
神戸市内にありながら、海と市街地を見渡せる眺望と豊かな自然が特徴の六甲山。この六甲山山上にある植物園や展望台、ケーブ
ルカーなどの施設に約 40組の作家の作品が展示される「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2016」（会期 9月 14日（水）～ 11月 23日（水・
祝））がスタートしました。今年で 7回目の開催となる本展には新作を含む多数の作品が展示されましたが、今回は特に印象に残っ
た作品について、作家へのインタビューを交えながらご紹介します。

さわひらき「Locker room」（会場｜六甲山カンツリーハウス）
ロンドンを拠点に活動するさわひらきが新作インスタレーションを発
表、3部屋にまたがるロッカールームという特異な空間に手を加える事
で、奇妙な圧迫感と安心感をもたらす展示となっている。
「子供の夢のような作品」である初期の代表作《dwelling》(2002)と
《within》(2010)を経て疼く懐かしい感覚を引きずりながら、回廊を抜け、
女子ロッカー室に計4作品（内3作は新作）を展開した新作インスタレー
ション《flying》へと誘われる。正面の新作映像は父親が撮り貯めてい
た家族のビデオを、自身の目を通した映像に再構成したもの。さらに
空間にはアンモナイトの化石を 45個キャスティングした彫刻作品など
が展示されている。「そこに流れる 3億年という時間を一度リセットし、
自分のいる場所に再登場させることによって、時間を作品の中に取り
込みたかった」と話すさわの作品に共通する時間への執着は、何かが
終わってしまうことに対しての憂慮と、そこに永続性を求める想いに
端を発している。
「作品に『時間を取り込む』ということを模索し続けた結果、時間が物
理的に組み込まれる映像という手法に何かを得たような気持ちになり、
以来時間という存在と向き合い始めた。直線的な時間、円環として存
在する時間、記憶の中にある無作為な時間、など様々な時間のあり方
の表現に取り組むようになった」という。
子供の遊び場である六甲山カンツリーハウス周辺の場所の特性を存分
に生かした、サイトスペシフィックな展示となった。
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上：《flying》2016年 インスタレーション
中：《dwelling》2002年　ビデオ、b＋ w、サウンド　9分 20秒
下：《within》2010年　ビデオ、カラー、サウンド　6分 30秒
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さわ ひらき / Hiraki SAWA　　1977年石川県生まれ、ロンドン在住。2003年 University College London、
Slade School、MFA Sculpture修了。初期の頃より一貫して「領域」への関心をテーマに制作している映像作家。
無人の自宅内を舞台に、無数の模型の飛行機が飛び交ったり、小さな木馬やラクダや足のあるヤカンが動い
ていたり、映像のなかを静かに浮遊するような虚構と現実の間の世界はどこか親しみを覚える。近年は旅の
思い出をモチーフした作品、天文台で撮影したプラネタリウムの作品など、展示空間と映像が互いの領域を
交差するような作品も取り組んでいる。



桑久保 徹「Calender’s Studio」（会場｜六甲山カンツリーハウス）
同じく、六甲山カンツリーハウスで新作を発表している桑久保は、自分
の中に架空の画家を見いだすという演劇的なアプローチで知られる画家
だ。単調な繰り返しの日常生活の中で、時間感覚が希薄になるという気
づきをきっかけに、時間的感覚が喪失した中で人の意識はどうなるか、
という問いからスタートした、本作を含む一連の作品群「カレンダーシ
リーズ」。一月に一作家を取り上げる連作で、これまでにゴッホ、マグリッ
ト、アンソール、フェルメールなどを完成させている。今回、施設の一
角をスタジオとし、約一ヶ月半の半ば山籠もりに近い集中した制作環境
のなか、新印象派の画家ジョルジュ・スーラを自身に重ね、幼い頃に度々
訪れたという須磨海岸を描いた。
「スーラなら、普段している仕事を、淡々と行うだろうな、と思いました。
少し可愛くスタジオを飾り付けて、茶目っ気も出すだろうけど、基本的
には、普段通りの制作しかしないし、出来ないのではないかと想像しま
した」という桑久保が目指したのは、出来る限り制作に集中して、展覧
会オープンの日が来たら、そのままその場所を手放すという事だった。

ほかにも多数の招待アーティストが新作を発表し、その多くは展示空間である六甲山各所の要素を含んだサイトスペシフィックな作品となりました。
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《Calendar's Studio》　2016年　六甲山カンツリーハウス
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桑久保 徹 / Toru KUWAKUBO　1978年神奈川県座間市生まれ。2002年多摩美術大学絵画科油画専攻卒業。現在も神奈川県を
拠点に活動。印象派の画家たちが行ったように海辺にイーゼルを立てて絵を描いたり、描いた絵を背中にくくりつけて「絵を
売り歩く放浪画家」としてパフォーマンスしたりと、イメージするいわゆる職業画家をいわば演じてみることが、最初の制作
のきっかけになった。好んで描く多くが海のモチーフ。オイルを混ぜず、油絵の具だけを分厚く盛り上げて描いていくタッチ。
現代においてはもはや古典になりつつある印象派の技法と、自身の中にある現在の心象風景が重なり合って作品を作り上げる。

山本桂輔《夢の山（眠る私）》｜メインビジュアル
でもある本作は、六甲山から得たインスピレーショ
ンで山そのものを表現しようとするのではなく、
彫刻家ブランクーシの作品要素を引用しながら、
アーティスト自身の意識が混濁した世界としての
夢の山を作り出している。

岡本光博《w#191 UFO -unidentified feed object（未
確認供給物体）》｜現在はつかわれていない給水施
設の廃墟を不時着している UFOに見立てた作品。
六甲山は「UFO銀座」であるとの都市伝説の文脈を
借用して制作された。

古屋崇久《爆発》｜かつて天然氷のスケートリンクと
して賑わっていたが現在は放置され周囲には木々が生
い茂った人口池。古屋はこの池の静寂を小宇宙と捉え、
中央に浮かぶ島を惑星（作者自身）と見立てて池全体
を作品化している。鑑賞者は池の湖畔＝宇宙の果てか
ら、惑星＝中央島の作家とロープを使って交信すると
いう。



西條 茜「root of cloud #1」（会場｜六甲高山植物園）
「石一つ一つに壮大なストーリーを感じ、時には崇高さも感じた」と語
る西條が展示したのは、「山から流れ着いた河原の石をもう一度山に戻
す」という発想から、六甲山系の様々な水渓を巡り、河口付近で収集し
た石を高温で焼成した陶芸作品。それぞれの石が持つ強い個の存在から、
「磨崖仏（まがいぶつ）」（自然の岸壁の岩面を利用して掘り出された仏像）
を連想し制作に至ったという。展示場所は六甲高山植物園の中でも、遊
歩道を外れ一歩奥まった林の中にある広場で、土地や文化の境界線であ
る川をイメージして地面に配された注連縄の先に作品が佇む。
独学で考古学、鉱物学を学んだ西條は、「石ができてくるプロセスと焼き
物のプロセスはとても似ている」と言う。石を焼成する行為とはその石
に含まれる時間に作者が能動的に関わり、ふたたび居場所を与える行為
だとも言えるだろう。長い年月を経て、「再び六甲山に集まった石たちが、
この奥まった小さな丘でひっそりと “ 待っている ” 光景を感じてもらえ
たら」と本人。

川田知志「六甲高山森林内壁画 」（会場｜六甲オルゴールミュージアム）
漆喰が乾かないうちに顔料で描かれ、その鮮やかな発色と恒久的な保
存性から建築物の壁画などで良く見られる絵画技法フレスコ画。
「すでに存在する規準の中でどんなことができるのか」に興味があると
いう川田は、この伝統的な手法と新しい可能性を追求してきた。建物
の壁に属し、壁そのものの構造を起点に作られてきたこれまでの作品
と異なり、自然の中で作品と木々が良好な関係にあることに意識を置
いたという本作は、木々や生い茂る遊歩道の中にアーティスト自ら漆
喰の支持体を作ることから始まったという。漆喰が乾く前に色を乗せ
る「ボーン・フレスコ（Buon Fresco）」と乾いた漆喰の上に色を乗せ
る「セッコ（Secco）」の 2種類の手法を使い、展示場所の自然景観に
存在する様々な線や色味、空気と優しく対話するように描かれている。
アーティスト自身が本作を描いた時にそうしたように、鑑賞者も歩き
ながら作品と同時に存在する木々や植物に、注意深く意識を集中させ
たくなるような作品となった。
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《root of cloud ♯ 1》　2016年　六甲高山植物園

《六甲高山森林内壁画》　2016年　六甲オルゴールミュージアム
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西條 茜 / Akane SAIJO　1989年兵庫県生まれ、京都府在住。2012年京都市立芸術大学 美術学部工芸科陶磁器専攻卒業。
2013年ロンドンロイヤルカレッジオブアートへ交換留学。2014年京都市立芸術大学大学院 美術研究科修士課程工芸
専攻陶磁器分野修了。地質学、鉱物学、歴史学、考古学的な視点からのリサーチやフィールドワークをベースに立体
物やドローイングを用いて、自分の持つ時間軸とモノや土地が持つ時間軸が交差する瞬間を捉える。また素材として
主にやきものを扱う。短時間ながら高温の窯の中で物質を変化させる「焼成」という陶芸のプロセスの中に、鉱物や
出土品が長い年月をかけて物質が変化していくプロセスとの共通点を見いだし、時間の短縮、可視化といった ”物質
が持つ時間に対する概念 ”をやきものを通して問う。

川田 知志 / Satoshi KAWATA　1987年大阪府生まれ。2013年京都市立芸術大学大学院絵画専攻油画修了。
路上に描かれた絵から衝撃を受けた後、大学でフレスコ画を学び、現在半恒久的な壁画を主に制作。フレスコ画技法
を軸にして、銭湯や廊下、施設の共有スペースなどで作品を発表している。施設を利用する常連客を対象にした内容
を多数展開するほか、作品制作の一環として、技法の体験ワークショップや作品の記録媒体を模索。最近では展覧会
での発表に加えて、コミッションワークによる制作も行う。

六甲ミーツ・アート 芸術散歩では招待アーティストのほかに、公募アーティスト枠が設けられており、今回は 222件の応募から審
査を経て 15作品が展示されていますので、一部紹介します。

ほかにも多数の公募アーティストが新作を発表しています。詳細は公式サイト　https://www.rokkosan.com/art2016/　をご覧下さい。
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■『六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2016』開催概要 
【会    期】 2016年 9月 14日（水） - 11月 23日（水・祝） ※会期中無休 
【開催時間】 10:00 - 17:00　 ※会場により 17:00以降も鑑賞できる作品あり 
【料    金】 当日券 :大人 1,850円、小人 930円 ※中学生以上の学生は学生証の提示で学生割引料金（1,550円）を適用 
　　　　 前売券 :大人 1,550円、小人 780円 ※中学生以上は大人料金、4歳から小学生は小人料金
【主 　 催】 六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社 
【企画制作】 公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団 

【展示アーティスト】※敬称略、50音順
 <招待アーティスト >  飯川雄大、emullenuett、岡本光博、隠崎麗奈、靴郎堂本店、桑久保徹 、君平、近藤正嗣、さわひらき、菅沼朋香、曽谷朝絵、
髙橋匡太 *、タン・ルイ、トーチカ、古屋崇久、松本かなこ、三沢厚彦、三宅信太郎、森太三、八木良太、山本桂輔、横山裕一 
*10月 29（土）から 11月 6日（日）までの「ザ・ナイトミュージアム」限定展示
<公募アーティスト > 明楽和記、永長さくら、川田知志、 K - 5 、西條 茜 、柴山水咲、角倉起美、谷本研、遠山之寛、PARANOID ANDERSONS、
前谷開、マスダマキコ、松井ゆめ、山崎大寿、吉田一郎 

■ 各賞受賞者情報
- 六甲ミーツ・アート 芸術散歩  2016  公募大賞  
　　グランプリ：川田知志「六甲高山森林内壁画」（賞金 100万円）
　　準グランプリ：K-5「Armadillo in Rokko / 六甲のアルマジロ」（賞金 30万円）
　　奨励賞：前谷開「真夜中を暗室にする」（賞金 10万円）
- 兵庫宅建ハトマーク賞：谷本研「Sights of Memories ー日本観光記念門ー」（賞金 10万円）
- 彫刻の森美術館賞：西條茜「root od cloud #1」（賞金 10万円）
- 主催者特別賞：さわひらき「Locker room」（賞金 10万円）

■ 今後のイベント
ザ・ナイトミュージアム
今年は、本展初の試みとして、１０月２９日（土）～１１月６日（日）に「ザ・ナイトミュージアム」と題し、夜に作品鑑賞ができるイベント
を会場の２施設「六甲高山植物園」と「六甲オルゴールミュージアム」で開催します。通常は 17:00までのところを、18:30（土・日・祝日は
19:30）まで営業を延長し、夜間限定作品の展示および、施設内の作品のライトアップを行います。 
SNSフォトコンテスト
こちらも本展初開催。会場内で撮影した作品の写真を Instagram、Twitterのいずれかに、ハッシュタグ「#六甲ミーツアート 2016行ったよ」を
つけて投稿することでエントリーできます。（※応募に際しては本展の公式 Instagram、Twitterのフォローが必要です。）投稿された写真作品は本フォトコンテス
ト開催事務局が会期終了後に審査・選定し、最優秀者には賞金 50,000円、優秀賞以下も賞金又は賞品を贈呈します。誰もが気軽に発信できる
SNSを通じて、撮影した写真を作品として発表できる、来場者が自ら参加する体験型のアートイベントです。
SHOE LODGE EXPO 2016
靴郎堂本店の作品「SHOE LODGE（靴の山小屋）」内で神戸在住もしくは神戸での活動をしている若手靴クリエイター（4組）の紹介を含めた
靴の展示会を日替わりで行います。（開催予定日：10/15, 16, 29, 30, 11/5, 6 各日 11:00-16:30 ※雨天順延）

【アクセス方法】御影駅（阪神電車）、六甲駅（阪急電車）、六甲道駅（JR）、
より神戸市バスにて六甲ケーブル下駅下車。
六甲ケーブル下駅より六甲ケーブルにて六甲山上駅まで約 10分。六甲山上バスにて各会場へ

作品写真　撮影：高嶋清俊　提供：六甲ミーツ・アート 芸術散歩

その他詳細はこちら： https://www.rokkosan.com/art2016/

【プレスリリース お問合せ 】那波・西谷（リレーリレー） E-mail. info@relayrelay.net
本プレスリリースに掲載している画像はメディア掲載時にご利用いただけます。

上記までお問い合わせください。


