and cooperation, we
can continue efforts in developing our conservation work.
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#13

#17

#10

#14

#18

#11

#15

#19

#12

#16

#20
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#21

#25

#22

#26

#23

#27

#24

#28
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パネルディスカッション
パネリスト：
フラヴィア・ペルジーニ（アソシエイト・オブジェクト・コンサベーター、ボストン美術館／アメリカ）
リュウ・ナニ（コンサベーター、サムスン美術館リウム／韓国 ）
クリステル・ペスメ（コンサベーター、M＋／香港 ）
モデレーター：
内呂 博之（コンサベーター、金沢21 世紀美術館／日本 ）

黒澤

それでは、ディスカッションに移りたい

と思います。午前中に基調講演をいただきま

般についてもそうですが、マテリアルの部分を

工房で作られた作品で、作家の考えやアイデ

替えなくてはならないという問題があります。

アだけがあり、物自体は作家の手で作られた

したペルジーニさんを加え、リュウさん、ペスメ

作品の寿命が短い上、すぐに陳腐化してしま

わけではないので、それを再塗装するときも、

さんにご登壇いただき、1時間ほどではござい

うからです。この 場 合、作 品 のマテリアルは

ペイント自 体 はオリジナルとしての 重 要 性 は

ますけれども、活発なご意見を頂きたいと思い

オリジナリティーを反映したものではなくなり

それほどないと考えました。そういう作家のコ

ます。モデレーターは弊館コンサベーターの内

ます。オリジナルの 部 分 が 影 響を受けます。

ンセプト、何色で、どういう光沢で、どういう材

呂博之が務めます。

しかし、伝統的なマテリアルを扱うコンサベー

質で復元されるべきか、そこが一番大事だと

ターとしての経験で、古典的な美術作品、例

考えたので、ペイントの塗り直しができました。

内呂

それでは、ディスカッションの時間とな

えば度重なる損傷や修復を受けたり、欠けて

場合によって考え方が違うこともありますが、

りました。午前中からフラヴィアさんの話に私

無くなってしまった部分もある古代彫刻の顔

最初の状態を維持できる限りは、それを最大

が問いかけたいこともかなり含まれていたの

などを見れば、作品の機能に大きな影響を受

限維持することが、美術館で保存修復を行う

で、何から話題にしたらいいのか悩むところ

けていると言えるでしょう。外観の変化によっ

立場としては大事だと思っています。

です。私の方でも少し触れましたが、現代美術

て、元々の表現のコンセプトは少なからず失
内呂 クリステルさん、お願いします。

においてオリジナルは何かというのは、今後い

われ、オリジナリティーそのものも影響を受け

ろいろなメディア、タイムベースト・メディアも

ているのです。したがってオリジナリティーの

そうですけれども、メディアでも重要な議論が

問題は、現代美術に限ったものではなく、どの

ペスメ

なされなければいけない部分かと思います。

ような芸術にも当てはまることだと思います。

ここで付け加えたいのは、いわゆる「伝統的な

内呂

ミュージアムのコレクションに入ることを想定

フラヴィアさんから、オリジナルということに
関して何かお話しいただけますでしょうか。
ペルジーニ

私自身、オリジナリティーやオリ

ジナルということについては、キャリアを通じ

基本的には同意します。ですが、私が

芸術」̶概して古いものを指しますが̶とは、
これまで のご 経 験 から、特 に現 代 に

限ったことではなく、伝統的なものも該当する

して作られたものではない、ということです。

のではないかということですね。リュウさん、

なぜならミュージアムというのは、19世紀に

いかがでしょうか。

て随分と考えてきましたし、常に議論の的に

なって初めて登場した極めて最近の施設だか
らです。こうした作品は、ミュージアムという

なっています。しかし、結論としては、少なくと

リュウ

も私の経験に基づいて言いますと、コンセプ

家の意図、何を表現しようとしたのかが一番

文脈は今ではほとんど、少なくとも部分的に

チュアル・アートにお いて我々がまず保 存 す

大事だと思います。例えば、私が今日発表し

は失われてしまっています。現代美術を取り

私もペルジーニさんと同じ考えで、作

文脈以外で鑑賞されるものであり、そうした

べきことは作品のコンセプトとアーティストの

たナムジュン・パイクの自動車の作品の場合、

巻く文脈はそうではありません。現代の作家

意図であり、マテリアルの部分は最後になる

ドイツで一般市民が車に直接ペイントしたと

はほとんどの場 合、ミュージアムやそれと関

ということです。ただし最後とは言っても、そ

いうこのパフォーマンス自体が、本当の作品

連する場所で自身の作品が展示されることを

れが重要ではないということではありません。

のオリジナリティーだと思うのです。パフォー

想定して作品を制作しています。

やはりマテリアルなしでは、作品のコンセプト

マンスとしてのオリジナリティーは、20年以上

ここで、先ほどあった文化的陳腐化につい

やアーティストの意図を守ることはできませ

経ったのでもう無くなっていて、今はその パ

て歴史性の問題と共に振り返ってみたいと思

んので。基本的にはそのように考えています。

フォーマンスの結果物としての作品を我々が

います。これはまさに昨日、パネリストのみな

保存しているわけなので、その外見を最大限

さんと議論した事柄で、そこでの議論のいくつ

通 常、オリジナルの芸 術 作 品とは、私たち
が所蔵するもの、受け入れるもの、作家が制

維持することが大事だと思っています。

かをぜひ皆さんと共有できればと思います。

作したものを指します。しかし例えばタイム

それとは別に、リキテンスタインの作品の場

オリジナルなものを維持することはとても大事

ベースト・メディアの場合、そして現代美術全

合は、作家のドローイングをベースに工場や

なことです。しかしそれは物質性に執着すると
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いう意味ではありません。マテリアルな側面

リュウ

というのは、作品を、それが制作された時期や

持っていた色を全部除去しないと、新しいペ

ています。彼らを納得させること、説得するの

歴史的文脈につなぎ留めるものであり、芸術

イントがきちんと定着しないので、全部除去

も、私たちの仕事ではないかと思っています。

的実践や芸術とは何かという理解を枠付けて

するしか選択がなかったのです。そのままオ

いるという認識が大切なのです。作家が作品

リジナルを保存するか、全部除去するかを悩

内呂

を制作する上で選択した素材や形式は、当時

んだのですが、結局、作品の寿命を長くする

アートのメンテナンスの話をされていましたが、

オリジナルの ペイントと、元 々 車 が

ならないの？」ということを何年も言われ続け

フラヴィアさん、屋外作品、パブリック

の文化的・歴史的文脈を常に反映しています。

のが目標だったので、除去せざるを得ません

同様に、今後たいへんなところ、普段思われ

そのマテリアルを選択した理由が、単にそれ

でした。

ていることをお話しいただけますか。

が利用可能なものであったというだけだった
としても、着目する価値がそこにはあります。

内呂

作品のオリジナルの素材というものは、作家

しかないということですね。

作品の状態に合わせて考えていくこと

ペルジーニ

午前中に申しましたように、私ど

もの美術館には20点の常設屋外展示があり、
定期的にメンテナンスを行う必要があります。

の 意 図 だけでなく、制 作 当 時 における文 化
的・歴史的重要性をも伝えています。オリジ

リュウ

ナルのマテリアルが失われず持ちこたえるこ

どく剥落して変色した状態のまま維持してき

す。彫刻を守るために、年に1回メンテナンス

とで、そうした重要性が意味するところのもの

ました。それを全部除去するのは物理的にも

をしています。年2回できればとも思いますが、

を保持あるいは復元し、次の世代へと語り継

たいへんですし、費用もかなりかかります。そ

ボストン地域の気候がそれを許しません。冬

はい。それで、数年間はペイントがひ

そうしなければ、劣化が加速してしまうからで

して何よりもオリジナリティーを除去するとい

が大変寒いものですから、気温が下がり、雪、

作品本来の姿を取り戻し、鑑賞者により適切

う危険な選択でもありました。そのため何年

氷に悩まされます。夏はとても暑く湿度も高

な鑑賞体験を提供することは正当化されうる

間かは「もう少し、もう少し」と時間が過ぎてし

い上に、期間が非常に短いです。そうなりま

という認識は決して間違いではありませんが、

まったので す が、最 後 にはどうしようもなく

すと、私たちが作業できる機会は非常に限ら

そうした作品への介入が、過去と現在の鑑賞

なって修復することになったのです。

れています。

ことも忘れてはいけません。つまり作品の持

内呂

屋外の作品を直して、今後もメンテナ

できれば 2日続いて乾燥している時に行うの

つ意味の伝達が妨げられるというリスクです。

ンスを続けていかなければならないというこ

が一番いいです。雨が続くのは避けたいとこ

ミュージアムというのは、この意味伝達のため

とですが、そのあたりの話し合いはどうしてい

ろで、作品の汚れを洗い流すということはあ

に存在しています。言うなれば、過去を見つ

こうかというのはあるのでしょうか。

りますが、なるべく表面が乾いている方が助

リュウ

で届かない大きな彫刻作品では足場を組ん

いでいくことができるのです。

一番の課題が天気です。作業は乾燥した、

との一貫性を損なう危険性を常に伴うという

かります。機材も必要です。はしごでも先ま

めることで現在を豊かにし、同時に未来への
眼差しを持つことを可能にするような、時を超
える航海の舵取りを担っているのです。

一番の問題はやはり費用です。何を

するにも費用がかかるので、その費用を一番

でから作業しなくてはなりません。その場合、

縮小できる方法は、予防管理、日常的な管理

美術館の作業スタッフやメンテナンス関係の

時間的な概念もかなり重要に考えられ

をすることです。費用のためには、それが一番

スタッフにも協力してもらう必要があります。

ている、そしてコンセプト、物理的な問題につ

の解決法だと考えています。けれども、それを

本来の業務もあって皆とても忙しく、彼らの時

いてもまた重視されているということですね。

学芸員の方や、他の部署の方々と話し合って

間を確保するのも一苦労です。ですので、全

リュウさん、先ほど聞き忘れましたが、車の古

もなかなか理解が得られず、毎回説明しても、

内呂

い箇所を外して、削り去って、銀色に新たに塗
り直すという時に、何か考えるところはありま
せんでしたか。

「どうしてまたやるの？」という答えが 返って
きます。
「 今 で はなく来 年 やったらどう？」、
「なぜ 2 年に1回コーティングし直さなければ

員のスケジュールを調整し、一緒に作業でき
るようにする工夫が必要です。
頭数をそろえる必要もあります。大掛かり
な作品になりますと、少なくとも2人は必要で、
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場合によっては4–6人で作品の洗浄、乾燥、

内呂

ワックス掛け、磨き作業を行 います。人手が

題が多くあると思います。ボストンほどではな

屋外作品では、気候的な危険性や 課

けた方々には関わってもらうことがあります。
しかしそうでない一般の方が共同で作業する

多けれ ば 多いほど、徹底的かつ丹念な作業

いかもしれませんが、金沢も厳しい気候です。

ことを認めてはいません。負うべき責任があ

ができます。スピードアップもでき、作業日を

特に冬は雪が降ります。屋外作品の中に、地

まりに多く、危険も伴います。美術館と一般の

最大限活かすことができます。

面より少しレベルが上がるからなのかどうか

人々の双方にとって大きな問題となりかねず、

数年前、彫刻の多くにラッカーによるコー

分からないのですけれども、小さなお子さん

共同作業を行うことはありません。ですが当

ティングが施されました。今日では賛同でき

が中に入れる作品があって、そこにネットが

館 で 人 気 の プログラムの1つ に「 コンサベー

ない方法です。例えば「インクララック」
（アメ

張ってあります。そのネットの上に登ってしま

ション・イン・アクション」というものがあります。

リカでの商品名 ）のようなラッカーですが、ブロ

い、ネットがボコボコになってしまいます。それ

これは、コンサベーターの作業をガラス越しに、

ンズ作品にとっては理想的で、使用しやすい

を年 に1回か2回、冬 の 時 期 に直 す。あるい

あるいは直接目の前で一般の方々に見てい

ものです。ブラシで塗ったり、スプレーしたり

は春になってから直すということがあります。

ただくというものです。作業内容を解説した

することもできます。しかし毒 性 がとても強

外部の溶接のできる方に来ていただいてやっ

パネルを近くに置き、どんなことを何のため

く、使用者への健康被害も懸念されることか

ているというのが実情です。屋外作品といえ

に行っているのか 分かるようにしています。

ら、現在では使用していません。施されたラッ

ば、M＋は、海にとても近いと思うのですが、

場 合 によっては、作 業 場 所 の 横 に置か れ た

カーを取り除くのは非常に困難です。さまざ

屋外に作品を置くことは考えられているので

ノートに、作業に関する質問やコメントを残せ

まな手段を講じて取り除く必要がありますが、

しょうか。

るようにしています。そこまで集中力を必要と

とは言え毒性のある除去剤は使用したくない

しない作業の場合には、直接私たちに話しか

ので、ドライアイスを使うやり方やレーザーな

ペスメ

ど、他の手 段をいろいろと研 究しています。

お二方に質問があります。屋外作品のコンサ

置くことができるタイミングがあれば、こちら

またラッカーだけではなく、長い年月の間に

ベーションを行うときに、一 般 の 方々にも関

もぜ ひ彼らと話をしたいと思っています。来

その予定は今のところありません。

けてもらうことも可能です。わ ずかでも手を

ガチガチに固まってしまって溶剤で除去する

わっていただいているのでしょうか。私はこ

場者には好評で、少なくともボストン美術館

のも難しいワックスの堆積膜もどうにかしな

のシンポジウムや プレゼンテーションに興 味

では人気のプログラムですので、今後もっと

ければなりません。

を持って参加して下さるっている今日のお客

そのような機会を増やそうと考えています。

メンテナンスを毎年行い、錆びの発生や作

様の様子を見て、保存活動にお いて一般の

品本来の味わいを損なうダメージを防ぎなが

人々や子どもたちが果たす役割の可能性を大

リュウ

ら、作品を守るための解決策を積極的に模索

いに感じました。作品を前にするとはしゃぎ、

私立の美術館だからかもしれませんけれど

し、あらゆる方法を検討しているところです。

場合によっては傷つけてしまうかもしれない

も、一般の方は修復には介入できません。屋

屋外の彫刻作品に1点、塗装されたものがあ

子どもたちですが、そんな彼らが例えばフラ

外彫刻の修復を行う時も、中が見られないよ

ります。現在展示中のものとしては唯一、地面

ヴィアさんが今日紹介したような野外彫刻の

うに足場をテントできれいに隠して作業をして

の上に置かれた作品です。この作品は美術

ケアに関心を持つこともあるのではないかと

います。美術館の敷地内には、3–4点しか作

館近くの駐車場の高い場所に設置されてい

思うのです。お二人の美術館では、こうした

品がないので、年に2回ほどクリーニングをし

て、塗装されたファイバーグラスでできていま

可能性はどう考えられていますか？

ています。それだけではなく、実は彫刻の収

す。この 場 合、必 要となるメンテナンスは 先

私たちの場合は全然違っています。

蔵庫が屋外にあります。中に入りきらなくて、

の場合と大きく異なります。今のところワック

ペルジーニ

ボストンでは、一 般 の人々が 作

収蔵庫自体が屋外となっています。屋外にあ

ス掛けや、ペイントが 退 色していたり剥 げ た

業に関 わることはありません。ただしボラン

る、展示されずに保存されている彫刻を管理

時だけ再塗装を行うといった程度のことしか

ティアで、化学製品の取り扱いに関する研修

するのが大変で、それが何十点もあるのです

できない状態です。

を受け、我々の指示に従うよう一定の訓練を受

が、そのすべてを毎年クリーニングするのは
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無理なので、毎年10 点ずつぐらいに絞って処

内呂

置をしています。ただ来年は予算が足りなく

お話をしてきました。先ほどフラヴィアさんも

をしながら思ったのは、作品に関するきちんと

てやめることにしました。そのような状況です

クリステルさん、私も触れ、そして今もまた少

した記録があまり行われていないことです。

ので、そのときによって規模も頻度も違ってき

し触れていただいた予防保全について、今後

私たちの美術館の場合は特にそうなので、記

ます。

どのような議論がなされていくのでしょうか。

録をしていくことが大事だということが分かり

国際的な保存の大会では予防保全がテーマ

ました。記録がない場合は、情報を集めるこ

内呂

金沢では、子どもたちに保存に関わっ

これまでオリジナル、作品に関して少し

リュウ

今日の発表でも触れましたが、修復

になっていくと思うのです。今後の重要性につ

とが重要なのですが、もし作家や財団がある

てい た だくことはまだできていない ので す

いてお考えをお聞かせいただけますか。まず、

場 合 は、インタビューやアンケートを取って、

が、作品を鑑賞するという教育活動は積極的

フラヴィアさんからお願いします。

それを残していくことも今できることの1つで

に行われています。美術館の中にある作品を

はないかと考えています。

小さなときから見て、親しんでもらいたいとい

ペルジーニ

私たち登壇者パネリスト同士で

また、先ほども言いましたが、美術館の組

う強い気持ちからなのですが、やはり見るだ

は、昨日からずっとこのことについて議論して

織内の関係者との交流があまり頻繁には行

けではなくて、公 立の美 術 館でもあるので、

いますね。昨日話していたことを今日も繰り

われていないことも課題です。考えているこ

自分たちの作品である、自分たちの美術館で

返したいのですが、私の見解では、予防保全

とが違うからかもしれませんが、特に現代美

あるという意識をもっと持ってもらうために、

や作品のメンテナンスにおいて最も大事なも

術 の 場 合 は、館 内でのコミュニケーションを

そして、今後とも自分たちのものだからちゃん

の は、何よりも収 集 時 点で のドキュメンテー

もっと増やしていくことが重要だと思います。

と残していかないといけないと思ってもらう

ションです。これは極めて重要です。そして多

韓国の場合は、他にコンサベーターのいる美

ためのプログラムが必要になってくると思っ

くの人々との継続的な対話、組織内外の同僚

術館が国立現代美術館だけなので、その機

ています。具体的にはまだ考えていません。

たち、作品に関わる分野の専門家たち、作品

関のコンサベーターとの交流を通してネット

制 作を行うアーティストや そのアシスタント、

ワークを築いていくことが課題です。

話は戻りますが、M＋では特に外には作品
を設置しないのは、やはり海の影響、塩の影

作 品 の 前 の 所 有 者、その ほ かギャラリー の

響などを考慮されているのですか。

オーナーなど作品に関わった全ての人たちと

ペスメ

コミュニケーションをとり、協働作業をしてい

たいと思いますが、まずは皆さんの予防保全

くことが必要です。

が今後の保全の鍵となる考えに全くすべて賛

ペスメ

M＋に来て間もないものですから、ま

予防保全に関して3点ほど申し上げ

だ全体の状況を把握しようとしているところで

こうした対話やコミュニケーションは、作品

同いたします。すでにさまざまな仕事がなさ

す。しかし、M+で屋外作品を収集しないのは、

の収集後も続けていかなければなりません。

れており、それは非常に素晴らしいことです。

予防保全が全ての理由ではないと思います。

収集の時点である程度の情報を得ることは可

1点目は、予防保全は持続可能性の問題と深

まだ分野として、コレクションが発展途上にあ

能ですが、作品は長い年月の間に変化してし

く関わっているということです。持続可能性

るということだと思います。将来的に手がける

まうからです。テクノロジーも変化します。保

の概念はここ5–10 年の間に我々の分野で頻

かもしれませんが、現時点での予定はありま

存、展示、収集の常識も年月とともに変わり、

繁に議論されるようになりましたが、そうした

せん。先ほど紹介したように、建設がすさまじ

時代の流行に左右されます。ミュージアムの

概念をいわ ゆる経済や資源に関する視点か

い勢いで進んでいます。西カオルーン文化地

歴史の中で常に起こりうることです。ですから、

らのみならず、コレクション管理の観点からも
考えていく必要があるということを示唆して

区の建設が完了するのは5–7年先ぐらいにな

あらゆるレベルで の 対 話をオープンにして、

ります。ですから、現時点ではまだ予測がつい

前に議論されたことについても再考していく。

います。作品の急速な消耗や消費をもたらす

ていないことが理由の1つだと考えられます。

心を開き、オープンな態度で、常に作家のこと

のではない、あくまで作品のケアを考慮した

将来的には、塩害や公害といった大きな課題

を考え、彼らの意図が何であったのかを考え

コレクションへのアクセスを目指す実践が必

に向き合う必要もあるでしょう。

ていくことが今後必要かと思います。

要ということです。作品の活用と保存のバラ
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ンスを取る。これこそ、ミュージアムの中核と

あっても有効です。特に現代は、いろいろな

なるべき素晴らしい考えだと思います。この

ものが複雑に絡み合っているミクスト・メディ

人と一緒に協力して調査を進めていけば、コ

意味で予防保全の議論の継続は重要であり、

アの作品が多い時代です。何を使って作られ

レクションの展示に生か せることがあると思

持続可能性は今後も議論されることでしょう。

ているのか、場合によっては一番弱いものに

うのです。新しい発見があって、そこから何か

だけに有効というわけではない。いろいろな

持続可能性の概念をひどく限定的に、エネル

合わせて保管しなければいけない。それを見

新しい展覧会が生まれる可能性もあると思い

ギー消費や 経済的な観点からのみ捉える人

極めるためにも、保存科学的な調査がこれか

ます。クリステルさん、どうですか。

もいます。もちろん1つの考え方ではあります

らもっと重要になるのではないかと思ってい

が、それだけではありません。持続可能なコ

ます。

レクションの活用という考え方も非常に重要
だと思います。
予防保全に関して2つ目に私から申し上げ

ペスメ

特にボストン美術館は歴史があるので、古

時間とのバランスの問題は理解して

います。ミュージアムは知識が集約する場所で

いものから現代のものまで機器を使って調査

あり、知識を生み出す場所でもあるべきです。

されている実績はどこよりも多いと思います。

また、知識を創造する場はミュージアムだけ

たいのは、その難しさ、つまり、シンプルな対

そういった先輩の美術館に倣い、調査に関し

に限らず、大学のように教育を行い、知識の

策と実践を戦略的な思考と結びつけて行わ

ては非常に費用がかかることではあるのです

創造と伝達を行っている機関も他に色々あり

なければならないという点です。計画を持っ

が、急 に作 品 が 劣 化して修 復 が 必 要 になっ

ます。ですのでこれからは、ミュージアムが大

て保全を進めていく以上、細かい部分と全体

て、急にお金を調達しなければいけないとい

学等の機関と、各々の方法論、実践、目標設定

を同時に見なければなりません。些細に見え

う状況に陥るよりは、日頃の分析調査を重視

の特色を踏まえた上で、どのように協力しあっ

る単純な態度が、同時に全体と混ざり合って

して行なっていきたいと思います。リュウさん

ていくかが一つ課題になります。ミュージアム

いるということで、皆さんの予防・予知保全の

もそういう調査は継続されていますよね。

との協 働 作 業に関 連 する分 野には、物 質 科

いへん素晴らしいと感じました。これを受け

リュウ

ジー、人類学などが含まれます。

て、3 点目は、コレクションの状態を観察する

の修復も同時にやっているので、そういった

ミュージアムと学術界の双方に恩恵をもた

方法をどのように発展させていくかというこ

調査を続けています。屋外彫刻以外に、平面

らす実りある協働作業の最善のモデルがどう

考え方、そのために取り組んでいることはた

学 は も ち ろ ん、美 術 史、社 会 学、テクノロ
はい、もちろんです。伝統的な絵画

とです。そのためには、そうした観察を通して

作 品 でも、例 え ば アクリルや ペイントだった

いうものか私にはまだ分かりませんが、様々な

得たデータを分 析 するためのツールが 必 要

り、いろいろな合成樹脂による絵の具なども

モデルはすでに世界中で提案されています。

で、これにより次のステップの予測が可能に

多くあります。その物質の劣化や損傷に関し

例えば、物質科学の分野との連携については、

なるでしょう。

ては、油絵など伝統的な材料よりは経験が浅

アメリカのモデルが最も進んでいると思いま

いので、常に研究を続けていこうと思ってい

す。ヨーロッパではイギリスとドイツが初めてサ

内呂

ます。けれども、美術館に勤めていると研究

イエンスラボをミュージアム内に設立しました。

前から現在、1940–1950年代ぐらいまでの絵

する時間が多くはないので、そのバランスをと

しかし高度な科学的実験や研究を行うための

画作品の修復を行ったことがあります。修復

るのも大変ですし、修復もしないといけない

ラボをミュージアムが持つべきかどうか、私自

のための 調 査では、実 はリュウさんと5 年 間

作品がずらっと並んでいるのに、それをおい

身はっきりとした答えは出 せていません。保

一 緒 に調 査していたので す が、光 学 機 器を

て材料の研究ばかりやっていると、なぜ修復

存科学の専門家は、一方で内部のコンサベー

使った調査や 実際にルーペや 肉眼で観察す

しないのかと言われたりもするので、うまくバ

ターやキュレーターのチームと協働し、他方で

るということをしており、そこで調査の基本を

ランスを取りながらやっています。

私の個人的な経験ですが、100年ほど

身につけることができたのですが、現代美術

大学の科学者といった外部の専門家とミュー
ジアムを結びつける架け橋としての役割があ

作品を扱うようになってそれを忘れていまし

内呂

私が美術館に勤め始めてからの経験

ると思っているからです。私自身もまだ明確

た。けれども、その方法はどの時代の作品で

に基づくと、そういう分析調査は、保存のため

な 回 答を得られ ていな い ので す が、コンサ
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ベーターとして知識の創造にどのような役割

は、研究することが贅沢だと思われています。

を果たすことができるのか、我々が働くミュー

美術館に勤務しているという恵まれた立場に

います。私自身、現代美術に携わり始めて日

ジアムが作り出す知識にどのように貢献でき

あるとは言え、自分自身の調査を行うために

が浅いのですが、現代美術は問題が多すぎ

るのか、皆さんと共に考えていきたいと思っ

は外部資金を獲得しなければなりません。幸

るというぐらい多いのです。これまで自分の

ています。

運にも美術館から調査研究のための時間を

殻に閉じこもって研究していましたが、それで

いただくことができましたが、これは美術館に

はいけないなと、現代美術に携わり始めて痛

ペルジーニ

私からも続けて発言いたします。

づくりというのが非常に重要になってくると思

とってもメリットのあることなのです。館の人間

感していますし、こういったシンポジウムを考え

ボストン美術館は、幸運にも保存科学部門が

が外部資金を獲得し調査や発表に出かける。

る上で、ネットワークをいかに構築できるかが、

あります。2人の科学者がいて、1人が無機物、

旅先での成果には新たな人的ネットワークの

今後の美術館のコレクション保存において重

もう1人が有機物を専門としています。美術

形成や機会の創出もあり、研究結果の出版や

要なことだと感じています。

館でいくつか異なるタイプの分析を行うこと

発表を通して美術館の名声も上がるからです。

ができますが、すべての種類の分析を行える

しっかりとした計画と議論が必要ではありま

リュウ

ような設備が整っているわけではありません。

すが、何らかの方法が見つかるはずです。

段階でコンサベーターとの意見交換があれば

ることは何なのか。我々はこうした情報を手

リュウ

美 術 館 に保 存 科 学 的 分 析をする人

では私たちの出番がないので、購入されたも

に入れる必要がありました。我々の地域には

がいるところといないところの差は本当に大

のを保存する、調査している状況です。理想

どこにどんな設備があるのか、そこででき

私の希望としては、作品を購入する

本当にいいと思いますが、現在は購入の段階

多くの大学や 病院がありますので、彼らとさ

きいと思います。私たちの美術館には当初2

としては、この作品を買うか買わないかを決

まざまな交 換 協 力を始 めるようなりました。

人の科学者がいましたが、残念ながら今は1

めるときに、学芸員の方とコンサベーターが一

例えば、
「 私たちがこの分析をするから、その

人しかいません。でも、彼と修復をしながら協

緒に話し合いができればという願いはありま

代りにこの分析をしてもらえませんか」とか、

力し合うことでいろいろな研究を進めること

す。

「ここの所を助けてもらえれば、我々の場所を

ができるので、そういう点ではとてもラッキー

使ってイベントなどをする際にディスカウント

だと思っています。絵画のクリーニングでは

内呂

しますよ」といった具合です。自分のミュージ

伝統的な溶剤を使うのですが、健康にも悪い

術館にいると、日常的に作家の方が出入りし

アムにないリソースを見つけて確保するやり

し、環境にも悪い、作品にも強すぎるという問

ていて、時にはここで作品を作ったりされて

作家との関係をいうと、現代美術の美

方には、こういった形もあります。日本の場合、

題があって、現在ではジェルを使用したジェ

います。どこまで可能か分かりませんが、保

どのような形で連携が可能なのか分かりませ

ルクリーニングが話題になっています。私の

存修復に携わる人間が作家と話をする機会

んが、まずは地域レベルでそのような取り組

同僚もそのためのワークショップに参加した

が増えて、そういう作家さんが増えていけば、

みを始めてみて、それを広げていく。何かそこ

りしています。ジェルクリーニングをするため

どこかでその作家が作った作品が収蔵される

から得るものがあるかもしれません。リソース

にも科学者の協力が常に必要であり、化学的

と思うのです。保存ばかり考えると表現の幅

がない場合、何ができるのか、どこで見つける

な反応、分析機器を利用してどこまでジェル

が狭まるのかもしれないのですが、実際に保

ことができるのか。お話ししたように、私たち

でクリーニングができているのか確かめない

存についての考えを持って制作されている方

はとても幸運な状況にはありますが、それで

といけないので、科学者との共同研究を今進

が少しずつ増えて来ています。ですので、作

も必要なものすべてが整っているわけではあ

めています。そういう面では科学者の存在は

家と接する機会を増やさないといけないと個

りません。

とても大事だと思います。

人的には思っています。

ています。他の発表者と同様に、私も仕事量

内呂

ペルジーニ

が多く、時間的な余裕はありません。今日で

しかり、いろいろな人との連携、ネットワーク

科学や 科学的調査は非常に重要だと感じ
やはり、保存を行っていく上で科学者

もちろんそのとおりだと思いま

す。我 々の コンサベーターとして の 知 識 を
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アーティストに押しつけるということになると

に従って美 術 館 のスタッフが 制 作と展 示を

作 品 の 成 果 にも関 わってくると思 います。

行った時だとすれば、ここでの「作家性」は一

健全で刺激的だと考えます。現実として複雑

アーティストが、考えたり、作品を作るときに

体どうなるのでしょうか。ミュージアムがアー

な様相を呈する可能性を認識しておくのです。

心配させてはいけません。けれども同時に、

ティストと「作家性」を共有するのでしょうか？

アーティストと友好的に、気楽な雰囲気で議

私は、作家と美術館がそれを共有すべきだと

内呂

論し、相容れない材料を一緒に使うことの危

言っているわけではありません。ただ、時に私

なお話、議論をさせていただきました。ここで

険性や、酸素や光などに晒されることで時間

たちは、伝統的な「作家性」の認識を更新し、

少し質疑応答の時間を取らせていただきます。

と共にどのように変化してしまうかということ

個々の作品のあり方に応じて調整していく必

ことも予め考慮した上で議論を行うのが、私は

先輩のコンサベーターの3人から貴重

を 知ってもらうことは 必 要 だと思 います。

要があると思っています。保存に関する問題

Q1

ミュージアムの専門家として、一般の人々を教

を早くから持ち出してアーティストに干渉し、

究員と、かつ現代アートのアーティストもして

僕は文化財保存修復研究センターの研

育していくこともまた仕事です。アーティスト

彼らの創造を制限するようなことは避けるべ

います。アーティスト・コンサベーターみたい

もそうした一般の内の1 人であり、同時に我々

きだと私も思います。これは適切ではありま

な形で保存と制作と両方をしている状態です。

の協力者で、我々は彼らのクライアントでもあ

せん。コンサーベーターは、アーティストと共

実際、今議論されていたように、アーティスト

りますが、こうした対話は絶対的に必要だと

に、現在そして未来の鑑賞者にとって最適な

の仲間たちの間で、どういうふうに保存してい

思います。

作品へのアクセスと経験を提供するために協

くか議論することがもうすでに起きています。

力し合う。それ は、新しい21世 紀のミュージ

僕もアドバイスを求められて、
「素材にこんなも

アムにおける能動的なワークフレームだと言

のを使ったらどうなるのか」と聞かれて、
「こう

ペスメ

ここでの議 論を継 続していく上で、

タイムベースト・メディアとデジタルの時代に

えるでしょう。

いうものがいいよ」
「研究している中でこれは

おける作家性の問題も考えておきたいところ

最後に挙げておきたいのは、そうして両者

です。匿名性を求めたり、グループでの共同

の協力が必要だと言っても、必ずしもアーティ

こうした議論から表現の幅に対する危機感み
たいなものは、確かに僕自身は感じています

もつよ、もたないよ」といった話をしています。

制作を行うなど、結果的に多くのアーティスト

ストとミュージアムの利害が一致するわけで

が作家性について疑問を投げ かけていると

はないということを想定し、その部分の議論を

が、仲間たちがそれを感じているかというと、

言えます。絶対的な作り手になることを拒む

受け入れていくことが重要だという点です。

あまり感じていないように見えます。もちろん

など、作家性の問題を考慮するアーティスト

所有権や作家性の問題は、ある程度対立する

タイプによって違うとは思いますが、ただ、僕

たちによって新たな制作の実践像が形成され

ものです。しかし互いに話し合うことの重要

が感じるのは、アーティストたちがあまりにも

ているのであり、その理解には変化が生じて

性を理解していれば、こうした対立を恐れる

無知だということです。

いるのです。

べきではありません。対立というのは物事を

さっきおっしゃったように、素材の研究その

考えていく上で、そして協働していく上で、非

ものをアーティストは全くしていません。絵の

制作に係る技術的な複雑さが増す中で、ま
すます多くのアーティスト、とりわけメディア・

常 に生 産 的なことだと思 います。時 折コン

具一つとっても、どの会社のものを使うのか

アートのアーティストたちが、技術者やさまざま

サベーションの世界では、
「 作家に聞こう」と

も別に統一されていない。例えば、僕は立体

なメーカーと協力して作品を制作しています。

言って、単純に彼らに従ってしまうことがある

専門なのですが、接着剤1つ使うにしても、い

場合によっては他のアーティストやミュージア

かもしれません。ただ実際には、そうして完全

ろいろなメーカーがある。それを自由に使って

ムのスタッフとの協力の下で作品制作が行わ

に従うようなことはほとんどなく、作品のケア、

いる。しかもそれを屋外に設置するか、屋内に

れることもあり、伝統的な「作家性」の概念は

保存、展示についての意思決定は、それに関

設置するかを考えずに使っている人も多い。

大きく揺さぶられているのです。またコンセ

わる各々の人々の隠れた思いが反映されてい

それはあまりにも無知すぎる。そんなことを

プチュアル・アートの作品の場合、それがはっ

ます。アーティスト、キュレーター、コンサベー

大学で細かく教えることは教授たちもしてい

きり形として現れるのは、アーティストの指示

ターは、それぞれの考えや思惑にずれがある

ませ ん。そういう意 味 で いうと、コンサベー
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ターというのはいわゆる素材の専門家でもあ

はコンサベーターとレジストラーに報告するこ

アート市場の影響についても触れておきたい

るし、どのように変化していくのかの専門家な

とになっています。レジストラーは作品輸送や

と思います。市場で高く取引される重要で華々

ので、美術館で待つだけではなくて、能動的

ロジスティックスなどを担当しています。その

しい作品には、ある種の緊張感が生じます。

にアーティスト側に直接介入していくこと、例

他、今朝のプレゼンテーションで紹介した、作

こういった作品は、その経済的価値の高さゆえ

えば、スタジオに、制 作している最 初 の 段 階

品 に関 わる同 僚 たちともミーティングをしま

に頻繁な展示替えや他館への貸出が難しく、

からコンサベーターが入るという未来も可能

す。電気系統が関わる作品であれば、電気技

収蔵後も展示される機会はあまりありません。

性があると感じていて、そのような研究をして

師に議論に参加してもらいます。コンピュー

作品収集に対する美術館の能力や意欲を見

います。質問になっていないかもしれません

ターが関わっているのであればITの専門家も

ていく上で、こうした緊張感の存在や 影響を

が、実際に現場として、今こういうことが起き

入ってきます。そうやって議論をしていきます。

考えるのも面白いです。

ているということを話させていただきました。
内呂

ありがとうございます。他にいらっしゃ

いますか。

こうしたミーティングでは、例えば、美術館ま
で運ぶのにどれくらいコストがかかるのかな

内呂

ど、収集に関する側面すべてについて議論し

しゃいますでしょうか。

その他に質問をお持ちの方はいらっ

ます。非常に大きな作品の場合、その輸送費
が作品の購入費より高くなることもあります。

Q3

今の話の続きになるかもしれないので

作品の維持管理にかかるコストについても考

きなくなったもの に関して、ディスポー ザル

すが、今後、ますます保存修復が困難で、手

えなくてはいけません。巨大な作品であれば

（ 廃棄 ）やディアクセション（ 売却 ）することは、

間暇やお金がかかるような作品が増えていく

それなりの収蔵スペースも必要で、収蔵庫は

のかもしれない。そうすると、美術館側として

すぐに一杯になってしまいます。もうすでに

Q2

既に展示できなくなったり、保存修復で

皆さんの美術館では今までありましたか。

はそういう面倒な作品は敬遠してしまうので

収蔵スペースが足りない状態なので、コレク

リュウ

はないかという懸念があります。要 するに、

ションの一部を収容できる収蔵施設を探して

ントの中に置いてあります。損傷が本当に激し
く、再設置の予定はまったくない状態です。こ

1点、鉄にペイントされた屋外彫刻がテ

冒険的な作品や 実験的な作品が敬遠される

います。新しい作品の取得には、小切手を切

のではないかとも思うのです。そういう心配

る前に議論しなくてはならないさまざまな問

れ は本 当 に大きなスペースを占 めているの

はないのでしょうか。

題があるのです。

で、スペースも欲しいし、作品の設置予定もな

ここまでのところ、作品の寄贈や購入を拒
内呂

フラヴィアさん、お願いします。

ペルジーニ

いし状態も悪いので廃棄したい気持ちはある

んだことはありませんが、その日は近づいて

のですけれども、美術館の財団に入ってきた

います。事実、6カ月前に提案のあった収集

ものは法律的には捨てる捨てないを私たちが

私たちの美術館でも大きな懸念

はいまだに検討中です。それはとてつもなく

決めることができないため、廃棄したいけれ

となっている問題で、過去2年間、議論もしてき

大 きな 作 品 で す。そしてタイムベースト・メ

どもできない状態です。ですから、寿命が終

ています。作品に対して支払った金額以上に、

ディアの部品をいくつも含んでいます。維持

わったから作品を捨てるというのは簡単なこ

長期に渡ってコストがかかる作品を収集する

費も高く、美術館がそのコストを長期に渡っ

とではないと思います。

ことに恐れを感じています。現代美術の場合

て負担できるとは考えにくいです。やはり難

は 特 にそうかもしれませ ん。メンテナンスに

しいと思います。

ペルジーニ

ペスメ

まな理由から作品が贋作と判明した時、もしく

売却できるケースは、科学的な調査やさまざ

は大変 お金がかかりますし、そのコストは収
集予算にも関わってきます。

私どもの美術館でも同様です。

解決策の1つとして考えられるのは、

それで、収集のチームを作ることを決意し

同じ地域の複数の美術館が作品を共同所有

は、かつては重要だと思われていたものがそ

ました。キュレーターが館長のところに行って

し、そうしたコストを分担するというやり方で

うでなくなり、コレクションとの関連性を失っ

購入希望の作品があることを伝えるとき、まず

す。それからこのトピックに関連してもう1点、

た時です。あとは寿命が尽きて機能を失って
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しまったもの、どんどんバラバラになって壊れ

で、どのように修復されたかお聞かせください。

とは言いませんが、変わってきたり、指示にな

経っている作品などです。午前中に、タラ・ド

リュウ

トの1つなのかと思いますが、そういうときに、

ノヴァンのスタイロフォームカップでできた作

パイクの錆びた車の例が当てはまります。錆

どこの時点でオリジナルと考えますか。もしも

品を紹 介しましたが、LEDがつかなくなって

びたものを使ったから、錆びたままなくなるべ

そういう事例があれば教えてください。

交 換 するとな れ ば、今 のり付 けされ ている

きなのか、またはその錆びた状態をずっと維

ていくもの、制 作 者が 亡くなって100年 以 上

かったものが入ってきたり、それもアップデー
まさに今日私が発表したナムジュン・

カップのセクションをバラバラにしてカップを

持するべきなのか、その判断はとても難しい

ペルジーニ

壊し（ 替えが残っていることを願うばかりですが ）、

と思うのです。それでも作家の意図が何だっ

ありました。例えば、クリスチャン・マークレー

ライトを交換することになるでしょう。ライトを

たのかを確かめることで、選択が決まると思

の《The Clock》というビデオ作品があります。

交換してしまった作品が同じ作品であり続け

います。ナムジュン・パイクの場合は、この作

カナダの 国 立 美 術 館（National Gallery of

そのような経験はこれまでにも

るどうか私自身も分かりませんが、こうした事

品が永遠に生きていくことを願ったわけでは

Canada）と共 同 で 所 有している作 品 で す。

態は今後10 年の間いつ起こってもおかしくあ

ないと思うのですが、可能な限りは保存する

あちらが展示しているときは私たちは展示す

りません。こういった議論については、美術館

というのが彼の考えだったので、その考えを

ることはできません。この作品の取得時、アー

でもかなりやってきましたが、実際どうすれば

基に修復を行いました。ですので、作家の考

ティストのスタジオがインスタレーションの方

よいのか、我々は作品をどうしたいのか、答え

えによっても、また違ってくるのではないかと

法について情報を提供してくれました。現代

は分かりません。作品が存在しなくなったか

思います。

美 術 のウィングが 新しくオープンした時この

ドノヴァンの存命中は作品を所有し続け、彼

内呂

が 美術館にやってきた時、彼はインスタレー

女が亡くなった時は、おそらく作品の証明書

かがでしょうか。

らといって売却することはできませんし、タラ・

作品を展示したのですが、数ヶ月経って作家
最後にお一人、もしいらっしゃれば い

と記録だけが手元に残るのです。法律がある

ションに不 満でした。それ は、ビデオのプロ
ジェクションの問題ではなく、展示 室の空 間

以上、すべて私たちの思い通りになることは

Q5

作 家 の 意 図、コンセプトが 最も重 視 す

に対してでした。それで、昨年再展示したとき

難しいでしょう。

べきで、最後にマテリアルがあるというお話

には、美術館が作家に連絡をつけて展示の指

内呂
Q4

他にいらっしゃいますでしょうか。
各美術館でもし事例があれば 教えてく

があったかと思います。コンセプトとマテリア

導を仰ぎました。作家は前回と異なるインス

ルが密接に関わり合っているケースもあると

タレーションの指示を出し、美術館はその指

思う一方で、先ほどは無知と表現されていま

示に従いました。こういったやり取りはすべ

したが、作家があまりにもマテリアルに無頓

て私の知らない所で行われました。

ださい。オリジナルを維持することが難しく、

着ということもある。保存のことまでは大抵

私はコンサベーターに過ぎませんが、こう

またアップデートするのも難しいものとして、

の作家は考えていないと思います。作家と密

したビデオ作 品を含 むあらゆる現 代 美 術 の

ファウンドオブジェクト、廃棄物などをあえて

接にコミュニケーションを取りながら保 存 修

作品の取り扱い、展示、保管、そしてメンテナ

使っている作品などがあるかと思います。例

復に関わっていくとき、これは作家の性かも

ンスに関する手順の構築を試 みてきました。

えば、アルテ・ポーヴェラの作品のように、作

しれないのですが、作品をアップデートしよう

今ではこの種の取り組みに関する責任と権限

家が制作した段階で、塗装がひび割れ、剥が

としたり、よりよいものに作品を改変したり、

を与えられています。ただ同僚の中には、作
家との やり取りにコンサベーターが 介 入し、

れそうになっている木の窓枠を使っていると

こっちの方がいいというふうになったりする

か、錆びた鉄を組み合わせて作った作品など

のではないかと思うのです。これまでの経験

保存修復の観点からの意見が入ってくると、

です。そういった作品は壊れてしまえば、同じよ

で、作品そのものではないけれども、収集時

かえって彼らを困惑させ事態を悪い方向に向

うに戻すとしても、最初からすでにひび割れて

にもらっていた展示指示書の指示と違うこと

かわせてしまうのではないかと心配する人もい

いたりする。そういったものをどのような判断

をどんどん言い出したり、展示の仕方が、全く

ました。そんなことにはならないという自信は
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あります。余談ですが、我々コンサベーターは、

ギャラリスト、コレクターといった存在が作品

内呂

言ってしまえばデザイン担当や展覧会担当の

を理解する上で必要であるということ、さまざ

問をいただき誠にありがとうござ いました。

会場の皆さま、たくさんの貴重なご質

スタッフよりも、アーティストとの交渉の仕方

まなレベルの「非代替性」が幾重にも層を成

そして、ご 登 壇 い た だ い たフラヴィアさん、

を知っています。

しているということを考えながら、我々は仕事

リュウさん、クリステルさん、どうもありがとう

可能であれ ば 折を見て作家とまた連絡を

をしているわけです。またコンサベーターは、

ございました。これでディスカッションの時間

取り、質問書を送って設営に関する指示の再

将来の世代に責任を負う立場にあることから、

を終了いたします。ありがとうございました。

確認をしたいと思います。何らかの変更があ

アーティストが 亡くなった後も作 品の正しい

るとしても、それは作品が展示される空間に

理解を伝えられるよう、有効な情報や資料の

閉会

ついてでしょうから、そこまで大きな問題では

収集に務めなければなりません。したがって

ありません。彼がこっちのタイプのソファにし

コンサーベーターは、アーティストや他の当事

黒澤

てくれと言ったところで、それは些細な調整

者たちと、死や喪失といったあまり喜ばしくな

調査、研究し、展示、公開、教育、普及して、未

ですから、作品体験そのものを大きく損なう

いことについても議論する必要があります。

来につなげていく仕事を担っています。展覧

ものではありません。
しかし他のこと、例えば、あるアーティストが、
「これを作ったのは30年前で、その時にはこの

美術館はコレクションを保存、管理し、

作品の終わりや寿命について取り組むことは、

会やワークショップ、その他のパブリックプロ

コンサーベーターの大きな仕事の一つです。

グラムは、世間から注目されやすい活動です。

幸 い、ここで 指 す 寿 命とはオブジェクトのそ

それに比べて保存修復というのは、美術館に

れであって、それほど悲嘆する必要はありま

とって非常に重要な仕事ではありますが、あま

もっといいものが今はあるから、変えましょう。

せん。しかし、アーティストが死んだ後の作品

り表立って取り上げられることはありません。

私がやります。それで修復できれば、私もた

展示のあり方、その選択肢について話し合う

本日は一般の人々の目にはなかなか届かな

いへん嬉しい」と言った場合、多少問題があり

難しさはあります。我々には寿命がある。この

いところで貴重な仕事をされている皆さま方

ます。作品の所有者は私たちの美術館です。

残酷な現実に直面しなけれ ばならない辛い

にお集まりいただき、今後の美術館のやるべ

アーティストとの対話は、作品制作の根底に

作業ですが、文化財を後世に伝えていく上で

きことを私たちが考えたいというのが、この

ある彼または彼女の考えを理解し尊重する上

は避けられないことです。

素 材を使ったけれど、すでに劣 化している。

国際シンポジウムを開催した理由の1つでも

で非常に大事ですが、作品の将来につ いて

フラヴィアさんが 指 摘した通り、作 品の一

あります。今日をスタートにして、今後とも皆

最終的に責任を負うのは所有者である我々

生を見つめていく過程で、所有者の考えや決

さまと、よりよい美術館の未来像に向けて協

の美術館なのです。芸術家ではなく我々が、

断というのは重要だと思います。しかしアー

力し合っていきたいと思っています。それで

その作品に関するさまざまな事柄について決

ティストが亡くなった後も作品を見 せ続けて

は 長らくに わ たりまして、ペルジー ニさん、

定を下さなくてはならないということ。コンサ

いく、いかないという判断には、作品の所有

リュウさん、ペスメさん、そして 内 呂 コンサ

ベーターあるいは美術館の専門家としては、

者だけでなく、それを享受する将来の世代の

ベーターを加えていろいろとご意見を賜りま

存在も忘れてはなりません。すべてではない

した。誠にありがとうございました。

こうした点を理解する必要があります。

にしろ、さまざまなシナリオや選択肢を検討す
ること。繰り返しになりますが、重要なのは対
ペスメ 我々が将来の世代に責任を持つとい

話です。生産的な対話は必ずしもスムーズに

う点については全面的に同意します。コンサ

進むとは限りませんが、意見の一致を見ずと

ベーターの立場は非常に不安定なものです。

も、常にベストな解決策にたどり着かずともよ

私たちは替えがきく、でも他の当事者たちは

いのです。

そうではない。アーティストはもちろん、場合
によっては彼らのアシスタント、同 僚、家 族、
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Panel Discussion
Participants:
Flavia PERUGINI (Associate Objects Conservator, Museum of Fine Arts, Boston / USA)
LEW Nani (Conservator, Moderu & Contemporary Art, Leeum, Samsung Museum of Art, Seoul / Korea)
Christel PESME (Conservator, M+ Museum Limited / Hong Kong)
Moderator:
UCHIRO Hiroyuki (Conservator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa / Japan)

Kurosawa We will now proceed to the

short lifespan—they quickly become ob-

understanding at the time of the restoration.

panel discussion, and I will ask the moder-

solete. So the material part of the artwork

Keeping the right color, gloss, and texture ac-

ator Uchiro and the speakers, Ms. Perugini,

does not reflect the originality anymore. Part

cording to the artistʼs concept was thought

Dr. Lew, and Ms. Pesme, to come up on

of the original is affected. However, having

as the workʼs core, which enabled us to re-

stage and have lively discussions for the next

been trained as a conservator of traditional

paint the whole sculpture. But still, as a con-

one hour.

materials, I can argue that if we think about

servator, I think the original state or materials

ancient art—for example, an ancient face

should be preserved as long as possible. But
there could be a different opinion.

It is time for discussion. Actually,

with missing parts, which has been dam-

most of my questions that I wanted to ask

aged and reassembled many times—the

have already been addressed in Flaviaʼs key-

function may be affected. The look may be

note, and I am having a bit trouble where to

affected, so the original concept is lost in a

start. In my presentation, I briefly discussed

certain way, or at least partly, and the orig-

Pesme Generally speaking, I quite agree. I

the following questions: what becomes a

inality is certainly affected too. So, I do not

just want to add a remark on what we name

work of art, and what is originality? I think

think it is limited to contemporary art. It can

“traditional art” which refers to, in most cas-

the issue of originality in contemporary art

be applied to any kind of arts, in my opinion.

es, old items. It is important to keep in mind

Uchiro

Uchiro Christel?

that most of these items were not created to

is something we cannot avoid whenever we
deal with media, including time-based one,

Uchiro Based on your experience, it is applied

be included in museum collections, since the

and I would love to have comments on this

not only to contemporary art but also to tra-

museum as a cultural institution emerged

from you to start our discussion. Flavia?

ditional artworks. Any comments Ms. LEW?

only after the 19th century. The original in-

Perugini Yes, definitely. I have thought about

Lew I think, too, that the intent of an artist,

museum context but in a context that is now

originality and the original quite a lot in my

or what he or she wanted to express, is the

fully or partially lost. This is not the case

career. It keeps coming up in discussions,

most important part of an artwork. For exam-

in contemporary art, since artists are fully

but, at least based on my experience, I would

ple, the originality of Nam June Paikʼs work

aware that their works may be acquired by

like to conclude this with that, in conceptual

lies not in the cars but in the participantsʼ

museums, and most contemporary artworks

art, what we want to preserve first are the

performance that painted them. The original-

are intended for display at museums or plac-

concept and the artistʼs intent; the material

ity of the performance of more than 20 years

es like that.

comes last. However, it does not mean the

ago has already been lost, and now we are

Now, I would like to touch on the notion

material is not important; without the mate-

here to preserve the remnant of the perfor-

of cultural obsolescence in relation to his-

rial, we could not support the concept or the

mance as much as possible. Meanwhile, in

toricity. It is a discussion we had yesterday:

artistʼs intent. That is, in brief, how I see it.

the case of Lichtensteinʼs work, it was cre-

we all enjoyed it, and I would like to share

tent for these items cannot be found in the

An original artwork is usually what we

ated or casted in factories or studios based

with all of you some stimulating aspects of

acquire, what we receive, and what an artist

on the artistʼs drawings and instructions.

the discussion. There is something very im-

produces, but, as is the case of time-based

Therefore, only the idea of the artist is reflect-

portant for preserving original materials. It

media, and often in contemporary art, ma-

ed in the work, and the paint itself is not so

is not so much to fetishize materiality as to

terials need to be replaced because of their

important in terms of originality. That was our

recognize that the materiality of an artwork
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anchors it into the particular time period

and components of Paikʼs cars and repainted

have been exposed to these questions for

and historical context, defining artistic prac-

them in silver, what was in your mind?

many years, so convincing them is also part

tices and the understanding of what art is.

of our conservation work.

The choice of materials to create the work

Lew All the previous layers of paint and the

always reflects the cultural-historical context

original colors of the cars had to be removed

Uchiro Flavia, you talked about the mainte-

in which the work was produced. Even when

so that new paint would firmly adhere. We

nance of the outdoor artworks and public art.

the selection of these materials is made on

thought about leaving everything as it was,

Could you tell us its difficulties?

the basis of availability, there is something

but eventually decided the removal in order

meaningful to note. The original materials

to prolong the life of the work.

of an artwork embodies not only the origi-

Perugini As I mentioned in my talk, we have
20 outdoor sculptures on permanent dis-

nal intent of the artist but also some cultural

Uchiro We need to consider depending on

play, and they require annual maintenance,

and historical significances at the time of its

the condition of an artwork.

without which their deterioration will accel-

production. The endurance of the original

erate. In order to protect the sculptures, we

artistic materials allows such meanings to

Lew Yes. We had left the deteriorated origi-

do maintenance work once a year. Biannual

be conveyed or recovered through time and

nal paint layers untouched for several years,

maintenance would be ideal, but the bad cli-

transmitted from generations to generations.

because the removal of all the layers would

mate in our area does not allow us to do so.

It is important to recognize that chang-

be painstaking and expensive. Above all,

In Boston it is very cold in winter. We have

ing materials of an artwork during a conser-

it would erase the originality of the work.

very low temperatures, lots of snow and ice.

vation treatment to “restore” its appearance

After some years of procrastination, we were

The summer season is very hot, humid, and

and offer an optimal experience of the work

forced to repaint the cars entirely.

short, so we find few opportunities to do

may be legitimate. It is also important to

maintenance work.

note that such an intervention always comes

Uchiro You said the constant maintenance

The first challenge is the weather. We

with the risk of losing the very connection

of the outdoor works should be carried out

have to choose dry days, and its is ideal to

between the past and present audience: in

after repairing them. How do you discuss

work on two consecutive days. We do not

other words, it always comes with the risk

this issue?

want continual rain. Although it can wash the

of interrupting the transmission of meanings

sculptures, having a drier surface helps us.

embodied within the work. The transmission

Lew The biggest problem is cost. We need

We also need equipment. We need scaffolds

is one of the reasons why museums exist. It

money for everything, and I think preventive

built around some large, tall sculptures we

is a navigation through time and enriches the

conservation like day-to-day maintenance

cannot reach with ladders, so we need to ask

present with the past while looking ahead to

can significantly lower costs for conserving

the operation and maintenance staff from

the future.

the works. I keep saying this, but the cura-

the museum to carry the scaffolds out and

tors and people in other departments of the

install them. They are busy with all sorts of

Uchiro Yes, the concept of time and the

museum do not understand me. They ask,

activities in the museum, and booking their

nature of material should be considered very

“Why do you need to do it again?” “Why

time is very difficult. So we have to arrange

important. Ms. Lew, I forgot to ask you one

donʼt you do it next year?” or “Why do you

everybodyʼs schedule so that we all can work

thing. When you removed the old paint layers

need to do coating every two years?” We

together.
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Then we need to have the right amount

the ground higher. As the nets get worn out

Lew In our case, it is totally different. The vis-

of people. Some of the sculptures are very

very often, we need to call welders to repair

itors are not able to take part or intervene in

large, and we need at least two people. In

them once or twice a year in winter or spring.

conservation, perhaps because we are a pri-

some case, we need four to six people to do

Speaking of outdoor artworks, M＋ is situat-

vate museum. Also, when we do restoration

washing, drying, waxing, and polishing. The

ed very close to the sea. Does the museum

work on the outdoor sculptures, we use a

more people we have, of course, the more

have any plans to install outdoor works?

tent to conceal scaffolding and treatment
activities. On the museum grounds, there are

careful and thorough we can be in our work.
We can go much faster that way and make

Pesme There is no such plan yet. I have a

only 3-4 outdoor sculptures on display, and

the most of the weather.

question for both of you. When you are do-

these works are cleaned about twice a year.

Many of the sculptures were coated

ing conservation work for your outdoor sculp-

Other sculptures not on display are stored

with lacquer quite a few years ago. It is a

tures, do you involve the public? Observing

outside the storage building since the collec-

treatment that we do not much agree with

the interested audience attending the sym-

tion has outgrown the space. It is not easy

nowadays. Lacquer like “Incralac,” which is

posium and listening to your presentations

to maintain these dozens of sculptures every

the commercial name in the United States, is

today, I have the feeling that there is a lot of

year. So only about 10 sculptures are select-

ideal especially for bronzes and very easy to

potentials for collaboration in conservation

ed each year to be cleaned. Unfortunately,

apply; it can be brushed or sprayed on. It is

between the museum and the public in-

we do not have enough budget for next year,

extremely toxic, however, and this is a reason

cluding kids. Although the kids like to play,

so we are going to halt that. The situation

why we do not use it anymore because we

I think they can also be interested in helping

changes depending on the circumstances.

want to protect our health. It is very difficult

the maintenance of outdoor sculptures like

to remove the lacquer coating. It takes all

those presented in Flaviaʼs talk this morning.

Uchiro At Kanazawa, we have not been able

sorts of methods to remove it, but we no

What do you think?

to get children involved with our conservation work yet, while we have been very active

longer use toxic paint strippers anymore, so
we have to think about other ways like using

Perugini At the Museum of Fine Arts, Boston,

in offering educational programs to encour-

dry ice or lasers. It is also difficult to remove

we do not let the public work with us unless

age their appreciation of art. These programs

wax deposits accumulated over time that

they are volunteers who have been trained to

reflect our desire to expose the public to art

have become really hard and insoluble.

use chemicals to work around us and to fol-

from a very young age. We, as a public art

We do the maintenance of the sculp-

low the museum procedures, but we do not

museum, also feel a need for creating pro-

tures every year to prevent any major damage

allow the general public to collaborate. There

grams to make the public more aware that

from happening (corrosion and so on) and

are too many liabilities. It can be dangerous.

the museumʼs artworks are cultural proper-

protect their patina, at the same time looking

It can be problematic for both the museum

ties shared by them and should be protected

for better methods we can take to protect

and the public, so we do not allow that, but I

for future generations, but this idea is still on

the works. We have one painted sculpture

must say one of our most popular programs

the table.

outside. That is the only one we have on dis-

is the Conservation in Action program in

Letʼs get back to the topic of M＋.

play on the grounds right now. It is placed

which we have conservators work behind

Christel, you said there is currently no plan

very high up over the parking lot near the

glass or in front of the public. Near our work-

to have outdoor installations. Is it because

museum. It is painted fiberglass. That is a

ing space we have descriptive panels that

of concerns about the effect of salty air on

completely different story that requires main-

talk about what we are doing and why we

these works?

tenance as well, but so far it has been limited

are doing it. In some cases, visitors are al-

to waxing and occasional repainting when

lowed to leave questions or comments on a

Pesme I am new in M＋, so I am still figuring

the paint is discolored and chipped.

notebook next to where we work. In other

out the whole situation, but I think the reason

cases, they are allowed to talk to us directly,

we do not collect outdoor artworks is not only

Uchiro The climate is one of the risks we need

especially when we do not require constant

because of preventive conservational risks. In

to consider to protect outdoor artworks. The

focusing on the work. If it is something that

this case it is more because of uncertainty.

weather of Kanazawa is also severe though

we can get distracted from for a few sec-

I assume that it is a collection area not yet

not to the extent of Bostonʼs; we have a lot

onds, then we are very happy to do so. The

fully developed. It may become developed

of snow in winter as well. We have an out-

public loves it, at least at our institution. We

in the future, but for now, not yet. It may be

door artwork children can get inside. There

are trying to find ways to increase the num-

also because, as I presented, there is a lot of

are nets, and they climb up the net very eas-

ber of Conservation in Action projects.

construction coming. The construction of the

ily perhaps because the heavy snow makes
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cultural district will be completed, I think, in

maybe 5 to 7 years, and this is maybe one

Another issue is that exchanges among

that, the third thought is how we develop a

of the reasons it is not yet developed. In the

colleagues within the museum are not al-

methodology of monitoring the condition of

future, potentially, yes, we will have to face

ways frequent, perhaps because they think

the collection. This requires tools to analyze

pretty big issues of salty air and pollution.

differently, and I think increasing inter-

the data obtained from the monitoring and

nal communication is vital particularly in

anticipate what will be the next step.

Uchiro Well, up to now, we have discussed

the conservation of contemporary art. In

the meaning of a work of art and the notion

Korea, other than Leeum, only the National

Uchiro I have restored paintings produced

of originality, and now preventive conser-

Museum of Modern and Contemporary Art

from about 100 years ago to the 1940s and

vation. Preventive conservation will be an

has conservation professionals, and I think

1950s. Ms. Lew and I worked together for

important theme to discuss at international

we need to intensify exchanges with them

5 years for research for the restoration of

conferences. Could you share your thoughts

and create a strong networking environment.

these paintings. I examined them with optical devices and also checked their conditions

on why and how it becomes important? First,
Pesme I have three thoughts on preventive

with the naked eye and magnifier. I learned

conservation: I agree with all of you on pre-

the basics of conservation research from

Perugini We have been discussing this issue

ventive conservation. I think it is absolutely

these experiences, but forgot most of them

since yesterday, and I would like to repeat

key to think and refine. There is already a lot

when I started working on the conservation

what I said then. In my opinion, the most

of work done on that, which is great. First of

of contemporary art. However, I think these

important things in preventive conversation

all, preventive conservation has a lot to do

basic procedures remain useful for the con-

and the maintenance of artworks are: the

with sustainability which is a notion that has

servation of any work of art produced in any

documentation of the works at the time of

gained momentum within the field in the last

time period. Today we have so many com-

acquisition, which is extremely important;

5 or 10 years. This implies understanding the

plex mixed-media works, and I think scien-

continuous communication with colleagues

notion of sustainability from the perspectives

tific conservation research becomes more

from our and other institutions, professionals

of economy and natural resources as well as

important as we need to understand what

relevant to the works, artists and their assis-

from the perspective of museum collection

these works consist of and identify their

tants, previous owners, gallery owners and

management. This means that museums

most vulnerable parts.

so on; and then collaboration, definitely.

need to develop such practices that are not

I think the Museum of Fine Arts, Boston,

Communication and conversations should

depleting or consuming their collections at

has a long history of conservation work and

continue after acquisition because, even

fast rate but instead caring for them. It is

has undertaken scientific research on many

though we can get much information at the

this sort of balance between use and care,

works ranging from old to contemporary. It is

time of acquisition, the works change over

which is a beautiful idea at the very core of

a good model for us to follow. Doing constant

time. Technologies change. The ethics

the museum. In this sense, it is very relevant

analytical research may cost, but I would like

of preservation, display, and collecting also

to continue the discussion. I think the field is

to keep stressing its importance as a means

change over time as they follow the fashion,

still debating sustainability. Some colleagues

to avoid larger expenditures caused by any

and it always happens in the museum life.

tend to think in a very restrictive manner, in

sudden deterioration of our works. Ms. Lew,

Therefore, it is important to keep the discus-

terms of economy and energy consumption.

I think you keep doing that kind of research,

sion open at all levels and at the same time

It is important, but it is not everything. I think

right?

revisit past discussions, keep an open mind

the sustainability of the use of museum col-

and attitude, and also keep the artists and

lection is an important one.

Flavia, please.

their intents in mind.

Lew Yes, because I am still doing restoration

The second thought I would like to share

of traditional paintings while working on con-

regarding preventive conservation relates

temporary artworks. Other than the outdoor

Lew In my presentation, I mentioned that,

to the difficulty inherent to it: that is, im-

sculptures, we have paintings using acrylics,

when I was doing conservation work, I felt

plementing simple measures and practices

industrial and resin paints. Since we know

there was almost no proper documentation

while connecting them to a strategic think-

less about the deterioration of these paints

done for works. This is particularly true in our

ing. It is both detailed and holistic because

than that of traditional oil paint, we need to

museum. Documentation is very crucial in

it involves planning. It is a simple gesture

keep doing research on them. However, if

conservation. If there are no records or doc-

that seems to be minute, but at the same

you are working at a museum, you have not

umentation, we need to collect information

time, it is for overall. I really like your idea of

much time to do research, so it is very dif-

by conducting artist interviews or sending

preventive or predictive conservation and

ficult to strike a balance between work and

questionnaires to artist’s foundations.

what you are developing in that. Based on

research, especially when you have a lot of
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artworks which require restoration. Some

Perugini I would like to continue this dis-

reputation. Careful planning and discussions

complain “why donʼt you do restoration if

cussion by saying that we are very lucky to

are necessary, but there are always ways

you have time to study materials?”

have a scientific conservation department.

around things.

We have two scientists, one specializing in
Uchiro Based on my experience, I think

inorganic materials and the other in organic

Lew It makes a huge difference whether

that research can be useful not only for

materials. We can carry out several types of

your museum has conservation scientists.

conservation, but also for many other things.

analysis at the museum, but we do not have

Our museum used to have two scientists,

If we collaborate with other people on that

the equipment to carry out all analyses.

but now we have only one. Still, I am very

research, we can have a lot of discoveries

Out of necessity, we had to figure out

lucky to have his help in doing restoration

some of which can be applied in improving

ways to find information as to where and

work and pursuing a variety of conservation

the display of the museum collection and

what facilities are available and what we can

research. We are now interested in gels for

even organizing exhibitions. What do you

do there. Because we live in an area where

the surface cleaning of paintings, because

think, Christel?

there are many hospitals and universities and

conventional solvents are toxic, environmen-

so on, we started collaborating with these

tally-unfriendly, and too strong for painted

Pesme I understand the question of time

institutions. We exchange favors. For exam-

surfaces. My colleagues recently attended

and balance, but it is also important to note

ple: “You will do some analysis for us, and

workshops on gel cleaning. We cannot im-

that museums are a place of accumulating

we will do some different types of analysis

plement gel cleaning without the help from

and producing knowledge. Not only muse-

for you, so that we can help each other.” Or:

scientists, so now we are advancing collab-

ums but also other institutions like universi-

“If you help us with this, we may give you a

orative researches with them to assess its

ties that do education create and commu-

discount on an event you run at our institu-

effectiveness chemically and analytically.

nicate knowledge. So the question is how

tion.” Therefore, there are different ways of

Scientists are very important for museums.

museums collaborate with these institutions

finding resources you do not have. I do not

while acknowledging their methodologies,

know how things work in Japan, but it could

Uchiro For art conservation, we have to col-

practices and goals. Relevant fields of knowl-

be possible to do that if you start conversa-

laborate with various people including scien-

edge for such collaboration include material

tions with local institutions first and then ex-

tists and do active networking. I am still new

science of course, art history, sociology,

pand the collaboration, something good may

to contemporary art but has already realized

technology, and anthropology.

come out of it. It all depends on the way you

its complex, problematic nature and a need

The best model of fruitful collaboration

look at things, “What can I do when I do not

to step forward from my research area. I

that can benefit museums and academic

have resources? Where can I find them?” We

think it is important to build a network of col-

fields is still unclear to me now, but some

are very lucky, as I said, but we do not have

laboration and exchange through occasions

models already exist around the world. The

all we need.

like this symposium for the future conserva-

American model seems to be the most devel-

I am a big supporter of science and sci-

oped one regarding the field of material sci-

entific research. Like some of the speakers

ence. In Europe, both the UK and Germany

here, I also have no time to spare because

Lew I hope that conservators will be able to

were the first countries to establish science

of my heavy workload, and doing research

get involved in the acquisition of artworks

labs in museums. However, I am not totally

is luxury nowadays. Even if I am working at

and discuss with curators whether to buy

sure whether museums should have scien-

a museum and privileged, I have to apply for

this or that work. Currently, we cannot get

tific labs and carry out advanced science ex-

money elsewhere to do my own research. I

involved in the acquisition decision, so what

periments and practice, because I think that

was lucky to be given time from my museum

we can do now is only to conserve and re-

conservation scientists should instead be

to travel and carry out my research, but this

search what the museum has acquired.

bridging elements, working internally with

would also benefit the museum, since my

conservation and curatorial teams, but at the

travel allowed me to meet foreign profes-

Uchiro Artists often visit the museum,

same time working with university scientists.

sionals and do networking through which to

sometimes creating their works there. I do

The question I would like to ask all of you,

create new connections and opportunities.

not know how far it is possible, but I think

without having myself a clear answer, is how

The fact that my research was funded by

conservators need to have more talks with

do we see our role as conservator in the pro-

the prestigious grant, which comes to atten-

them. The better communication may lead

duction of knowledge and our contribution

tion every time the research gets published

to limiting their artist expressions, but it al-

to the knowledge produced by museums we

in journals or presented at conferences or

lows them to think about conservation more

are working for.

symposia, also enhances the museumʼs

often and seriously. Indeed, I feel artists are
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tion of the museum collection.

gradually being aware of conservation in re-

the artist co-share the authorship with one

happens if I use this material,” and I give

gard to their creation. The more the number

another? I am not saying they have to, but I

them suggestions like, “something like this

of artists who care conservation increases,

just want to emphasize that we sometimes

can work” or “this material can last longer

the more opportunities we have to collect

need to revisit the conventional understand-

than that one.” I feel the discussion on ma-

maintenance-friendly works. This is why I

ing of authorship and adjust its application

terials makes our range of expression limit-

think we need to interact with them more

depending on each workʼs specificity. I agree

ed, but my friends do not seem to think so.

often.

that the question of preservation should not

Different people have different thoughts, but

always necessarily be put forward and create

I think artists are surprisingly ignorant about

Perugini Yes, definitely, I agree with you. I

the risk of limiting artistic creation. This is

things they use to create their works.

think imposing our knowledge onto artists

inappropriate. Conservators work with artists

Artists do not study materials; they are

could compromise their art. We do not want

to allow todayʼs and future audience to have

not always fussy about brands or kinds of

them to be worried about their challenging

optimal access to artworks and better expe-

paint. I am specializing in three dimensional

ideas. At the same time, the communica-

rience them. It brings museums of the 21st

works. There are various glue makers and

tion for making them aware of the risks of

century a dynamic framework of negotiation.

products, but the artists do not know exact-

placing incompatible materials together, for

While the collaboration between the

ly how these glues perform. For example,

teaching them how things can change with

museum and the artist is beneficial, it is also

they do not know that some glues are not

time with exposure to oxygen and light,

important to assume that their interests are

suitable to be used for making an outdoor

must be friendly and casual. Artists are our

not always the same. There are often con-

artwork, and there are almost no university

collaborators, and we are their clients, but I

flicts around the concepts of ownership and

professors who kindly teach them about it.

think we, as museum professionals, have the

authorship, but we should not be afraid of

Conservators know much about materials

task to educate them just like the public. The

these conflicts as long as the collaboration is

and how they work. So I think they should

communication with them is important, yes,

respected, since they can sometimes make

directly visit artistsʼ studios rather than wait

definitely.

it productive. In the field of conservation, it

for them to visit museums, and be involved

seems likely that we say, “Letʼs ask the art-

in the production process of their artworks

Pesme Also, to continue elsewhere the

ist,” and just follow what he or she says. In

from the very beginning. I feel this has huge

discussion we started here, I want to touch

fact, we rarely totally follow the artist: there

potential worth pursuing for the future of

on the issue of authorship in the time of

is a lot of hidden interpretations involved in

conservation. This is just a suggestion I want

time-based media and digital. I think there

any decisions made as to caring, preserving

to share with you all.

are more and more artists who are ques-

and displaying artworks. Having discussions

tioning the concept of authorship, either by

among the artist, the curator, and the con-

Uchiro Thank you very much. Any other

being anonymous or by working in a group.

servator while acknowledging a potential

comments or questions? Yes, please.

Therefore, there is a new practice developed

gap between their respective perspectives

by these artists who eschew the definitive

is, from my point of view, both stimulating

Q2 I think there is concern that the increas-

author status, so there is a change I think in

and healthy. It is the acknowledgment of the

ing number of complex artworks will make

the understanding of the concept.

complexity of reality.

future conservation work more complicated,

In addition, due to increasing techno-

expensive, time-consuming and put muse-

logical complexity, more and more artists,

Uchiro It was great to hear important ideas

ums off collecting ambitious or experimen-

especially in the field of media art, need to

from the three experienced conservators and

tal works. What do you all think about this

collaborate with technicians or various mak-

have useful discussions with them. Now I

possibility?

ers to create their works. Such a new practice

would like to open the floor to questions and

questions the traditional notion of “author-

comments.

Uchiro Flavia, please.

different groups of people including other

Q1 I am a researcher from the Institute for

Perugini It is also a big concern for our mu-

artists, technical engineers and even a muse-

Conservation of Cultural Property and also

seum, which motivates conservation activi-

umʼs staff. What model of authorship should

a contemporary artist, so I am like an art-

ties we have had in the last two years. Our

be applied to a conceptual artwork that ex-

ist-conservator working on both research

fear is to acquire an artwork whose main-

ists only after being produced and installed

and creation. Indeed, my artist friends have

tenance in the long run will cost more than

in a gallery by a museumʼs staff following

been also discussing the issue of conserving

the acquisition price. That is often the case

its artist's instruction. Do the museum and

their works. They often ask me like “what

with contemporary art. The maintenance is

ship” as the production of a work involves
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so expensive, and its cost can exceed the

Uchiro Does anybody else have a question?

Uchiro Any more questions?

This is why I decided to establish an

Q3 Do you have any artworks that are no

Q4 There are works difficult to maintain or

acquisition team. The curators first need to

longer displayed or conserved? Has your

update, such as those made of found ob-

let both the conservator and the registrar,

museum ever disposed of or deaccessioned

jects or discarded things, like an Arte Povera

who is responsible for the transport of the

such works?

piece using flaking wooden window frames

acquisition price.

or rusted metal. Have you ever repaired such

museumʼs collections, know about their plan
to acquire new artworks before discussing it

Lew There is a large-scale outdoor sculpture

a complicated work. If so, what made you

with the director. We then have a meeting

of painted iron, which is now stored under

decide to repair it and how?

with all other colleagues whose expertise is

a tent. The workʼs condition is so bad that

relevant to these works; I already mentioned

there is no plan to display it again in the fu-

Lew Nam June PAIKʼs work is a good exam-

these people in my presentation this morn-

ture. Also, it takes up a lot of storage space,

ple, because it uses old rusted cars. Whether

ing. If some of the works involve electricity,

and we want that space back. Since there is

we should remove the rust or not was a very

electricians participate in the meeting. If oth-

no plan to display the work again, we wish

difficult issue, but understanding the artistʼ

er works involve computers, we will discuss

we could discard it. But once an artwork

intent helped us make a decision. Paik did

with IT staff members.

is possessed by the foundation or the mu-

not hope that the work would live on forever,

This meeting is to discuss all aspects of

seum, it is not allowed to discard it by our

but he wanted to preserve it as long as pos-

the acquisition, including the cost of trans-

own judgement, and this is why we cannot

sible. This provided the basis of our conser-

porting new works to the museum. If there

do anything right now. It is not that easy to

vation treatment. Again, it could be swayed

is a large one, the cost of shipment may be

simply discard a dying artwork.

and determined by the artist’s intent.

to discuss how much it will cost for mainte-

Perugini Yes, it is the same in our institution.

Uchiro Last question, anybody?

nance, display, and storage. A huge artwork

Deaccessioning can take place when objects

may take a lot of space, while the storage

are no longer relevant to the museumʼs col-

Q5 The priority of concept over material has

room is almost full; we are now looking for

lection, or scientifically proved to be false.

been already mentioned. There is also a case

additional storage facilities to put part of our

Other cases of deaccessioning or disposal

that the two are closely connected to each

collections. We have to discuss all these is-

include when objects end their life, when

other. But in another case, as already pointed

sues involved with new acquisitions before

they start falling apart, and when more than

out, artists are ignorant and do not really care

cutting checks.

100 years have passed since their creators

about materials. When conservators work in

We have not refused gifts or acquisitions

passed away. As to Tara Donovanʼs work I

close communication with them, some art-

so far, but the day is coming. Actually, there

discussed this morning, for example, when

ists may suggest upgrading or modifying

is an acquisition plan proposed six months

its LED lights stop working and need replace-

their works to make them better. In my expe-

ago, and we are still thinking about it as it

ments, we have to break apart some sections

rience, an artist changed, if not entirely, the

involves many pieces of time-based media.

of styrofoam cups (we hope there will be

original instructions for display given at the

The cost of maintenance would be enor-

enough spare cups left by then). I am not

time of acquisition and added new elements.

mous, and nobody at the museum thinks we

sure if the work will remain the same after

When this kind of upgrading occurs to an art-

can afford it in the long run, so it happens.

replacement of the lights, but it can happen

work, how do you define its originality? Do

any time within 10 years from now. We have

you think the work can remain original even

Pesme I think a potential solution to the is-

discussed this issue quite a lot at the muse-

after such an alteration? Please share if you

sue of cost for acquisition and maintenance

um, but we still do not know what we can

have any such experience in your museum.

is the co-ownership of artworks. In relation to

or want to do if it happens. We cannot de-

this topic, I also would like to mention the in-

accession the work unless it ceases to func-

Perugini We do have that kind of experience.

fluence of the art market. There is sometimes

tion; we cannot dispose of the work as long

For example, we have a video piece by artist

a tension around the installation and lending

as Tara Donovan is alive; after the demise of

Christian MARCLAY called The Clock which

of monumental, spectacular artworks whose

the artist and the work, only a certificate and

we jointly own with the National Gallery of

market values are very high, and I think it is

documentation of the work will remain in our

Canada. We cannot exhibit this work while

interesting to consider how this tension can

hands. In any case, for good reasons, laws

it is on display in Canada, and vice versa.

affect the capacity and ambition of the muse-

prevent us from doing what we want to do.

When we acquired it, the artistʼs studio pro-

larger than that of acquisition. We also need

um to collect artworks.
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vided us with instructions for installation,

and we prepared the work for the opening of

It is not the artist but our museum that has

Uchiro I would like to extend my cordial

our new wing of contemporary art. When the

to make a decision on matters related to the

gratitude to the audience for attending the

artist visited the museum a few months later,

work. This is what we need to understand as

symposium and posing stimulating ques-

he was very upset with the installation, that

conservators or museum professionals.

tions. I also would like to thank the wonderful
speakers, Flavia, Nani, and Christel for shar-

is, the setting of the room, not the projection
of the video. When we exhibited the video

Pesme I totally agree with Flavia since we

again last year, some of my colleagues con-

have a responsibility for future generations.

tacted the artist and said, “You were upset

Conservators are in a very weird position.

with the last installation. What should we do

We are replaceable, while other stakeholders

ing many interesting ideas with us.
Closing

this time?” The artist then gave us different

are not, including artists as well as their as-

Kurosawa The museum has many jobs to

installation instructions, and the museum

sistants, colleagues, families, galleries, and

do to pass on its collection to the future:

followed them. All this was done behind my

collectors. Our conservation work involves

conservation, management, research, exhi-

back.

these various layers and levels of “irreplace-

bition, education, etc. Conservation is a very

I am just a conservator, but I am trying

ability,” each affecting the understanding of

important mission for the museum, but it

to establish procedures for handling, dis-

the work of art. For future generations, we

attracts far less public attention than exhibi-

play, storage, and maintenance of all sorts

also need to gather as much relevant infor-

tions, workshops, or other public programs.

of contemporary art including videos, and

mation as possible, so that we can offer the

For this background reason we decided to

have been given responsibility and authority

most accurate understanding of the work af-

organize this symposium, invite profession-

to do so. However, some of the colleagues

ter the artist is gone. For this reason, conser-

als doing unseen, yet valuable work, and

worried that artists might be upset if conser-

vators sometimes need to discuss such dif-

discuss tasks and possibilities that museums

vators intervened in the communication with

ficult topics as loss or death with artists and

should consider in the future. I hope we will

them and pushed their opinions forward.

other stakeholders. Meanwhile, engaging in

continue our collaboration for a better future.

They thought it would worsen the situation.

the mortality of an artwork is a big part of our

Lastly, I would like to thank Ms. Perugini, Ms.

I think they worry too much. In fact, we con-

job. Fortunately, there is nothing particularly

Lew, Ms. Pesme, and Mr. Uchiro for partici-

servators know better how to negotiate with

dramatic because it is an object, not a living

pating in the symposium and for discussing

artists than, for example, our colleagues in

thing. However, it is still not easy to discuss

many important issues for long hours. Thank

charge of design and exhibition, but this is

with artists about options for the display of

you.

another story.

their works after their deaths. Our life is fi-

At some point, when the situation allows, I will contact the artist again, send him

nite. We need to face this cruel fact in order

(translation and proofreading support: EDAMURA Taisuke)

to hand down cultural heritage to posterity.

a questionnaire, and reconfirm his installa-

I think Flavia is totally right that at some

tion instructions. Even if there is a change

point in the process of conservation the

to be made, it would be about the space in

ownerʼs decision is prioritized, but the pres-

which the work is exhibited, something very

ence of future generations should also be

minor and innocuous, like changing a type of

considered as important factors for making

sofa, so there is nothing to do with compro-

a decision whether to continue or discon-

mising our experience of the work.

tinue showing the artwork after the artist is

However, for example, if an artist says,

gone. We therefore need to consider various,

“Well, I made this work 30 years ago with

if not all, options, scenarios, and solutions.

this material. It is now deteriorated, but there

Again, important is to dialogue. A productive

is a better one, so letʼs replace it and fix the

dialogue may not always go smoothly, and

work, which makes me happy. I will do it my-

it does not necessarily have to be the best

self,” we may have some problems, because

solution. It is fine if someone disagrees. I

the owner of the work is our museum. While

think it is fine.

the communication with the artist is important for us to understand and respect his or
her idea underlying the creation of the work,
it is our museum as the owner of the work
that is ultimately responsible for its future.
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芸術的実践
̶チウ・ジージエ（邱志杰）
「南京長江大橋の自殺研究」について
黒澤浩美

チウ・ジージエ（ 邱志杰 ）が生まれた1969年

知り、杭 州 で 活 動して い た 前 衛グループ、

頃の中国は、周辺国との間ではソビエト連邦

ビッグ・テール・エレファント
（大尾象）のメンバー

（ 現ロシア）と国境紛争があり、国内では文化

にも20代はじめに出会っている。書と並行して

大革命の発動があった。毛沢東語録に導か

学んだ版画、ヴィデオ、写真といったメディア

れた人々は革命という名の暴動に巻き込まれ、

は、チウに展示形式の拡張と横断的・複合的な

多くの芸術的・学問的価値を失った時代である。

表現に道を開いっていったが、コンセプチャル

チウが20歳 になった1989年 は、民 主 化を求

な方向に進むことはなく、現在に至るまでコン

めた人々と中国人民解放軍が衝突した六四

セプトを具 体 化 する制 作 行 為 自 体を重 要と

天安門事件、ベルリンの壁が壊れ、それに続く

捉えている。作品を発表する傍ら、芸術について

ソビエト連邦解体があった。こうした時代背景

論じるテキストやスピーチも盛んに行ってきて

は、芸術家を志したチウにとってはもちろんの

いるが、言語は社会的規制が強く働くという

こと、彼の個人の内面に影響したことに疑いの

限界を知って、90年代半ばには、以降、批評の

余地は無いが、ともすると中国現代美術はまる

文章を寄稿することはないと宣言した。しかし、

で反体制と同義であるかのごとく、直接直行的

公的な場に持ち出されるかどうかは別にして、

な高揚感と挫折があったという見方は、少なく

客 観 的 視 点を得た言 語 化の作 業は、チウの

ともチウには当てはまらない。浙江省のアカデ

作品にみられる俯瞰の視点と共通するものが

ミーで版画を修める傍ら、幼少期から学んだ

ある。
『メイシュー』
（美术）の編集を務め、80年代

書というメディア、紙と墨という素材に親しみ、

後半から90年代にかけて中国の現代美術の

現在に至るまで欠かさず大切にしてきたことは、

最も重要な美術評論家／キュレーターのひとり

他の作家と一線を画している理由のひとつで

であったリ・シャンラィン（ 栗宪庭 ）は、チウの

1

1 南京長江大橋
出 典：Qiu Zhijie『 南 京 长 江 大 桥 自 杀 现 象 干 预 计 划
（贰）
：大桥・南京・天下 = A Suicidology of the Nanjing
Yangtze River Bridge : The Bridge, Nanjing, Under the
Heaven』Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.17

あるかもしれない。伝統は体制とほぼ流れを

伝統的な文化のシンボルを使った彫刻につい

同じくするものであるから、チウもまた、師範の

て批 評したスピーチ*2を聞 い て「 チャイナズ・

書の通りに筆を運び、様式美を継承してきた。

ニューアート、ポスト―1989」*3 に誘っている。

しかし、革命によって伝統を放棄するのではなく、

25年以上にわたる精力的な活動は多くの作品

インディペンデント・ドキュメンタリー運動の先駆者として、

受容する自分の意識を更新していくことがより

を生み、アカデミーや美術館を中心に発表され

ドキュメンタリー映画を制作して海外の映画祭にも出品

重要だと考えている。さらには、ウー・ウェング

てきたが、
2000年代に入ってからル・ジェ
（盧杰）

アン（ 吴 文光 ）の映画『流浪北京 ̶ 最後の夢想

と開 始した「 ロングマー チ・プロジェクト」に

家たち』
（1990年 ）*1 に描かれた周縁をさまよう

よって、原典や実地の調査を重視した芸術的

芸術家たちとも違い、伝統の延長にある革新を

実践が重要と考えるようになり、日常や歴史的

束ねたアカデミーでの活動が今日までの彼を

イベントの現地での見聞を作品に取り込むように

支え、中国国内では、中心地の北京が重要な

なっていった。

拠点である。歴史に学び中国の出自を誇りに

2005年に南京アート・トリエンナーレのキュ

思い、新しい時代を目指した強い姿勢と精神

レーターに決まり、チウは「未来についての考古

は、早くから西洋哲学、思想、芸術に接続した

学 」というテーマを提 出した。中 国 は、社 会

ことにより強固になっていった。在学中には

主義国家として達成されるべき目標を個と全体

ダダやフルクサスの活動について書物を通して

の幸福と考え、革命を経た近未来像を描いて
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*1 ウー・ウェングアンは1956年、中国雲南省生まれ。中国

参加。中国国内における啓蒙活動として出版物の発行、
ワークショップ、上映会などを開催。同作品は自身の
ドキュメンタリー映画第1作目であり、1991年の山形国際
ドキュメンタリー映画祭に出品した。
*2「 ヤング・スカルプチャー・エキヒビション」
（1992年 ）に
関しての批評。後にファン・ボーイー（冯博一）によって
「アーティスト・レポート」
（1992年 ）に掲 載され た。Qiu
Zhijie『万物有灵：邱志杰＝WANWU YOU LING：QIU
ZHIJIE』Hunan Fine Arts Publishing House, 2017,
p.802
*3 チウは参 加 作 家の中では最 年 少だった。
「チャイナズ・
ニュー アート、ポスト-1989」
（1993年、香 港 アートセン
ター、香港）、キュレーター：チャン・ツォンズン（張頌仁）、
リ・シャンラィン（栗宪庭）

2 チウ・ジージエ
《愛は死んだ・
・
・
・
・マダガスカルの首都はどこだ？》2009年
写真、パフォーマンス、ビデオ・インスタレーション
出典：Qiu Zhijie『万物有灵：邱志杰 = WANWU YOU
LING : QIU ZHIJIE』Hunan Fine Arts Publishing House,
2017, p.389
3 チウ・ジージエ《マダガスカルの首都はどこだ？》2008年
金沢21世紀美術館蔵
Image courtesy of STPI ̶ Creative Workshop & Gallery,
Singapore.
4 チウ・ジージエ《首都：龍の誕生を待つ》2008年
金沢21世紀美術館蔵
2

3

4

photo: KIOKU Keizo

いたが、一党体制の維持と革命をめぐって長く

を橋に刻んだ行為は、現実主義者の意外な

「南京」の画面は、すべて藍色の単色で刷られ、

闘争にあった80 年代を背後に残し、90 年代

一面を見る気がするが、自殺志願者の思い詰

濃淡がはっきりとしたきびきびとした部分と、

からの中国は改革開放路線を一路に進んで

めた一 瞬を回 避 す れ ば、明日はまた新しい

溶け合うように穏やかな部分が融合し、墨絵の

いったのが現実である。チウは実現されずに

状況になるかもしれないという試みとして思い

それを思わせる。抑制の効いた線は確かで律動

遺構となった歴史的事実を掘り起こすことを

ついたものである。これは、芸術が人生で果たす

的だ。
《首都：龍の誕生を待つ》図4 は、明の第3代

「考古学」と位置づけ、文献や 画像で残され

役割について、チウのひとつの考えを示して

皇帝朱棣（ 永楽帝 ）が、父朱元璋（ 洪武帝 ）の

なかったものを、思想、哲学、宗教で編み直そう

いる。すなわち、芸術は想像力を刺激して目の

ために世界最大の石碑を建てたいと考えた話

としたのである。南京には文化大革命中に建設

前の現実だけがすべてでないと気づかせ慰め

に拠る。洋山の石を南京まで運ぶときに3つ

された鉄道と自動車を通す二階構造の南京

ることだ。儚さや喪失を描きながらも、一個人

に分けたが、大きすぎて運べず、任を全うでき

長江大橋 *4 図1 がある。中国国内の技術者のみ

が自由や幸福を想像することは、自己決定に

なかった多くの工匠たちが処刑されたといわ

により設 計・建 設され た巨 大 構 築 物として、

よって自由を獲得することと同じ意味があると

れている。この伝を元に十二支のうち龍を除い

近代化する中国の国力を示した革命の象徴で

いうことだ。この パフォーマンス以 降に制 作

た11の動物の骨格が描かれているのが本作品で

あった。しかし、開通してからおよそ40年間で、

された《マダガスカルの首都はどこだ？》図3 は、

ある。南京を拠点に長江流域を治めた明（1368–

公式記録に残されただけでも4,400件に及ぶ

「首都」シリーズのレリーフ作品で、全体が文化

1644年）は、結局国都を北京に移した。龍は十二

投身自殺があったという。革命の1989年以降、

的背景をそのままに表す赤の地紙に墨1色で

支の中では唯一架空の生き物と言われ、南京が

眠 れる大 国であった中 国 の 台 頭 につ いて、

ホルスタインの 由 来を語るテキストがプリント

再び首都となって生まれるのかとノスタルジック

西側諸国では経済の自由と政治の自由は共に

されている。画面の中央に盛り上がったレリーフ

な話がこの作品の背景には見え隠れする。

実 現されるべきという自 由 開 放 論 ば かりが

状の部分にはドローイングが描かれている。

目立っていたが、国内ではあまりに急速な発展

ドローイングは、架空の大陸を抽象的に描いて

とグローバル化によって、沿岸都市部とは内陸

いて、本 作 品 の 後、2008 年 から現 在 に続く

農村部の格差が拡大深刻化して、開放と成長

「地図」シリーズの兆しがみられる。
「地図」は、

が幸福な未来を約束するものとはいえない

通常地理的関係を鳥瞰して図示するものだが、

現実に直面していた。経済的・社会的成功こそ

チウは 物 事、場 所、時 間 の「 関 係 」を自 由 に

が最重要となった今日、成功できなかった人

配線／接続／編集してみせる。書家、美術家、

たちにとって、南京長江大橋は最後にたどり着く

教師、キュレーター、批 評 家など、さまざまな

場所になった。チウのプロジェクト
「南京長江

役割を担い、多様なメディアを自由に横断する

大橋の自殺研究」における一連の作品群 は、

チウのスタディと考え方を示すのにふさわしい

絶望の淵にある人々への慰みや鎮魂のために

記述方式であろう。

*5

始められたが、感傷や執着ではなく、実際の

「南京長江大橋の自殺研究」のプロジェクトを

場と状況をリサーチして、世界を直視すること

構成するシリーズのひとつ「南京」は、大学で

から始められている。中でも自殺救助のボラン

版画を修めてから、ほとんど取り上げることの

ティア活動への参加は、彼らを思いとどまらせる

なかったリトグラフの10 枚からなる作 品で、

ため の 方 法をチウに考えさせ た。感 傷 的な

金沢21 世紀美術館は内 4 点を収蔵している。

ヒューマニズムを排除した、乾いた表現が目立

リトグラフは平版で、石や金属の平らな面にクレ

つ中で、
「愛は死んだ・
・
・
・
・マダガスカルの首都

ヨンなどで描写または実材なども可能にする、

はどこだ？」図2という無邪気で意味の無い質問

版画の中でもっとも自由度の高い手法である。

*4 1960年に建設を開始、1968年に完成。エレベーターを
使って橋の上に出ることが出来るため、観光名所のひとつ
として知られている。
*5 ジュ・ジュ（朱朱）の企画による「南京長江大橋」にテーマ
をとったグループ展（2007年）に参加。
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南京は、その歴史の複雑さから、どこか哀愁
と夢物語のようなイメージが伴う街で *6、南京
長江大橋は、その歴史を引き継いで建設当時

6

7

チウは、壁の一部を抜いて禁制の都市を外界

レーションにしようとしたときの草稿でもある。

と繋いでいる。

南京という場所の歴史の密度と時間を超えた

《暗がりの伝道者》図7 は地に置かれた大きな

普遍性を芸術によって統合しようとしたのは、
現実に立ち向かう人々に対して、スローガンや

から現在に至るまで革命のロマン主義的傾向

釣 鐘 の 中で、一 人 の 男 がさまざまな政 治 的

を纏う、象徴としての役割を与えられてきた。

スローガンを叫んでいる。釣鐘の外にいる人々

信条に頼る錯覚ではなく、心の解放を刺激する

「南京」シリーズに先立って発表された「There」

には男の姿も見えなければ声も届かない。封じ

ことができるという芸 術への信 頼でもある。

（那里 ）のシリーズには、南京長江大橋のライト

込められた姿を見つけるエックス線はどこに

「誰が革命を立たせたのか」
「革命には時間が

アップされ た 夜 景 に「Romantic」とライトの

あるのか。社会的制約の問題はチウには重要

必要だ」などの書きなぐりの文言は、明るい

手書き文字を重ねた写真作品がある図5。現実

なテーマのひとつであるが、政治や歴史に学ぶ

未来を形成すると謳う歴史的イベントは、どれも

と幻想、イメージと言葉、説明と物語、そして、

ことで近代またはそれ以降を考えることには批

疑わしく有害だとの認識を直裁に示している。

都市への憧れと自殺に終 わる絶望といった

判的に捉えている。
「南京」シリーズは、中世や

2009年までの間に、
「 南京長江大橋の自殺

両極を1枚に重ね合わせて、南京長江大橋への

それ以前の歴史や思想を借りたものがほとんど

中国の人々が抱くアンヴィヴァレントな心情を

だが、本作は、文化大革命が国家全体の目標

研究」は、
「シンクタンク」
「アーカイブ」
「聖遺構」
「クリニック」の4つのプロジェクトに分かれて

描いている。南京長江大橋と生まれがひとつ

に個人が介入することの再考を迫るものだった

発展した。残された史実のアーカイブは、書か

違いのチウにとっては、毛沢東政権下の革命と

ことを想起させる、禁欲的で悲観的な1点とし

れた歴史をありのままに示すことよりも、目に

その時代は同世代のトラウマではなく、後年

て異彩を放つ。

再度収集した情報により強化されたものである。

《荘 子 の 精 神 安 定 剤 》図8 は 中 国 戦 国 時 代

「南京長江大橋の自殺研究」のプロジェクトは、

（ 紀元前403–221）の思想家で道教の始祖と呼

まさに革命に対する現実／幻想、イメージ／

見えない心理や人間性、時間や空間について
の想像をかきたてるものとしてチウには重要
だった。芸術は素材と手法を選び、社会の課題

ばれる荘子の説話「胡蝶の夢」が題材である*8。

や批評的な視点を得る可能性をかたちづくる

言葉、説明／物語、そして、憧れ／絶望といった

同名の立体作品も制作、全長5メートルに及ぶ

ことを否定するものではないが、芸術行為や

自殺者の心情に重ね合うものがあるのでは

瓢箪型の彫刻の中に実際の蝶を入れて展示

作品そのものが社会化されることを目指して、

ないか。
《失敗の都市》図6 は南京の「四角い城」

した*9 図9。荘子は現実と夢の「間」にこそ通用が

到達するために必要なことを次々と実験し続け、

と呼ばれる明孝陵が題材である*7。陵は古代

あると説き、兼愛と非攻の重用したことから、

総合的にみればそれを芸術と呼ぶ、という考え

からの自然と人間の統一「天人合一」の思想を

繰り返される破 壊と再 生の世の中を荘 子に

方と態度である*11。彫刻を作るために主題を

受け継ぎ、四方を山に囲まれた敷地に地形の

仮託して示したのである。チウが荘子に関心を

考えることは無く、写真のための題材を探すこと

特徴を巧みに使って造営されている。大金門

寄せるのは、筌蹄の話が適当だろう*10。すなわち、

も無い。

（正門）から北に登ったところに四方城と呼ばれる

物事の意味を捉えるのに言葉は必要だが、ひと

チウ・ジージエは、文化的に大きく変動した
激動の時代と共にあり、偏狭な国家民族的枠

楼碑がある。天井はすでに消失、四方の壁と中央

たび意味を得れば言葉は必要なくなる。言葉は

に高さ8.7メートルの「大明孝陵神功聖徳碑」

意味の伝達の道具であるところに限界があり、

組みを飛び越えて世界に躍り出た最初の世代

がある。これが《首都：龍の誕生を待つ》で大き

得るべき魚は自己で決定すべきと心得ている。

である。今日の中国の作家たちは、現代美術

すぎ て運 べなかった 話 に出 た 石 碑で ある。

《革命の青写真》図10 は南京長江大橋の彫刻

では周縁を自認しつつも単純に西洋文化に

《失敗の都市》とは、皇帝の権威と崇拝を示した

の部分と明時代の墓の石を組み合わ せて描

帰依することなく、かといって文化的背景の違い

愚行を遺跡にみたタイトルであろう。亀が部屋

いた作品で、
「 南京長江大橋の自殺研究」の

を強調するわけでもない。グローバル化によっ

の四方の壁を支える石碑を守る部屋を描いた

プロジェクト全 体 を ひとつ の 大 きなインスタ

て必 然 的に対 話が 求められ た結 果、かつて
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芸術的実践―チウ・ジージエ（邱志杰）
「南京長江大橋の自殺研究」について

8

9

ないほどに国際性と接触し融合や変容を深めて

5 チウ・ジージエ《南京長江大橋：浪漫》撮影：2005年

いる。外来文化や西洋思想を骨格に、その用法

出典：Qiu Zhijie『南京长江大桥自杀现象干预计划

を儒学など中国の潜在的な意識や感覚に展開
しようとする西体中用の試みは、チウにとっては

（贰）
：大桥・南京・天下＝A Suicidology of the Nanjing
Yangtze River Bridge: The Bridge, Nanjing, Under the
Heaven』Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.27

極めて自然な帰結である。また、芸術行為と
社会行為の間の境界の自覚が希薄で、たとえ
コンセプチャルであったとしても、芸術の研究は、
人間の生存に関わる問題として捉えている。
中国の文化思想を学び実践し、芸術の枠組みを
超えた社会的ビジョンの構築は、同世代の他の
作家にはみられない著しい特徴である。人間
が自らの存在の意味を問うときに、芸術こそが

しようとしているのだ。
「南京長江大橋の自殺
研究」のプロジェクトを成す作品群は、そうした
実践のひとつであり、統合芸術（Total Art）を
提唱する作家にふさわしいテーマなのである。

*6 ジュ・ジュ , “Qiu Zhijieʼs Double Ecriture”, Qiu Zhijie『南
京长江大桥自杀现象干预计划(贰)：大桥·南京·天下＝A
Suicidology of the Nanjing Yangtze River Bridge : The
Bridge, Nanjing, Under the Heaven』
Singapore Tyler
Print Institute, 2008, pp.30 – 33.
*7 明の開祖朱元璋（洪武帝）と后の陵。紫金山の南山麓に

6 チウ・ジージエ《失敗の都市》2008年
出典：Qiu Zhijie『南京长江大桥自杀现象干预计划
（贰）
：大桥・南京・天下＝A Suicidology of the Nanjing
Yangtze River Bridge: The Bridge, Nanjing, Under the
Heaven』Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.39

位置する。2003年に世界遺産に登録された。
参考：http://www.nanjingkankou.com/page/p4.html
（最終アクセス：2018年3月27日）
*8 胡蝶として飛んでいた自分を夢にみた荘子が、それが夢
だったのか、今の自分は蝶のみている夢なのかと説いた。
参照：
『荘子第1冊内篇』
（岩波文庫青201）、1971年

7 チウ・ジージエ《暗がりの伝道者》2008年

*9 先端に注射針のような金物を取り付け、通気を確保した。

金沢21世紀美術館蔵

*10 参照：
『荘子第三篇外篇・雑篇』
（岩波文庫青201）
、1982年

photo: KIOKU Keizo

*11 2009年から「トータル・アート」
（Total Art）という
「実験」

創意を刺激して個人間に差異を生み、人々が
自由を獲得することができることを明らかに

10

を試み始める。役割もアーティストのみならず、キュレー
8 チウ・ジージエ《荘子の精神安定剤》2008年
金沢21世紀美術館蔵

ター、批評家、研究者、思想家なども担って、総合的全体
的に芸術と考えることを目指している。

photo: KIOKU Keizo
9 チウ・ジージエ《荘子の精神安定剤》2008年
（「荘子の精神安定剤」展示風景）
出典：Qiu Zhijie『万物有灵：邱志杰＝WANWU YOU
LING : QIU ZHIJIE』Hunan Fine Arts Publishing
House, 2017, pp.366–367
10 チウ・ジージエ《革命の青写真》2008年
金沢21世紀美術館蔵
photo: KIOKU Keizo

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
黒澤 浩美（くろさわ ひろみ）
金沢21世紀美術館チーフ・キュレーター／学芸課長。ボスト
ン大学卒業後、水戸芸術館、草月美術館を経て2003年金沢
21世紀美術館建設準備室に参加。建築、コミッションワーク
の 企 画 設 置 に関 わる。2004年 の 開 館 記 念 展 以 降、
「 オラ
ファー・エリアソン」
「 ホンマタカシ」
「ス・ドホ」
「フィオナ・
タン」
「西京人」
「チウ・ジージエ」など、国内外で活躍する
現代美術作家による展覧会を企画。Art Asia Paciﬁc: City
Net Asia（ソウル、2011年）、OpenArt（エレブロ、スウェー
デン、2017年 ）、東 アジア文 化 都 市 金 沢「 変 容 する 家 」
（2018年）共同キュレーター。
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QIU Zhijieʼs “A Suicidology of the Nanjing Yangtze River Bridge”
KUROSAWA Hiromi

In 1969 when Qiu Zhijie was born, China

concurs with structure, Qiu had also carried

materialize the concept, as the most import-

internationally was at the height of its bor-

his brush across the paper as per the writ-

ant factor of his practice. Qiu also actively

der-conflict with the Soviet Union (current

ings of his teacher to inherit its stylistic beau-

presented texts and speeches regarding

Russia), and domestically had been in the

ty. That being said, I believe that rather than

discussions on art alongside the production

midst of the Cultural Revolution. The people

abandoning tradition through revolution, it

of his work, yet in coming to recognize the

of the nation lead by the analects of MAO

is more important to renew oneʼs senses re-

limitations of language in its susceptibility

Zedong had found themselves caught up in

garding how it is received. Furthermore, un-

to strong social restrictions had ultimately

a riot under the pretense of a revolution, and

like the artists who appear to wander along

declared in the mid-1990s that he would no

thus it had been a time in which many artistic

the periphery of such context as depicted in

longer contribute written critiques to publi-

and academic values were lost. 1989 when

WU Wenguangʼs film Bumming in Beijing:

cations. Regardless of whether such texts

Qiu was 20 years old, marked the year of the

The Last Dreamers (1990) *1, Qiuʼs activities

are communicated in a public context or not

Tiananmen Square protests (also referred to

at the Academy that integrated the innova-

however, the task of transcribing into words

as the June Forth Incident) involving a conflict

tion that exists by extension of tradition had

through manner of an objective perspective

between citizens seeking democracy and the

supported him to this day, and Beijing as a

is that which bears similarities to the cohe-

Chinese Peopleʼs Liberation Army, followed

central location, continues to serve as an

sively commanding view observed in Qiuʼs

by the collapse of the Berlin Wall and the

important base for his practice. His strong

work. LI Xianting, editor of Fine Art Magazine

Dissolution of the Soviet Union. While there

attitude and spirit that looks towards a new

and one of the most significant art critics and

is no doubt that such historical background

era with pride in his Chinese origins having

curators of contemporary Chinese art from

had influenced Qiu in his aspirations as an

learnt of its history, had further strengthened

the late 1980s to 1990s, upon hearing Qiu’s

artist as well as his own thoughts and ideas,

its intensity due to his early encounter with

speech*2 which criticized sculptures appro-

the tendency to view Chinese contempo-

Western philosophy, ideas, and art. While

priating symbols of the traditional culture,

rary art as being related to an immediately

a student, Qiu had acquainted himself with

had invited him to take part in the “Chinaʼs

direct sense of exaltation and frustration as

the Dada and Fluxus movements through

New Art, Post –1989” exhibition*3. His vigor-

if synonymous to antiestablishment, is at

books, and in his early 20s had also met with

ously active practice spanning over 25 years

least not applicable in the case of Qiuʼs work.

the members of avant-garde group Big Tail

resulted in the creation of numerous works,

One of the reasons why Qiu is distinguished

Elephants that had been active in Hangzhou

which have been exhibited in institutions

from his other contemporaries can perhaps

at the time. Media such as print, video, and

centering on academies and museums. As

be attributed to the fact that while studying

photography, which Qiu had learnt along

a result of commencing work on the “Long

printmaking at the Zhejiang Academy of Fine

with calligraphy, had opened the way for him

March Project” with Lu Jie since the 2000s

Arts in Hangzhou he had expressed a con-

to expand his exhibition format as well as to

however, Qiu had come to consider the

stant appreciation for calligraphy that con-

engage in a cross-disciplinary and complex

importance of artistic practice that placed

tinues to this day, having learnt the medium

means of expression. Nevertheless, it did

emphasis on surveys of original sources and

since a young age, and thus being familiar

not lead him towards pursuing a conceptual

fieldwork, and thus began to incorporate on-

with the materials of paper and ink. As tradi-

approach, as he has constantly considered

site observations of everyday and historical

tion is that which to all intents and purposes

the act of production itself that serves to

events into his work.
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QIU Zhijieʼs “A Suicidology of the Nanjing Yangtze River Bridge”

*1 Born 1956, Yunnan province, China. As a pioneer

*2 A critique regarding the “Young Sculpture Exhibition”

*4 Construction of the bridge commenced in 1960 and

of the Chinese independent documentary move-

(1992), which was later published in Artist Report

was completed in 1968. Equipped with an elevator

ment, WU Wenguang produced documentary films

(1992) by FENG Boyi. Qiu Zhijie, 万物有灵：邱志杰 =

that leads to the top of the bridge, it is recognized as

and participated in overseas film festivals. To raise

WANWU YOU LING : QIU ZHIJIE, Hunan Fine Arts

awareness of such activities in China, he also released

Publishing House, 2017. p.802

publications as well as organized workshops and film

*3 Qiu was the youngest of the participating artists.

screenings. The work mentioned is Wu Wenguangʼs

“Chinaʼs New Art, Post-1989” (1993, Hong Kong Arts

first documentary film, and was presented at the

Center, Hong Kong) Curator: Chang Tsong zung,

Yamagata International Documentary Film Festival

LI Xianting

one of the cityʼs tourist locations.
*5 Presented in the group exhibition (2007) themed on
the “Nanjing Yangtze River Bridge” organized by
Zhu Zhu.

in 1991.

In 2005 Qiu was appointed as the curator

between Chinaʼs coastal urban areas and

of the Nanjing Art Triennale, where he had

inland rural areas had become increasingly

proposed the theme “Archaeology of the

serious as a result of all too rapid develop-

Future.” China had envisioned a near future

ment and globalization, and thus the nation

beyond revolution in considering its goals

was faced with the reality of no longer being

as a social state as being the happiness of

able to commit to its promise of a joyous-

both the individual and the masses, yet in

ly prosperous future through liberation and

leaving behind the 1980s that saw a long-

growth. In a world in which most importance

term struggle regarding the revolution and

is placed upon economic and social success,

the preservation of a one-party system, the

the Nanjing Yangtze River Bridge had be-

nation in reality had single-handedly pro-

come a final destination for those who were

gressed along the path of economic reform

unable to meet such demands. The series of

1

since the 1990s. Qiu regarded the excavation

works in Qiuʼs “A Suicidology of the Nanjing

of historical facts that remained unrealized

Yangtze River Bridge” project*5 was initiat-

as an act of “archaeology,” and attempted to

ed as a consolation and repose for those in

rearticulate what had been undocumented

the depths of despair, yet rather than being

in texts and images through means of ideas,

based on sentiment or attachment, had

philosophy, and religion. Nanjing is home

originated from directly observing the world

to the Nanjing Yangtze River Bridge*4 fig.1 a

through researching into actual places and

double-decked road-rail truss bridge that

circumstances. In particular, his engagement

was built during the Cultural Revolution. As

with a voluntary suicide rescue operation

a large-scale construction built solely upon

had made him consider ways in which to

Chinese expertise, the bridge was a symbol

discourage those who wished to end their

of the revolution that illustrated Chinaʼs na-

lives. While his works are underlined by a dry

tional strength towards modernization. Over

sense of expression that rejects elements of

the course of 40 years since the bridgeʼs

sentimental humanism, his act of writing the

construction however, there are said to be

childlike and somewhat meaningless ques-

4,400 suicides on official record. Since the

tion “Love is Dead.....Where is the Capital

revolt in 1989, Western nations had respond-

of Madagascar?”fig.2 upon the bridge, may

ed to Chinaʼs rise from dormant nation to

have seemed unexpected of an artist with

River Bridge : The Bridge, Nanjing, Under the Heaven』

significant presence of power with opin-

stoic tendencies towards realism. That being

Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.17

ions predominantly centering on ideas that

said, Qiu had done so in hope that evading

economic freedom and political freedom

the moment in which people found them-

should be realized simultaneously hand in

selves brooding over thoughts of suicide,

Photography, performance, and video installation.

hand. Nevertheless, the issue of inequality

could perhaps aid in bringing about new

Qiu Zhijie『万物有灵：邱志杰 = WANWU YOU LING :

2

1 The Nanjing Yangtze River Bridge
Qiu Zhijie『南京长江大桥自杀现象干预计划（贰）
：
大桥・南京・天下 = A Suicidology of the Nanjing Yangtze

2 Qiu Zhijie, Love is Dead.....Where Is the Capital of
Madagascar?, 2009

QIU ZHIJIE』Hunan Fine Arts Publishing House, 2017,
p.389
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circumstances for the tomorrow that is to

The “Nanjing” series that is one of the

come. It thus illustrates a certain philosophy

elements of Qiuʼs “A Suicidology of the

on Qiuʼs part regarding what he considers

Nanjing Yangtze River Bridge” project, com-

as the role of art in life. In other words, it is

prises of 10 lithography works –a medium

the belief that art is that which stimulates

that he had rarely engaged in since studying

the imagination and enables people to rec-

printmaking at university. Four of such works

ognize and find comfort in the fact that the

from this series are currently housed in the

reality that extends in front of them is not

collection of the 21st Century Museum of

everything. Despite the depiction of tran-

Contemporary Art, Kanazawa. Lithographs

sience and loss, the act of an individual in

are recognized as having the most degree

envisioning freedom and happiness, indeed

of freedom amongst various printmaking

bears the same meaning as the acquisition

methods, entailing the use of a stone or

of freedom through means of self-determina-

metal plate with a smooth surface that is

tion. Where is the Capital of Madagascar?

fig.3

sketched upon with crayon to transfer the

created after this performance, is a cast cot-

image onto paper or onto other suitable ma-

ton work on paper from the artistʼs “Capitals”

terial. The works in the “Nanjing” series are

series, in which a text explaining the origins

printed entirely in the single tone of indigo,

of Holstein Friesian cattle is printed in black

and the crisp sections where the shading is

ink against an entire red background that

distinguished blend together with the gentle

represents its cultural background. A draw-

and fluidly coalescing sections to give the

ing has been made in the raised relief-like

impression of an ink wash painting. The con-

section in the center of the picture plane.

trolled lines are rhythmic and portray an air of

The drawing abstractly depicts an imaginary

certainty. Capital: Waiting for the Naissance of

Where is the Capital of Madagascar?, 2008

continent and harbors indications of Qiuʼs

the Dragon fig.4, is a work based on the story

collection of 21st Century Museum of Contemporary

“Maps” series that would later span from

of how the Yongle Emperor, the third emper-

Art, Kanazawa

2008 to the present. Although “Maps” usual-

or of the Ming dynasty, had wished to build

ly illustrate geographical relationships from a

the worldʼs largest stone mausoleum for his

3

4

3 Qiu Zhijie,

Image courtesy of STPI ̶ Creative Workshop & Gallery,
Singapore.
4 Qiu Zhijie,
Capital: Waiting for the Naissance of the Dragon, 2008
collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa
photo: KIOKU Keizo
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birdʼs-eye perspective, in this work Qiu freely

father the Hongwu Emperor. Although the

wires / connects / edits the “relationships” of

stones for construction were divided into

events / places / time. This system of descrip-

three parts to transport from Yangshan to

tion seems appropriate in communicating

Nanjing they had been too large to handle,

Qiuʼs studies and ideas as an individual who

and it is said that many artisans who were

fulfills the various roles of a calligrapher, art-

unable to fulfill their duties were executed.

ist, teacher, curator, critic, and whoʼs activ-

Based on this tale, Qiuʼs work depicts the

ities freely traverse various different media.

skeletons of 11 animals out of the twelve

QIU Zhijieʼs “A Suicidology of the Nanjing Yangtze River Bridge”

5

branches of the Chinese zodiac, excluding

through the recollected information of later

that of the dragon. The Ming dynasty (1368–

years. In this respect, “A Suicidology of the

1644) had reigned from the city of Nanjing

Nanjing Yangtze River Bridge” project could

in the Jiangsu province, however ultimately

indeed be considered as coinciding with the

moved its capital to Beijing. The dragon is

emotions surrounding those who ended

recognized as the sole imaginary creature

their fate in suicide, such as reality / illusion,

within the Chinese zodiac, and thus what can

word / image, description / narrative, admira-

be glimpsed in the background of this work

tion / hopelessness towards the revolution.

is a nostalgic narrative as to whether Nanjing

The work City of Failure

could be born once again as the capital of

ject from the Ming Xiaoling Mausoleum in

the nation.

Nanjing, also recognized colloquially as the

Due to the complexity of its history,

“Square City.”

*7

fig.6

derives its sub-

Inheriting the philosophy

Nanjing is a city that is accompanied by

of “Tianren Heyi” that from ancient times

somewhat sorrowful and dream-like impres-

constitute the unity between man and the

sions*6. From the time of its construction up

universe, the mausoleum had been built

until the present, the Nanjing Yangtze River

in skillfully incorporating the topographical

Bridge had inherited such history and was

features of the site that is surrounded by

instilled with its role as a symbol that encom-

mountains on all four sides. Through the

passes the romanticism of the revolution.

monumental Great Golden Gates (Da Jin

In Qiuʼs “There” series that was presented

Men) and located in the north side of the

prior to the “Nanjing” series, there is a photo-

site is a pavilion known as the “Square City.”

graphic work with a view of the bridge lit up

With the ceiling already collapsed and only

at nighttime upon which he overlaid the word

retaining its four outer-walls, housed within

“Romantic” written using a flashlight fig.5. In

it is the 8.7-meter tall stone stele referred to

this work he combines the polar opposites of

the “Shengong Shengde Stele.” This is the

reality and illusion, word and image, descrip-

stone monument in question that had been

tion and narrative, an admiration for the city

too heavy to transport, as mentioned in the

and hopelessness that ends in suicide, there-

tale from which Qiuʼs Capital: Waiting for the

by depicting the ambivalent emotions of the

Naissance of the Dragon was inspired. The

Chinese people towards the Nanjing Yangtze

title City of Failure conveys the manner by

River Bridge. For Qiu who was born just a

which Qiu had observed in these very ruins

year after the construction of the bridge,

the indulgence surrounding the portrayal

the revolution under the Maoist administra-

of the emperorʼs authority and worship. In

tion and its very era were strengthened not

his work Qiu depicted a room in which gi-

by a traumatic lived experience, but rather

ant stone tortoises protect the steles that

6

5 Qiu Zhijie, Nanjing Yangtze River Bridge — romantic,
photography 2005
Qiu Zhijie『南京长江大桥自杀现象干预计划（贰）
：
大桥・南京・天下 = A Suicidology of the Nanjing
Yangtze River Bridge: The Bridge, Nanjing, Under the
Heaven』Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.27
6 Qiu Zhijie, City of Failure, 2008
Qiu Zhijie『南京长江大桥自杀现象干预计划（贰）
：
大桥・南京・天下 = A Suicidology of the Nanjing
Yangtze River Bridge: The Bridge, Nanjing, Under the
Heaven』Singapore Tyler Print Institute, 2008, p.39

*6 Zhu Zhu, “Qiu Zhijieʼs Double Ecriture”,
Qiu Zhijie, A Suicidology of the Nanjing Yangtze River
Bridge : The Bridge, Nanjing, Under the Heaven,
Singapore Tyler Print Institute, 2008, pp.30–33.
*7 The tomb of the Hongwu Emperor, the founder of
the Ming Dynasty, and his Empress. Located in the
southern foothills of Purple Mountain (Zijin Shan).
Registered as a UNESCO World Heritage Site in
2003. Reference: http://www.nanjingkankou.com/
page/p4.html (last accessed: March 27,2018)
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7

8

Qiu Zhijie, Propagator in the Darkness, 2008

support the four walls of the room, and by

effect resided in the very “entrʼacte” between

collection of 21st Century Museum of Contemporary

hollowing out parts of the walls, he succeeds

reality and dreams, and his promoting of

in connecting the forbidden city with the out-

universal love and anti-conflict is that which

side world.

had led Qiu to draw inspiration in conveying

Art, Kanazawa
photo: KIOKU Keizo

In the work Propagator in the Darkness fig.7,

a repeated cycle of destruction and regener-

collection of 21st Century Museum of Contemporary

a man shouts out various political slogans

ation in this particular work. In this case it is

Art, Kanazawa

inside a large bell that has been placed on

appropriate to say that Qiu finds most inter-

the floor. People outside the bell cannot see

est in Zhuangziʼs allegory of the rabbit-snare

the man who is inside, nor are they able to

and the fish trap *10. Qiu had also produced a

hear his voice. Where then is the x-ray de-

three-dimensional work under the same title,

vice that enables one to seek out the figure

in which he presen. In other words, words

who is confined within? Although the issue

are necessary in capturing the meaning of

of social constraints is one of the important

things, yet once the meaning is obtained

themes in Qiuʼs practice, he appears to be

the words are no longer needed. There is a

critical towards contemplating modernity or

certain limitation to words as tools for the

the times that follow through learning from

transmission of meaning, and one must de-

politics and history. Most of the works in

termine on their own which fish to catch.

Qiu Zhijie, Ataractic of Zhuang Zi, 2008

photo: KIOKU Keizo

the “Nanjing” series borrow from the history

The Draft of Revolution is a work in which

and philosophies of the medieval times and

Qiu depicts a combination of the sculptural

earlier, yet this work distinguishes itself as an

sections of the Nanjing Yangtze River Bridge

ascetic and pessimistic recollection of how

and the stones from the tomb of the Ming

the Cultural Revolution had urged the radical

Dynasty, and is also a draft for presenting

rethinking about individual commitment to a

the “A Suicidology of the Nanjing Yangtze

national collective goal.

River Bridge” project in the form of one
is based on the

large installation. The attempt to integrate

anecdote of the “Dreams of a Butterfly” as

a universality that transcends time and the

articulated in the writings of Zhuangzi, a

density of the place that is Nanjing through

Chinese philosopher and founder of Taoism

means of art is not a mere illusion reliant on

dream, or whether he himself was part of a dream

who had lived during the Warring States

slogans and beliefs, but in response to the

dreamt by the butterfly. Reference: The Writings of

period (403–221 BC)

. Qiu had also pro-

people confronting reality, is also that which

Zhuangzi Vol. 1 (Iwanami Bunko: Blue 201), 1971

duced a three-dimensional work under the

is grounded upon the confidence that art can

same title, in which he presented real live

serve to provoke the liberation of the mind.

butterflies inside a 5-m long gourde-shaped

Violently scribbled down phrases such

. Zhuangzi had theorized how

as “who started the revolution?” and “a

Ataractic of Zhuangzi

*8 Zhuangzi, who had dreamed of him flying as a butterfly, had questioned whether it had indeed been his

*9 A metallic part reminiscent of an injection needle
was affixed to the tip to secure ventilation.
*10 Reference: The Writings of Zhuangzi Vol. 3: Edited
Anthology (Iwanami Bunko: Blue 201), 1982
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sculpture

*9 fig.9

QIU Zhijieʼs “A Suicidology of the Nanjing Yangtze River Bridge”

*8

fig.8

9

revolution needs time” are directly indic-

despite acknowledging their marginalization

ative of the awareness that all historical

in contemporary art, yet neither do they

events anticipated in forming a bright future,

emphasize the differences of their cultural

all in fact harbor a sense of suspicion and

background. As a result of the necessitation

harm.

of dialogue brought about by globaliza-

Up until 2009, “A Suicidology of the

tion, artists more than ever are coming into

Nanjing Yangtze River Bridge” had been de-

contact with internationalism to deepen

veloped under four distinguished projects that

the extent of their integration and transfor-

are, “Think Tank,” “Archive,” “Holy Remains,”

mation. Attempts to develop elaborations

10

9 Qiu Zhijie, Ataraxic of Zhuangzi, 2008
(Exhibition view of “Ataraxic of Zhuangzi”)
Qiu Zhijie『万物有灵：邱志杰 = WANWU YOU LING :
QIU ZHIJIE』Hunan Fine Arts Publishing House, 2017,
pp.366–367
10 Qiu Zhijie, The Draft of Revolution, 2008
collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa
photo: KIOKU Keizo

and “Clinic.” In terms of the archive compris-

that draw from the framework of imported

ing remnants of historical facts, rather than

culture and western ideas in the context of

presenting written history as it is, it had been

latent Chinese considerations and sensitivi-

important to Qiu to establish something that

ties such as Confucianism; had all but been

*11 Qiu embarked on his “experiment” of “Total Art”

would evoke oneʼs imagination regarding as-

a natural conclusion for Qiu. Furthermore,

in 2009. It aims to contemplate art cohesively as

pects invisible to the eye such as mentality

whether or not the awareness of the bound-

and humanity, as well as time and space. It

ary between artistic action and social action

is not to deny art as formulating the possi-

is weak and perhaps conceptual, Qiu con-

bilities of obtaining social issues and critical

siders the research of art as an issue relat-

viewpoints as implemented through select

ed to human survival. Qiuʼs act of learning

materials and methods. It is an attitude and

and putting into practice Chinese cultural

way of thinking that aims at socializing artis-

philosophies to build a vision that extends

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

tic acts and works themselves, continuing to

beyond the framework of art is a remarkable

KUROSAWA Hiromi

experiment with what is necessary in achiev-

feature that distinguishes him from other

ing this, and comprehensively referring to it

artists of his generation. What he attempts

as art *11. That is to say, one does not contem-

in his practice is to shed light upon the fact

working at Contemporary Art Gallery, Art Tower MITO

plate themes for making sculpture, nor does

that when we as human beings question the

and Sogetsu Art Museum, she began to work for the

one seek subjects to photograph.

meaning of our own existence, it is art that

construction project office of 21st Century Museum of

a whole through taking on not only the role of the
artist, but also that of curator, critic, researcher, and
philosopher.

(translated by BENGER Kei)

Chief Curator at 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa. Graduated from Boston University. After

Contemporary Art, Kanazawa for planning and managing

Qiu Zhijie is of the first generation of art-

stimulates creativity and creates differences

ists to have lived in the midst of a turbulent

between individuals, further enabling people

the museum, she has been in charge of the exhibitions of

era of significant cultural change and fluc-

to attain freedom. The works comprising the

Japanese and foreign artsits, such as Olafur ELIASSON,

tuation, further transcending the illiberal na-

“A Suicidoligy of the Nanjing Yangtze River

HOMMA Takashi, SUH Do Ho, Fiona TAN, Xijing Men

tional and ethnic framework to reach out into

Bridge” project is an example of such prac-

the world. The Chinese artists of today do not

tice, and is indeed an appropriate theme for

(Örebro, Sweden, 2017), Culture City of East Asia 2018

simply devote themselves to Western culture

an artist who advocates “Total Art.”

Kanazawa, Altering Home (Kanazawa, 2018).

the architecture and commission work. After the opening

and QIU Zhijie. She was also the co-curator of Art
Asia Pacific : City Net Asia (Seoul, Korea, 2011), OpenArt
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宮永愛子《waiting for awakening ̶ chair》との対話
̶提示と保存
立松由美子

1. 保存のための対話

2. 保たれている均衡と時間

これまで、作品の保存修復の観点は、現物

宮永の個展で2007年に展観されたアサヒ・

保存の原則、いわば、物体としてのオリジナル

アート・コラボレーション「岸にあがった花火―

の作品概念を守り伝えることが主眼に置かれて

宮永愛子展」図2（ すみだリバーサイドホール・ギャ

いた。しかし、この考え方では、初期のメディア・

ラリー）の作品群は、ナフタリン素材で制作した

アート作品の媒体として利用されたフィルムや

彫刻と、古い名画や器、衣装など長い時間で

ソフトウェア、オペーレーション・システムなどは

形が変わっていくものとをあわせて展示する

時代から取り残されて、いかに時間を超えて保

ことによって、それぞれが過ごす時の流れの

存修復を行うかが深刻な問題であった。タイム

差異が対比された。夏の花火のような一瞬の

ベースト・メディアの作品は古いメディアから

かがやきが、展覧会を通底するひとつの題材と

新しいメディアへの変換、オリジナルの環境に

なっており、時計が刻む時ではない、時間に

依拠したエミュレータを利用することがひとつ

ついての考えを巡らせることができる。ときには

の解決方法であった。メディアの置換と併せて、

過去の名画や使われた器、衣装などとそれらを

作品の様態を記録すること、つまり、アーカイブ

一緒に並べることで、異なる時間を経てきた

が作品保存のために大きな役割を果たすこと

ものと比べてみせた。宮永に選ばれた名画は、

も現代美術作品においては、注目されている。

ジョルジュ・ルオーの《貴族的なピエロ》であった。

これらのことを前提に、本稿では、多様な

王に仕える宮廷道化師の絵画との対比として、

素材・技術・アイディアによって日々生 み出さ

2000年 代 の サラリーマンを象 徴 するメガネ、

れる複合的な現代美術の作品は未来にどの

腕時計、携帯電話（現在はスマートフォンに取って

ように伝えられるべきなのか、という問いを立

代わられた日用品 ）
、ネクタイ、靴をナフタリンで

てて、収蔵作品である宮永愛子《waiting for

制作した図3。靴以外のナフタリン製の彫刻作品

awakening̶chair》図1 についてキュレーターの

はスーツ生地でつくられた覗きケース形式の箱

視線と同時に、作品を保存管理するコンサベー

に入れられ、会期中にゆっくりと形がほぐれて

ターの視点で作品を読み解いていく。

いった 図4。靴だけは透明ケースに入っている

2

3

4

ので、内側には再結晶したナフタリンが新たな
造形を結んでいった 図5。働き盛りのサラリー
マンの 痕 跡 が、ルオーの 絵 画 の 前で移ろい
流れていく。王に仕えたピエロ、会社に出仕
するサラリーマン、時代を超えた人間の営み、
日々移り変わる景色の中で変わらないことは
「すべてのものごとは動いて変わっていくこと」
である。ここでは、移ろい行く時の流れと同時
に変化しながら均衡を保っている、見えない
世界のありようを、一瞬のひとりの男の様態を
「花火」にたとえて、宮永は提示してみせた。
1
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1 宮永愛子《waiting for awakening̶chair》2012年

2 宮永愛子《岸にあがった花火》2007年

4 宮永愛子《貴族的なピエロ》2007年

H110×W67.9×D55.8 cm

サイズ可変

サイズ可変

ナフタリン、樹脂、
ミクスト・メディア

隅田川の水（吾妻橋の袂にて採取）、糸

ナフタリン、
ミクスト・メディア

金沢21世紀美術館蔵

photo: UENO Norihiro

photo: UENO Norihiro

photo: TOYONAGA Seiji
3 宮永愛子《貴族的なピエロ》2007年

5 宮永愛子《貴族的なピエロ》2007年

サイズ可変

サイズ可変

ナフタリン、
ミクスト・メディア

ナフタリン、
ミクスト・メディア

*ジョルジュ・ルオー《貴族的なピエロ》を同時に展示

photo: UENO Norihiro

photo: UENO Norihiro

3. エフェメラルな素材

4. 不可逆な時間
私の作品はいつも変化を伴う。そしてその

宮永は「物事はいつでも動いている。変わって

美術作品である宮永の「なくなる」彫刻は、

いく」という思いをもって制作している。作品の

時の経過とともに変化し、形が透けてゆくが、

ことで、儚い印象をもたれることが多い。しかし、

素材選びは過去の美術品制作の観念にとらわ

その失われた痕跡をも追跡できるように仕組

変化することは儚いことなのだろうか。

れず、宮永はこれまでの美術家が使わなかった

まれ、そして、崩れていくイメージを想像する

世界は、変化し続けている。たとえ動きを止

常温で昇華するナフタリンを用いて「なくなる」

こともでき、それらの現実に目に見えない想像

め、変化していないように見えたとしても、すべ

彫刻作品をつくることを見いだした。防虫剤と

イメージも作品を構成している。そして、眼前から

てが微細な変化の過程にある。それは、世界

して利用されるナフタリンが昇華して、袋の中身

消失するものでも人の記憶の中に残される、

が均衡を求める力。

の気配が残っているのを見て、
『 袋の片隅に

という意味においても、観者は、作品を成り立

その力は、私たち自身にもゆっくりと働きかけ

「ここにあったんだな」というかたちが残って

たせる要素のひとつにもなっている。観者で

る。肌に皺を加え、姿かたちを変え、やがて次の

いることもある。それに気づいた時、痕跡を残

ある人間も、この世に生まれて、やがて成人し、

世代へと存在をつなげていく。私たちの心も瞬間

した存在が私には愛おしく思えて、もしこれで

老人になり、最後には形がなくなる。人が生きて

ごとに変化し、未来を夢見ている。世界は変化

*1
かたちをつくったら「なくなる作品」がつくれる』

いた面影は、他者の記憶の中に残される。この

することで、
しなやかな強さを手に入れる。

と思ったという。

ように現象する自然界のすべてのものは変化

立体的な形をつくるという彫刻の既成概念を

している。

超えて、気配を残しながら、なくなる作品は、変

宮永は、このように変化する周囲の世界の

変化の痕跡を、人は「時間」と呼ぶ。私は誰か
の日用品から、その痕跡を集め、作品をつくる。
そこに表れるのは、時計の針の外で刻まれる個
人の「とき」
。

わりながら、限られた空間において、ありつづ

時間性にも常に真摯な眼差しを向けている。

ける時間を見せることが可能となる。それは、

時計の針が刻む一刻とは別の、いつ起こるか

土地や場所に流れる時間。私たちのなかにも

宮永が眼前から消滅した形が空間に残っている

わからない、しかし必ず訪れる瞬きのような

それぞれ流れている、自分だけの時間。日々の

こともインスタレーションで見せるからである。

一瞬を経て、その前と後では全く状況を変えて

生活の中では気づかない、景色や私たち自身が

ナフタリンで形づくられた彫刻、例えば、靴を

しまう。時の矢は可逆ではない。宮永の制作に

変わりゆく様子。私はそれらを注意深く見つめ、

かたどった作品を例に挙げてみよう。その靴

対する態度は、今この世界がどのように見えて

そっと掬い上げ、世界の小さな結晶として今

の彫刻は履き古された形が与えられ、性別、

いるか、を映し出す。そして、しなやかに変化

この時代に置いてみたい。

年恰好、歩き癖や暮らしぶりがわかるような、

しながらこの世界は均衡を保っている、と宮永

そんな風に持ち主が想像できるような体温を匂

の作品はささやいているのである。

わせる作品である。ところが、次第にナフタリン

このようにして宮永愛子の作品は、儚いもの

素材が昇華し始めて、与えられた形がゆっくりと

と捉えられる場 合 が あるが、それ はインスタ

ほころびはじめてくると靴は目に見えなくなって

レーションが絶えず変化していることからおこる

しまい、そのことが消滅してしまう作品のように
感じさせる。
しかし、また別の例を挙げてみると、閉じた

*2

錯覚である。宮永は、ウェブサイトに掲載した
「ステートメント」で「儚さ」について次のように
言及している。

空間に置かれた靴の場合、かたどっていたナフ
タリンの粒子は同じ空間で昇華および再結晶し、
新しく氷片のような形象を結びはじめていく。
実は、形がなくなる彫刻作品は消滅しているの
ではなく、ありつづけるために変成しているの
であり、永遠に変わらないものなどないという

*1「『クルーズ・クルー』研修プログラム
「宮永愛子アーティスト・トーク『はかない、ということ。』」
『2014年度 コレクション展 ミュージアム・クルーズ記録集』
金沢21世紀美術館、2015年、p.35
*2 http://www.aiko-m.com/statement.html
（最終閲覧日：2019年1月4日）

真実を私たちに気づかせるのである。
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5. 作品の本質

6. 記憶

美術家の創作から生まれたものが美術作品

ここでは、2012年、国立国際美術館で開催

の封印を解くことができる仕掛けになっており、

と呼ばれるのは、そこに「これは作品だ」という

された「宮永愛子：なかそら̶空中 ̶」を紹介

認識が関わるからである。この認識は二重の

しつつ、先述した「記憶」について詳述しておき

は昇華して、椅子の形だけを樹脂の内部に残す

意味で「特定」の認識である。なぜなら、それは

たい。このころ、日本は東日本大震災の放射能

ことが宮永によって意図されている。

その都度、美術家である特定の存在者によって

汚染事故（2011年）に端を発する国家的苦難に

樹脂に封印されていない、絶え間なく変化

行われなければならないし、逆に、観者という

直面し、多くの国民が、安全だと過信していた

している形態の作品は永遠に未完成とみなす

特定の存在者にそれをしてもらう以外に、その

暮らしについての不安、これからの未来に閉塞

ことができる。展示されている瞬間に見られる

産み出されたものを美術作品として認定する

感を感じながら日々の生活を営み続けていた。

ことによって、記憶として作品は完成する。当館

方法はないからである。

このような社会情勢でも、いや、逆に苦しい

所 蔵 の 樹 脂 に 封 印され た 作 品《waiting for
awakening̶chair》はシールが外されないと

このシールが剥がされると、ゆっくりとナフタリン

現代社会の暮らしでは、大量の工業製品が

状況であるからこそ、宮永は世界のありようを

流通し、私たちは化学的に生成された多くの

ひたむきに探求しつづけた。個展「宮永愛子：

わかっていても、ナフタリンが空気に晒されて

日常製品とともに生活している。現代美術作家

なかそら―空中

見えなくなることを想像することもできる。宮永

は、例えば、砂糖、塩などの食品素材、そして

ナフタリンでかたどられてケース内に陳列された

―」では、日用品とパズルが
図6

の作品の完成はひとつのところにとどまらず、

ワセリン、セルロイドのように分 解 性 の 高 い

《なかそら―透き間―》 、糸とナフタリンで構

絶えず動き続けているのである。宮永作品を

物質で芸術作品を作り、表現の豊かさを新鮮な

成された《なかそら―はしご―》図7、蝶のナフタリ

見るという行 為は、眼 前のものを見ながら、

驚きとともに私たちに見せてくれる。現代美術の

ン彫刻《なかそら―空中 ―》図8と12万枚のキン

見えないものも見ることができるのである。

コンサベーターとして、これらの日常的な工業

モクセイの葉脈だけで1枚の布のように仕上げ

また、
《waiting for awakening̶chair》は、不在

製品を使った作品を保存し、管理することは

られた《なかそら̶景色のはじまり̶》図9–1, 図9–2

によって座るべき主を示す椅子がかたどられ、

挑戦的な試みであり、作品にとって置換不可能

のインスタレーション、堂 島 川 の 汽 水 域 から

樹脂によって封印されている。封緘を取り去れば、

な本質的な要素は何であるかを追求するという

糸に塩分を結晶させ、ガラス瓶とともに並べた

ナフタリンは静かに自由に動き始めて、周囲の

姿勢が常に求められる。これまでに使われた

《なかそら―20リットルの海―》図10 作品群、そして

空間に解き放たれて行くのであるが、現時点

ことのない素材の扱い方や保存方法について

樹脂に封印されたナフタリンの椅子《なかそら̶

ではナフタリンとともに動かない時間が封印さ

絶えず知見を蓄積する必要に迫られているのと

waiting for awakening̶》
（ 現在は当館所蔵。

れている。これを宮永は「眠っている」状態だと

同時に、分析科学等の専門家との協力やネット

作 品タイトルを《waiting for awakening̶chair》と

説明する*5。

ワーク作りも必要になってくる。

変更） と全て新作で構成した。

日用品で制作された美術作品という認識と、

図11

私たちの記憶も夢のようだ。夢は目覚めた

*3

《なかそら̶waiting for awakening̶》の

途端に雲散霧散して、つかみそこねてしまう。

制作者の意図を汲んだ上で、どのような経年

古ぼけた椅子は、2010年に開催された展覧会

記憶は見えないけれどもなかったわけでは

劣化の状態が作品公開にふさわしくないかと

「ドゥーブル・リュミエールー宮永愛子＆関根

ないことを私たちは知っている。椅子は眠って

いう状況判断に加えて、最も効果的な作品の

直子」
（ パリ日本文化会館 ）の際にパリ市内で

いる状態からシールが剥がされると、目覚めて

提示方法を美術作品を読み解きながら、キュ
レーターの視点でも作品設置（インスタレーション）
を見極めなければならない。

6

112

図12

見つけ、展示にも使用されたものである

。

*4

これをナフタリンでかたどり、外側には空気も

ナフタリンが 昇 華しはじめ、展 示 室を囲えば
再結晶の様子が見えるが、囲えきれない場合は、

包みこみながら何層も樹脂を重ねて制作され

結晶は消えてなくなるわけではなく、展示室や

ている。樹脂層の底には小さな穴があり、シール

美術館を超えた遠くの世界と繋がっていく。

で塞がれている。所有者の意志で、このシール

このように記憶は世界の中で絶えず変化する。

7

宮永愛子《waiting for awakening ̶ chair》との対話̶提示と保存

8

9–1

9–2

7. 作品の死について
遠い将来を射程に入れた上で、美術作品の
寿命に関して私たちが直面する問題は「美術
作品は常に変化するものである」ということで
ある。オリジナルに修復するのか、時間の経過

*3 三潴末雄『手の国の鬼才たち MIZUMA』求龍堂、

6 宮永愛子《なかそら―透き間―》2012年

2015年、pp.80–89

H69×W1800×D150 cm

*4 国立新美術館編『
「アーティスト・ファイル2009―現代の作
家たち」ファイル013:宮永愛子』国立新美術館、2009年

photo: TOYONAGA Seiji

*5「
『クルーズ・クルー』研修プログラム

を残すのかという修復理論の古典的な問題で

宮永愛子アーティスト・トーク『はかない、ということ。』」

はなく、自然のサイクルと同様に美術作品の

前掲書、p.38

変成を受け入れ、その非永続性にいかに向き
合うかという分析的な問題意識を持つことが
必要である。失われてゆくオリジナルの破片を
そのまま残すことは現代では必ずしも有効な

千依、金井直、松原知生、訳『修復の鏡̶交差する美学と
*7 森直義『修復からのメッセージ』ポーラ文化研究所、

《なかそら―空中

ナフタリン、
ミクスト・メディア
・ 田口かおり
『保存修復の技法と思想 古代芸術・ルネサン

photo: TOYONAGA Seiji

ス絵画から現代アートまで』平凡社、2016年、pp.212–216
・ 文化保存修復学会編『文化財の保存と修復⑩博物館の
役割と未来』クバプロ、2008年、pp.91–112

10 宮永愛子《なかそら―20リットルの海―》2012年
サイズ可変

めて引き出すことになる 。様々な素材が用い
*6

堂島川の水、20Ｌガラス瓶、
ミクスト・メディア

られる現代の美術作品は置換可能な素材を

photo: TOYONAGA Seiji

収集し、交換の手順の記録、修復に対する美術
家の声の蓄積、また、作品の変化やそれに介入

11 宮永愛子
《なかそら̶waiting for awakening̶》2012年

した際の記録などを残すことで、美術作品がもつ

H110×W67.9×D55.8cm

多様な時間性に対応することが可能になる 。
*7

その時どきの一瞬に、個々の作品に対峙した
観者の記憶が、宮永作品の生に深く関与すると
考えるからである。

サイズ可変
photo: TOYONAGA Seiji

を構築するにあたり、記録化の重要性をあらた

その死の証言を拒絶するところにある。なぜなら、

9–1, 2 宮永愛子《なかそら―景色のはじまり―》2012年
金木犀の剪定葉12万枚、
ミクスト・メディア

づけられている美術作品に介入する際の指標

ことが運命づけられており、
「 記憶」によって、

―》2012年

サイズ可変

美術作品として認識することはできない。現代

宮永の作品の強さは、絶えず変化し続ける

photo: TOYONAGA Seiji
8 宮永愛子

2003年、pp.133–150
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courtesy: Mizuma Art Gallery
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A Dialogue with waiting for awakening—chair by MIYANAGA Aiko
—presentation and preservation
TATEMATSU Yumiko

1

1. A Dialogue for Preservation

2. Maintained Time and Balance

Until now, the perspective regarding the pres-

The series of work presented in 2007

ervation and restoration of artworks had been

in Miyanagaʼs solo exhibition, “Fireworks

the principle of preserving the actual thing

from the River—Miyanaga Aiko, Asahi Art

itself, or in other words, mainly focused on

Collaboration”

protecting and passing on the original con-

Gallery, 2007) had juxtaposed sculptures

cept of the artwork as an object. That being

made from naphthalene with other objects

said, this way of thinking resulted in mediums

that change shape over time including an

employed in works of early media art such

old painting, vessels, and clothing, thereby

as film, software, and operation systems to

contrasting the different passages of time

be left behind from the times, and thus the

that are respectively harbored within these

means by which to preserve and restore be-

objects. What serves as one of the underly-

yond the tides of time had been considered a

ing themes of the exhibition, is a moment of

fig.2

(Sumida Riverside Hall

serious issue. One of the solutions provided

brilliance reminiscent of summer fireworks,

H110×W67.9×D55.8 cm

for artworks involving time-based media was

which enable viewers to contemplate time

naphthalene, resin, mixed media

the conversion from old media to new me-

in a context distinguished from that as in-

dia, and to use an emulator that was based

dicated by the hands of a clock. At times

on the original environment. In addition to

presenting her sculptures alongside an old

the replacement of media, documenting the

masterpiece painting, used vessels, and

actual form of the artwork, that is to say, the

clothing, Miyanaga had engaged in com-

notion that the archive plays a significant role

paring the different passages of time experi-

in the preservation of artworks is an issue

enced by these objects. The painting that she

that is attracting much attention within the

had selected on this occasion was Georges

context of contemporary art.

Rouaultʼs Aristocratic Pierrot. As contrasted

1 MIYANAGA Aiko, waiting for awakening—chair, 2012

Collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa
photo: TOYONAGA Seiji
2 MIYANAGA Aiko, Fireworks from the River, 2007
dimensions variable
water from the Sumida River
(collected by the Azumabashi Bridge), thread
photo: UENO Norihiro
3 MIYANAGA Aiko, Aristicratice Pierrot, 2007

Based on this premise, this paper raises

with the painting of the court clown who

the question of how complex contemporary

had served the king, Miyanaga had used

*Exhibited with Georges Rouault, Aristocratic Pierrot.

artworks produced everyday through various

naphthalene to create objects that symbol-

photo: UENO Norihiro

materials, techniques, and ideas are to be

ized businessmen of the 2000s era such as

passed onto the future, and attempts to con-

glasses, a watch, a mobile phone (all daily

template and understand MIYANAGA Aikoʼs

necessities that have today been replaced

that

by the smartphone), necktie, and a pair of

dimensions variable
naphthalene, mixed media

4 MIYANAGA Aiko, Aristicratice Pierrot, 2007
dimensions variable
naphthalene, mixed media

work, waiting for awakening—chair,

photo: UENO Norihiro

is housed in the museumʼs collection, not

shoes

only from the perspective of a curator but

other than the shoes were put inside a box

simultaneously from the vantage point of a

created in the style of an exhibition case,

naphthalene, mixed media

conservator responsible for the preservation

which had been made out of suit fabric that

photo: UENO Norihiro

and management of artworks.

slowly loosened its form over the duration of

5 MIYANAGA Aiko, Aristicratice Pierrot, 2007
dimensions variable
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fig.1

. The naphthalene sculpture works

fig.3

2

3

4

5

3. Ephemeral Materials
the exhibition.fig.4 As the shoes were installed

Miyanaga engages in creating works under

have been given a worn out form, evoking

in a transparent case, the naphthalene had

the notion that “things are always moving

a human warmth that allows viewers to

to create new forms on its

and changing.” Without being confined to

imagine their owner, from their sex, age and

inner surface. The traces of a businessman

concepts surrounding existing means for

appearance, to walking habits and lifestyle.

in his prime had thus transiently unraveled

producing artworks, Miyanaga had discov-

That being said, as the naphthalene material

in front of Rouaultʼs painting. In the lives of

ered a practice of creating “disappearing”

gradually sublimes and the given form slow-

human beings observed beyond time, from

sculpture works from naphthalene that as

ly begins to fray around its edges, the shoes

a clown that served the king to a business-

a material sublimes at room temperature,

can no longer be observed. As such, the very

man serving his company, what indeed does

and had never been used by artists before.

disappearance of the object itself appears to

not change within the constant flux of the

Miyanaga observed the manner by which

constitute the artwork.

everyday is the very fact that “everything is

the naphthalene used in mothballs had sub-

To raise another example however, when

moving and changing.” Here, Miyanaga had

limed to leave traces of its presence within

the shoes are installed within a closed

attempted to convey in comparison to “fire-

their packaging, stating that, “At times there

space, the particles of the naphthalene

works,” the unseen nature of the world that

would be some kind of form remaining in the

from which it had been sculpted sublime

continues to maintain its balance while si-

corner of the packaging that would insinuate

and recrystallize in the same space, as a re-

multaneously changing with the passage of

its former presence. When I came to realize

sult coming together to create new shapes

time, as well as the fleeting conditions that

this, the existence of the thing that left its

that resemble pieces of ice. These sculptur-

surrounded a single man.

trace had suddenly appeared dear to me, and

al works that lose their form are not in fact

I thought that if I used this as a material to

disappearing into thin air, but are changing in

create forms I could produce ʻdisappearing

order to continue preserving their existence,

works.ʼ ”*1

and thus Miyanaga reminds us of the truth

recrystallized

fig.5

The works transcend the existing concept of sculpture that entail the creation of a

that there is no such thing that remains unchanged forever.

three-dimensional form, and by disappearing
while leaving remnants of their presence, are
capable of conveying time as it continues
to change and exist within a limited space.
This is attributed to the fact that Miyanaga
also presents within her installations, the
manner by which the forms that have disappeared from before oneʼs eyes are still
present in the space. Take for example her
sculptures that are made from naphthalene,
in particular her work that takes on the form
of a pair of shoes. The sculpture of the shoes

*1 Miyanaga Aiko artist talk “Being Ephemeral,”,as the
study program for the cruise crew Museum Cruise
in Collection Exhibition 2014 Document Book (21st
Century Museum Contemporary Art, Kanazawa,
2015) p.35
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5. The Essence of the Artwork

4. Irreversible Time
As artworks, Miyanagaʼs “disappearing” sculp-

My works are always accompanied by

Things conceived through the creative en-

tures change with the passage of time and

change. For this reason, they often present

deavors of an artist are referred to as an

their forms gradually fade, yet they are de-

the impression of being ephemeral in na-

artwork, due to entailing the recognition of

vised so that even these lost traces can be

ture. However, is change indeed ephemeral?

it “being a work of art.” This recognition is in

pursued. One is able to imagine their col-

The world continues to change. Although

the dual sense, the recognition of “specifica-

lapsing image, and as such, these imagined

it may appear as having stopped moving

tion.” The reason being that it in each case

images that are in reality invisible to the

and no longer changing, everything is in a

it must be implemented by a specific entity

eye, also constitute a part of the work. The

process of subtle change. This is the very

that is the artist, and conversely, because

viewers also serve as a factor in establishing

force of the world that seeks balance.

there is no way other than through the spec-

the work, in the sense that even that which

This force also has a gradual effect on

disappears from before oneʼs eyes, remains

us ourselves. They add wrinkles to our skin,

within a personʼs memory. People who are

change our shape and appearance, and

A great amount of industrial products

the viewers of the work are also born to

eventually connect our existence to the next

are in circulation within our everyday lives in

this earth and eventually reach adulthood,

generation. Our minds also change from

contemporary society, and we live with nu-

later becoming the elderly, and in the end

moment to moment, and dream of the fu-

merous daily products that have been chem-

disappear. The vestiges of a personʼs life, is

ture. The world gains a supple sense of

ically generated. Contemporary artists create

engraved within the memories of others. In

strength through continuing to change.

artworks using food like sugar and salt, as

ified entity of the viewer by which the things
created can be recognized as artworks.

People refer to the traces of change as

well as highly degradable materials such as

ʻtime.ʼ I gather such traces from someone’s

Vaseline and celluloid, thereby presenting us

In this way, Miyanaga constantly turns

daily belongings in creating my work. What

with the richness of expression along with a

her earnest gaze towards the temporal nature

emerges as a result is the ʻtimeʼ of the indi-

refreshing air of surprise. As a conservator of

of the surrounding world that is in a state

vidual that lapses in a realm distinguished

a contemporary art museum, it is indeed a

of flux. Circumstances before and after are

from the time indicated by the hands of a

challenging attempt to preserve and manage

completely transformed through a manner of

clock.

artworks that use these everyday industrial

this respect, all phenomena that exist within
the natural world are changing.

time distinguished from that engraved by the

There is time that flows within a certain

products as their material. There is thus al-

hands of a clock –through the very moments

land or place. There is time that is each to

ways a need for an attitude to pursue and

that are unpredictable, yet are sure to occur

our very own, which respectively flows with-

understand what the essential and irreplace-

like the blink of an eye. The arrow of time is

in us. Then there is the manner by which

able elements of the works are. At the same

irreversible. Miyanagaʼs attitude towards the

landscapes as well as us ourselves change

time as one is required to constantly accu-

production of work reflects the way in which

in ways unnoticed within our daily lives. I

mulate knowledge regarding the means for

the world is currently observed. Her works are

carefully observe these things and scoop

handling and preserving materials that have

a subtle reminder of how this world continues

them up gently in hopes to place them with-

never been used in the context of art, it also

to maintain its balance while fluidly changing.

in todayʼs times like small crystals of the

becomes necessary to cooperate and build

world.” *2

networks with experts from other fields such

Miyanagaʼs works are at times considered as ephemeral, however this is merely

as analytical chemistry.

due to an illusion that the installations are

In addition to assessing the situation re-

constantly changing. Miyanaga speaks about

garding what state of aged deterioration is

this notion of “ephemerality” as follows.

unsuitable for the artworks to be exhibited
by recognizing them as being created from
everyday goods, and further understanding
the very intentions of the artist, one must
determine how to install the works from the
*2 http://www.aiko-m.com/estatement.html
Accessed January 4,2019
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perspective of a curator while considering
the most effective way to present them.

6 MIYANAGA Aiko, nakasora—puzzle—, 2012
H69×W1800×D150 cm
naphthalene, mixed media
photo: TOYONAGA Seiji
7 MIYANAGA Aiko, nakasora—ladder—, 2012
H460×W15×D15 cm
naphthalene, thread
photo: TOYONAGA Seiji
8 MIYANAGA Aiko,
6

7

8

9–1

nakasora—the reason for eternity—, 2012
dimensions variable
naphthalene, mixed media
photo: TOYONAGA Seiji
9–1, 2 MIYANAGA Aiko,
nakasora—Beginning of the landscape—, 2012
dimensions variable
120,000 trimmed fragrant olive leaves, mixed
media
photo: TOYONAGA Seiji
10 MIYANAGA Aiko,

9–2

11

10

nakasora—20liter ocean—, 2012
dimensions variable
water from the Dojima River, 20liter glass bottle,
mixed media
photo: TOYONAGA Seiji

6. Memory

11 MIYANAGA Aiko,

One would like to take this opportunity

entirely of new works. These works included,

to elaborate in further detail regarding the

nakasora—puzzle—

aforementioned concept of “memory,” while

jects and jigsaw-puzzles pieces made out of

introducing the exhibition “MIYANAGA Aiko:

naphthalene were arranged inside a display

NAKASORA—the reason for eternity—” that

case; nakasora—ladder— fig.7 featuring deli-

was held in 2012 at The National Museum

cate thread and naphthalene; sculptures of

of Art, Osaka. At this time, Japan had faced

butterflies in naphthalene entitled nakasora

national hardships triggered by the radioac-

—the reason for eternity— fig.8; the installation

tive contamination incident that occurred as

nakasora—the beginning of the landscape

a result of the Great East Japan Earthquake

— fig.9–1,9–2 for which 120,000 orange osman-

(2011), and many citizens continued to go

thus leaves were stripped to their veins and

about their daily lives while feeling anxiety

joined like a single piece of fabric, nakasora

towards living circumstances they had previ-

—20 liter ocean— fig.10, for which Miyanaga

ously believed to be safe, as well being at a

collected brackish water from the Dojima

sense of loss towards the future. Even within

River, concentrated it, crystalized its salt on

such social climate, or perhaps because of

the thread, and displayed it alongside a glass

these difficult circumstances, Miyanaga had

bottle; and nakasora—waiting for awakening

earnestly engaged in exploring the condi-

—fig.11 (currently housed in the museumʼs col-

tions surrounding the world. The solo exhi-

lection under the title, waiting for awakening

fig.6

in which daily ob-

bition “MIYANAGA Aiko: NAKASORA—The

–chair) in which a chair made of naphthalene

Reason for Eternity—” had been comprised

is sealed in clear resin*3.

nakasora—waiting for awakening—,2012
H110×W67.9×D55.8cm
naphthalene, resin, mixed media
photo: KIMURA Kazuho

*3 MIZUMA Sueo, Geniuses from the land handwork
MIZUMA, Kyuryudo, 2015, pp.80–89
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12 MIYANAGA Aiko,
Doubles lumières (Doubles Lights), 2010
dimensions variable
furnitures (founded in Paris), naphthalene, resin,
mixed media
photo: Didier Fontan and Patrick Ecoutin
1–12

©MIYANAGA Aiko
courtesy: Mizuma Art Gallery

12

The old fashioned chair in Nakasora—waiting

in resin will not be removed, it is indeed pos-

peeled away the chair awakens from its

for awakening—is based on a chair that the

sible to imagine the means by which the

sleeping state, and the naphthalene begins

artist had found in Paris and which was

naphthalene exposed to the air would gradu-

to sublime. If it is enclosed within the exhibi-

used for the exhibition, “Doubles lumiers—

ally disappear. The completion of Miyanagaʼs

tion room it is possible to see the naphtha-

Miyanaga Aiko & Sekine Naoko” (Maison de

works is not limited to a single place, but

lene recrystallize, yet when not enclosed the

la culture du Japon a Paris) held in 2010 fig.12 *4.

is instead always constantly moving. The

crystals do not in fact disappear, but connect

The work was created through molding this

act of viewing Miyanagaʼs works enables

with a distant world far beyond the space of

chair from naphthalene, and overlaying lay-

one to see things that cannot be seen while

the exhibition room and the museum. In this

ers and layers of resin on the outside while

observing what lies in front of one’s eyes.

way, memories continue to change constant-

also enclosing air within it. There is a small

Moreover, in “waiting for awakening—chair,”

ly within our world.

hole at the bottom of the resin layer, which

what is created and sealed within the resin

has been covered by a seal. The work has

is a chair that indicates its rightful owner

been devised so that the owner of the work

through the absence of their presence. Once

can remove this seal, with the intention that

the seal is removed, the naphthalene begins

once removed, the naphthalene slowly sub-

to move quietly in search of freedom and will

limes to leave only the shape of the chair

be released into the surrounding space, yet

inside the resin.

as of current, time as it stands still is sealed

Miyanagaʼs works that have not been

within the resin along with the naphthalene.

sealed in resin, and which are in a state of

Miyanaga refers to this as “a state of sleep” *5.

continuous change, can be considered as

Our memories are also like a dream. As

forever incomplete. Such works meet their

soon as we wake up our dreams vanish into

completion in the form of the memory that is

thin air, and we are no longer able to grasp

engraved after being viewed in the moment

them. We know that although we are unable

of the exhibition. Although one is aware that

to see our memories, it does not mean that

the seal of the “waiting for awakening—chair”

they did not exist. Once the seal has been

118

A Dialogue with waiting for awakening̶chair by MIYANAGA Aiko̶presentation and preservation

*4 Exhibition Catalogue, MIYANAGA Aiko
(Artist File 2009: the NACT Annual Show of Contemporary Art: File 013), The National Art Center, Tokyo,
[2009]
*5 Miyanaga Aiko artist talk “Being Ephemeral,”,as the
study program for the cruise crew, Ibid. p.38

References
*6 Shufuku no kagami: kosasuru bigaku to rekishi to shiso

TAGUCHI Kaori, Hozon shufuku no giho to shiso: kodai

(original, Alessandro CONTI, Manuale di restauro.

geijutsu runesansu kaiga kara gendai ato made = Teoria e

—Torino: Einaudi, 1996) Japanese translated by

tecnica del restauro e della conservazione, Heibonsha, first

OKADA Atsushi, KITAMURA Akari, MIZUNO Chiyori,

edition third print, 2016, pp.212–216

KANAI Tadashi, MATSUBARA Tomoo, Arina Shobo,
2002, pp.9–62
*7 MORI Naoyoshi, Shufuku kara no messeji,

Edited by the Japan Society for the Conservation of
Cultural Property, Hakubutsukan no yakuwari to mirai

POLA bunaka kenkyujo = POLA research institute of

(bunkazai no hozon to shufuku, 10), Kubaouri, 2008,

beauty & culture, 2003, pp.133–150

pp.91–112

7. The Death of the Artwork
The issue we face regarding the lifespan of

again drawn out in building indicators neces-

artworks when taking the distant future into

sary for intervening with such artworks that

account, is the fact that “artworks are things

are destined for destruction*6. Contemporary

that are always changing.” It is not a classic

artworks are created from various different

issue concerned with restoration theories

materials, and by collecting substitutable

that debate restoring works to their original

materials, preserving documents that outline

form, or preserving the passage of time they

the exchange procedure, accumulating the

have experienced. Instead, it is necessary

advice of the artist with regards to their res-

to have an analytical sense of awareness

toration, and further by recording the chang-

that accepts the metamorphism of artworks

es in the works and the circumstances of

in the same way as the cycles observed in

intervention, it becomes possible to respond

nature, and in doing so, attempts to consid-

to the various temporal characteristics that

er means to confront this impermanence.

permeate the works*7.

(translated by BENGER Kei)

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

Preserving fragments of the original that are

The strength of Miyanagaʼs works lie in

gradually lost as they are, may not always be

the way in which they are destined to con-

a valid strategy in our contemporary times. If

stantly change, and how they reject any

Conservator and Curator at the 21st Century Museum of

one were to exhibit the shattered fragments

testimony of death through “memory.” One

Contemporary Art, Kanazawa. Born in 1965. Graduated

of Miyanagaʼs works in the state that they

believes this to be because the memories

from the department of Education, Aichi University of

are, it would indeed not be possible to recog-

of the viewers that confronted the works in

nize them as artworks. Archives that include

each and every moment are profoundly in-

materials indicating the intentions of the

volved in the life of Miyanagaʼs work. In oth-

was “VIDEO OPERA / BEUYS PAIK DUET +10” performed

contemporary artist, as well as production

er words, Miyanagaʼs works continue to live

with Nam June PAIK, Simone FORTI, KOSUGI Takehisa,

notes and installation documents serve a sig-

on by encouraging viewers to narrate their

nificant role in the reproduction of artworks.

stories through imagining the events and re-

The importance of documentation is once

lationships that remain unseen.

TATEMATSU Yumiko

Education. She started her current position in 2009 after working as a curator for Sogetsu Art Museum and the
Museum of Fragrance, Iwata. One of her curated projects

ISSO Yukihiro and BOREDOMS (Sogetsu Hall, 1994) of
the opening event for the CIMAM Japan Meeting. She is
in chager of display artworks as an in-house curator and
preservation of the museum collection.
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