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「KOGEI Next」Vision

工芸とデジタルは融合する。

環境の向上＝工芸の向上である。

アーティストもまた、アスリートである。



〈Vision〉

工芸とデジタルは融合する。
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現在、私達は一日のどれ位をデジタル空間で過ごしているでしょうか？

今や私たちはリアル世界で会う事はなくとも、

デジタル空間の中で、学び、集い、表現することがノーマルとなりました。

この時代で、私達の暮らす世界がもう一つ生まれたのです。

私達はこのデジタル世界を無視できません。

工芸とは、人々の生活と密接に関係し、発展してきた美意識の文化です。

現代人の生活の場が広がれば、

そこにつながる新たな工芸が生まれるのです。

リアルとデジタルの融合が急速に進む私達の時代にふさわしい工芸とは

一体どのようなものなのか。

それを模索・提案するのが私たちの時代の役割であると信じています。
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Pick Up

本郷真也は生命の本質を問い続ける。
朽ちゆく鉄の特性に命の摂理を重ね、日々槌をふるう。

このプロジェクトは、そんな彼の実直な制作姿勢から生まれたものです。

鉄を金槌で叩く鍛金技法を使って制作した烏。
本作は、まず骨格を作り、その上に筋肉や羽を重ね付けるという、
二重、三重の途方もない労力を要する工程を経て完成しました。

金属工芸に使われる中では、最も硬く加工が難しい鉄という素材を巧みに加工するのは、
本郷にしか成し得ない技巧です。

リアルに表現された骨や羽の表現はもはや肉眼で確認することはできません。
しかし、骨格が作品の中にあることによって筋肉の動きや羽の表現がより豊かになるのです。

現代ではテクノロジーの発達により、
CT スキャニングで、あらゆる物の内部をデジタルデータとして見ることが可能となりました。

肉眼では見ることのできない作品内部までが表現となりえるのです。
今や私たちの生活に切り離せなくなった、デジタル空間の存在。

単なる外側と内側だけではなく、リアルとデジタル、瞬間と永遠といった、
多次元的概念を彫刻に持ち込むのです。

本郷と私たちはこの visible シリーズの制作を通して、生命の在り方を問い続けながら、
現代における新しい彫刻の姿を探求していきます。



[ 作者 本郷真也による解説 ]
　街中では、カラスは疎まれることが多いですが、彼らは人が生み出した無駄によって、おびき寄せ
られた生き物なのです。
　つまり、人の近くにいるカラスの存在は、我々人間の食資源利用のロスを象徴する存在といえます。
古来、カラスは滅多に見ることが出来ない森林の神聖な鳥でした。
　この visible の制作を通して、自然と人間の境界、そして私たちの周りに張り巡られた新たな境界、
事象を考察する機会になればと考えています。〈本郷〉

01
本郷 真也　《visible01》
―境界―
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〈作品 CT スキャン画像〉

素材：鉄、銀　size：W96×D91×H170 ㎝
　
デジタル制作プロダクション： Dentsu Craft Tokyo
ディザー・メイキング / 演出：菅原 大典（PCI）
音楽監修：佐藤 公俊
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　ネッタイシマカはテング熱やマラリアを媒介する蚊として知られている。その姿は一見、日本に生
息するヒトスジシマカと区別がつかないだろう。過去にはわが国でも確認されたこともあったが、現
在は生息していない。しかし、地球温暖化が進み、航空機や船に紛れ込んで日本に来た蚊が越冬でき
るようになれば、私たちの生活を脅かす存在となるだろう。熱帯地域特有の感染症は、今そこにある
新たな危機のひとつなのである。
　本作では、つのだの精巧なガラス細工にデジタル AR 表現を組み込んだ。皆さんがお持ちのディバ
イスをこの蚊にかざす事によって、貴方の腕に蚊が飛んでくる。それは、一見コメディの様に感じるが、

「貴方の血を吸った蚊はネッタイシマカかもしれません。」という強烈な地球温暖化に関する警鐘メッ
セージが内包されているのだ。〈鐘ヶ江〉

02
つのだ ゆき　《ネッタイシマカ》
超絶技巧 ×AR 表現
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素材：ガラス　
Size：W2.8×D3.2×H1.5cm



〈AR 上で蚊が腕に飛んでくる〉
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〈Vision〉

環境の向上＝工芸の向上である。

自然と向き合い、ものづくりをする工芸家にとって、

地球環境の変化とは密接な関係にあります。

彼ら、それぞれの立場から見える具体的な変化があるのです。

例えば、地球環境の変化は、直接的に工芸材の危機に繋がっています。

長年使われてきた素材には、それだけの理由があります。

簡単に代替できるというわけでもないのです。

材料一つが無くなることで、失われる工芸技法もあります。

それによって、世界から美しい表現が一つ消えてしまうのです。

KOGEI Next では、アーティストが肌で感じている環境変化から生じた課題を、

様々な企業や専門家と共有し、状況の改善や、新しい発展への道筋を見出します。

この時代だから取り組めることがあります。

「自然環境への問題意識＝工芸の更なる進化」となると信じています。
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[ 作者 土岐謙次 による解説 ]
　1,300 年前の天平時代に確立したとされる乾漆（かんしつ・麻布などを漆で固めたもの）は、現代
の FRP（繊維強化プラスチック）と原理的には同じ造形技法です。しかしこれまで、乾漆自体が構造
となって荷重を支えるような家具や建築物はほとんど作られることはありませんでした。私たちは乾
漆の力学的物性を科学的に検証し、自然由来の最先端素材「構造乾漆」と名付け、構造的・デザイン
的可能性を研究しています。漆の木の植樹活動や、建築・デザイン分野への技術提供を通じて、未来
の漆のものづくりプラットフォーム構築を目指しています。〈土岐〉

03
土岐 謙次　《構造乾漆》
乾漆＝自然由来の FRP
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乾漆テーブル　素材：漆、綿、麻、紙　　　　Size：大 W180×90×70cm　小 W122×D60×H52cm
乾漆座椅子　　素材：綿布・麻布、漆、紙　　Size：W37×D50×H33cm



　本研究では乾漆の圧縮応力度が一般的な広葉樹と同等の約 27N/ ㎟であることを実験で明かにしま
した。前頁の座椅子は強度・耐久試験 JIS S 1203 : 1998 (ISO 7173 : 1989) 区分 3 をクリアしています。

　漆は古典的というより、「超」現代的で未来的な素材です。先端技術によって、乾漆を FRP に替わ
るこれからの「あたりまえの技術」として蘇らせるのです。天然素材たる漆を次世代の造形技術として、
家具や車、飛行機の翼など、あらゆる工業へ活用の可能性を探究します。工芸の理解を超える漆の新
たな可能性を、日本独自のものづくりとして今後発表してまいります。
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　スーパーなどで日常的に大量に消費され捨てられていくスチロールトレイ。食材を守るということ
に特化したその姿は、極めて優れた機能美を持っている。捨てるにはもったいないそのカタチは、漆
をまとって生まれ変わる。
　美しいもの、便利なもの、美味しいものは、地球環境に優しくないこともある。しかし、それを覆
さなければいけない時が来た。かつてバックミンスター・フラーは、地球を閉じた宇宙船に例えて資
源の有限性を説いた。アートや工芸界も、これまでの資源を浪費する制作から、資源が循環する環境
へ移行せざるを得ないだろう。本作品は全てが土に還る素材で制作されている。「捨てること」が基
本となっている我々の日々の行為に疑問を投げかける作品だ。
　今作は捨てられないかたちの用の美シリーズとして制作し、漆の器として日常的な使用に耐えられ
るものである。是非、使って楽しんで頂きたい。〈鐘ヶ江〉

04

土岐 謙次　《捨てられないかたち》
漆 × 工業デザイン
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納豆パック　　素材：漆・麻布　Size：W9.5×D9.5×H3.5cm
卵パック　　　素材：漆・麻布　Size：W10×D10×H3cm
鳥モモトレー　素材：漆・麻布　Size：大 W19×D16.5×H2.5cm　　
　　　　　　　　　　　　　　　Size：中 W19×D14×H2.5cm　　
　　　　　　　　　　　　　　　Size：小 W19×D11.5×H2.5cm



14 | KOGEI Next



　私は仕事柄、日々処分されゆく美術品を見ている。値段がつかない、需要がない、傷がある等、様々な要
因がある。KOGEI Next ではこの様なもったいない骨董品や傷ついた希少な美術品に目を向け、環境負荷が
少なく、かつ面白く文化財を補修・アップサイクルする試み、” re-born” プロジェクトを開始する。
　今回は割れてしまったバカラ社製の複数のグラスと花瓶から、それぞれ作品を制作する実験を行う。バカ
ラ社は 30% の酸化鉛を含むクリスタルガラス製品を製造するメーカーとして、世界的に有名である。このガ
ラスの質であれば、繊細で技巧的な作品さえも再制作出来る可能性がある。
　野田朗子は、環境問題に関心を持ち、自然への敬意、移ろいゆく生をテーマに制作してきた。今回は、品
位に満ちたグラスや花瓶としての役割を終えたガラスを、枯れゆく葉や実としての幽玄な美しさに変えて、
新たな命を吹き込む。
　ガラス工芸は石膏、電気、ガスや水などのエネルギーを多く使用して制作される。そうしてこの美しく透
明なガラスは生まれている。せっかくこうして生まれてきてくれたガラスが割れてお終いでは悲しい。その
先にも美しい物語の可能性があることをこの作品から感じて頂きたい。〈鐘ヶ江〉

05
野田  朗子　《Re-born from broken Baccarat》
ガラス工芸 × アップサイクル
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蓮実　素材 : broken Baccarat vase <after 1990>　    Size: W25×D11×H10 ㎝
枯葉　素材 : broken Baccarat glass <before 1936>　Size: W24×D9×H8cm
枯葉　素材 : broken Baccarat glass <1936-1969>　  Size: W25×D11×H12cm
枯葉　素材 : broken Baccarat glass <after 1990>　  Size: W13×D27×H11cm

〈蓮実の原料とした割れた花瓶〉
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Pick Up

私たちの身の回りにある貴金属としての金（ゴールド）がどこで採掘され、
どうやって精製されているのかを知る人はどのくらいいるでしょうか。

実は金の採掘は環境に対する負担が大きいうえに、
地域によっては紛争の原因となっていると言われています。
輝く延べ棒や美しい指輪の姿は私たちの想像力を奪います。

しかし、その中には途上国で不当な賃金で採掘されたものや、
少年兵が武装して奪い合ったものが含まれている可能性があるのです。

KOGEI Next は金属という工芸素材を見直すため、「都市鉱山」と呼ばれる、
廃棄される PC や携帯電話などから採集・精製した希少金属を使った

アート制作を行うプロジェクトをスタートします。

今後は金だけではなく、他の金属においても都市鉱山から再資源化し、
アーティストが使用できる素材にすることを計画しています。

社会、消費者、作家の皆が循環を体験する、新時代の制作を模索します。



　満田はこの都市鉱山金プロジェクトで、CPU や各種部品を蟻の餌に見立てた蟻の行列作品を提案し
てくれた。蟻たちは携帯電話の基盤から、金が多く含まれる部品を選別し、巣に持ち帰っている。正に、
都市鉱山金のリサイクルを進める工場 * でもこの様に、時に人の手での選別作業を繰り返しながら、
小型家電から金を抽出しているのである。
　この作品は展示会終了後に、蟻たちが集めた部品をリサイクルし、金を抽出する。その金で満田の
次作を制作するのだ。小型家電の中で、人知れず、私たちの生活を支えてくれている金の存在。その
金は満田の手で、永遠に輝く精巧な昆虫へと生まれ変わり、表舞台に現れるであろう。〈鐘ヶ江〉

　*協力　株式会社リーテム

06
満田 晴穂　《自在大蟻行列　-円環 -》
循環

18 | KOGEI Next

素材：銅、真鍮、青銅　
Size：W2.0×Ｄ4.0×H2.0 ㎝



　12 年前、初めて満田に出会ったとき、世間はまだ「自在置物」を知らなかった。思えばあの頃から、
彼は過去の名工たちと戦っていた。「今までに無いものを。」その想いが彼独自の緻密な表現の進化を
実現してきたのだ。
　黄揚羽は師匠である富木章氏の父・富木宗好が昭和初期に制作した名品が遺っている。過去への挑
戦という意味では、彼にとって最も意味あるこのテーマに覚悟を持って挑んだ。本作は、都市鉱山由
来 100% の金を使って制作されている。常に自然と向き合う彼にとって、地球環境の変化は避けて通
れない課題だ。世界の昆虫種の約 40％が現在減少傾向にあるとされるが、その理由は集約農業、殺虫
剤の過剰使用、気候変動などと言われている *。昆虫を絶滅の危機に追っているのは我々の社会の在
り方ということだ。つまり、江戸時代から続く伝統を継承しながらも、現代特有の課題を念頭に制作
に向き合おうとする。それが満田晴穂なのである。〈鐘ヶ江〉

　*Matt McGrath, “Global insect decline may see ʻplague of pestsʼ BBC News, Feb 11, 2019

07
満田 晴穂　《自在黄揚羽　-円環 -》
進化を続ける継承者

素材：金 ( 都市鉱山由来 )、赤銅、四分一、真鍮　　
Size：W11.0×D5.5×H10.5 ㎝
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　現代において金はジュエリーの素材としての役割の他に、家電製品の基盤などにも使われている。
腐食への強さ、電気伝導率の高さ、加工のしやすさで、科学の発達した現代においても金に勝る材料
が他にないからである。デジタルの世界でもまた、我々の社会は金なしでは成立することはできない
ということだ。金は現代社会の養分とも言えるだろう。
　パソコン一台から採取できる約 0.3g の金はちょうどカタバミの花一輪の量。使用されなくなった家
電の奥に確かにある都市鉱山の存在を感じさせる作品だ。作品に近寄ると黒いディスプレイに顔が写
り込む。その時、あなたは何を感じるだろうか。〈鐘ヶ江〉

08
鈴木 祥太　《都市の養分》
カタバミの花一輪分の金

素材：１８金 ( 都市鉱山由来 )、洋白、銀、銅、金粉、緑青
Size：W32×D25×H3.8cm
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　東洋における菊とは無病息災・不老長寿を願う花。その由来のひとつとされるのが、菊慈童（きく
じどう）という中国古代に生きたある少年の伝説だ。彼は容姿が美しく周の穆王（紀元前 10 世紀頃）
に愛されたが、16 歳の時に王の枕をまたいだという罪のため深山幽谷の底に流罪になる。これを深く
哀れんだ王は、「具一切功徳慈眼視衆生、福寿海無量是故応頂礼」と書いた偈を彼に持たせた。追放
された山奥で、この句を渓流のほとりに咲いた野菊の葉に書くと、そこから滴る露が落ちた小川の水
が不老不死の薬となった。この水を飲み、菊慈童は 800 年以上少年の姿のままで生きたという。
　金属の野菊の葉から今まさに落ちそうになっているのは都市鉱山由来の「金の雫」。かつて我々が
使っていた携帯電話やＰＣの一部だった金が、「永遠」と「循環」を象徴する作品に生まれ変わった。

〈* 松原〉

　* 本作品のコンセプトは京都女子大学 松原ちあきの発案によるものです。

09
鈴木 祥太　《菊慈童》
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素材：１８金 ( 都市鉱山由来 )、洋白、銀、銅、金粉、緑青　
Size：W15×D15×H41cm



　大正時代の画家・大津晴霞（おおつせいか）の屏風が、現代の金工家・鈴木祥太と出会った。絵か
らこちら側の世界に顔をのぞかせた植物。鈴木の作品は都市鉱山の金を使用している。かつて皆さん
が使っていた PC や携帯の一部が、花や蝶となって転生した姿でもあるのだ。
　二次元から三次元へ、そして大正から令和へ、そして家電からアートへ、時代を超えた作家たちの
コラボレーションがここに実現した。〈鐘ヶ江〉

10
鈴木 祥太　《come out》
超絶技巧 × 空間演出
蒲公英 - 環 -〈都市の養分〉　
素材：銅、１８金 ( 都市鉱山由来 )、真鍮、ニッケルメッキ、緑青　Size：W32×D16×H32.5cm
酢漿　　　　　　　　　　　  
素材：洋白、銀、銅、金粉、緑青　Size：W28×D10×H9.5cm
糸瓜　　　　　　　　　　　  
素材：洋白、銅、１８金、金粉、緑青　Size：W69×D29×H18cm
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　プラスチックトレイのかたちを元に、麻と漆で制作された乾漆作品。全面に都市鉱山の金箔を貼る
と、使い捨てトレイの機能美と形のおもしろさが際立つ。そしてこの作品は、「名物」と呼ばれる有
名茶道具の共箱の様に、大層な三重の箱に納められている。普段はすぐに捨てられるものを、永遠に
保存し守り続けるための箱に入れることは、大量消費社会へのアンチテーゼである。
　未来の茶人が本作品を茶器として見立て、美術史家が平成時代を代表するカタチとして評価する時
代が来た時、これは本当に捨てられないものとなる。そんな夢譚を語りながら制作を進めた。
　卵の殻が全面に貼られた箱を担当したのは彦十蒔絵の職人の柳沢修。朝から晩まで貼り続けても、
一面貼り終わるのに一週間はかかる。1 ヶ月以上卵の殻を貼り続ける日々は、夢譚というより、悪夢
のような日々だったかもしれない。〈鐘ヶ江〉

11
土岐 謙次 & 彦十蒔絵　《捨てられないかたち見立て返し》
未来酔狂夢譚
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素材：天然漆、天然木、卵殻、金箔（都市鉱山由来）、金粉、顔料、輪島地の粉、砥の粉、麻布
Size：W18.5×D16×H18.5cm　



26 | KOGEI Next

〈紫壇目塗〉

〈卵殻貼り〉



〈Vision〉

 アーティストもまた、アスリートである。
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マイケルジョーダンやクリスティアーノ・ロナウドの様に

誰も真似できない技術を持ったアーティストが存在します。

誰にも真似できない技術、精神力、身体の動き。

日々肉体を酷使し、怪我と戦いながらアスリートの様に

ストイックに作品制作に取り組んでいます。

スポーツアスリートは日々の驚異的な鍛錬と、

そこで培われた肉体、精神、技術によって、

人類の記録を更新しています。

しかし同時に、シューズやスイムスーツ、

あるいは練習器具に科学的見地が取り込まれることでも、

人の限界は押し上げることができます。

KOGEI Next はアーティストたちをアスリートに見立て、

科学的見地を制作に取り込むこと、

フィジカルサポートに取り組むことで、作品を進化させ、

美を追い求める人類の歴史を、

ひとつ上に押し上げたいのです。



　松本は枯れゆく菊を涅槃仏に見立てた。大菊を横たわらせる事でゆっくり現世から常世へと生命の
変化がおこる様に。そこに木目を彫る事で生命の儚さと無常観を表現している。
　松本は木の命を感じながら、生と死の境界を連想させる形になるよう限界まで彫り込む。そこから
更に木の年輪を浮き上がらせる。それによって、日頃私達が忘れている「生の感覚」がきわ立つ。一
本一本の年輪に時を感じながら彫り進める。薄くなった木が意図せず破れてしまうことがあるが、松
本はその瞬間に、あちら側とこちら側の世界が繋がる感覚を覚えるという。彼にとっての制作とは、
生と死の境界を意識し、存在する事の尊さを実感する儀式なのだ。
　制作には約 1 年を費やした。途方もない作業と人間の限界に挑む所業である。松本は 53 歳、《一刻 
スルメ》の作者である前原は 60 歳となる。アスリートと同様に、技術・経験の向上に反して、フィ
ジカルの衰えは止めようがない。特に視力の低下が最大の問題だ。KOGEI Next はこの様な、作家た
ちの抱えるフィジカルの課題をアスリート同様に取り組んでいきたい。〈鐘ヶ江〉

12
松本 涼　《涅槃》
命の境界
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素材：樟　
Size：W92×D25×H15cm
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　眼に映った情景を再現する技術、そして記憶の断片を辿る様な昭和の抒情感を持つ表現。前原冬樹
は私のアイドルである。
　彼の作品のほとんどに人物は登場しない。しかし、確かにそこに人の気配を感じる。まるで、作品
が一遍の小説の様なのである。先日、前原が私に「数年前まで作品ごとに一つの物語を書いていた」
ことを話してくれた。「公表するためには書いていない」と言うのは、鑑賞者にそれぞれの物語を持っ
て欲しいという想いからだろう。
　しかし今回はあえて作品に添える文章を依頼した。この文章は本編ではない、前原作品の深奥につ
ながる呼び水となり、皆様が前原作品の奥にある物語に触れる、きっかけになって頂ければ嬉しい。

〈鐘ヶ江〉

13
前原 冬樹　《一刻 　-スルメに茶碗-》
超絶技巧、その奥
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番屋の窓から時化た海を見てる。
もう何日目か、

道具の手入れも飽きた。
日がな酒でも飲んで窓から海を見る。
干した烏賊でも炙りながら海を見る。

明日も雨。
そんな不毛で鬱屈とした日々が人の情緒を造るのだ。

歳をとり脳裏にふと蘇るのは、
そんな風景かもしれない。

素材：朴、油彩、墨　
Size：W57×D16×H4.5cm

〈写真は未完状態〉



　簡単に言う。ステンレスとは「鉄とクロムの合金」である。錆びに強いし、鉄よりも硬い。鉄と人
類の歴史は 3000 年以上前の鉄器時代から続いているが、人類がステンレスを知ったのはわずか 100
年前。それでも、短期間で爆発的に普及し、様々な電化製品に使われている。発展途上でありながら、
未知の可能性がある素材である。
　「工芸とは人々の生活と密接に関係し、発展してきた美意識の文化」と作者の織田は言う。都市生
活に置いて竹や木材を探すよりもステンレスを探す方が容易な現代。生活に根付いたステンレスに一
種の現代的な「侘び」を見出し、これを使用することに文化的意義を感じている。彼が開拓者として、
この素材をどの様に発展させていくのか、今後が楽しみである。〈鐘ヶ江〉

14
織田 隼生　《幾何学花紋偽花》
超絶技巧 × 現代素材ステンレス

32 | KOGEI Next

素材：ステンレススチール　
Size：W50×D50×H19cm
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[ 作者 織田隼生による解説 ]
　花は一見すると、柔らかで繊細な美しさに目を引かれますが、実は極めて数学的な構造体でもあり
ます。葉っぱの付き方や花の咲き方を観察したことがある方は、規則正しく成長していく姿に驚くも
のです。私の作品は、植物の成長のプロセス、そのカタチがどのように形成されているか、構造の法
則や秩序を契機としています。本展に出品した 2 作品も、成長するベクトルや法則を決め、その法則
に基づいて制作を行っています。
　切る、叩く、溶接するという一連の工程は瞑想の様です。指先に感覚を集中し、仕上げた花々が増
えていく度に、深く深く没頭していくように感じます。〈織田〉

15
織田 隼生　《装飾花壷状花序》
導かれるかたち

素材：ステンレススチール　
Size：W42×D40×H39cm
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〈写真は未完状態〉
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　2017 年、大竹亮峯は実物の海老と同じ可動域を追い求め、日本美術史上最高とも言える木彫によ
る自在作品《鹿子海老》を完成させた。2018 年作の《竹の水仙》では、左甚五郎が「宿裏に生える
竹から花開く水仙を造った」という伝説に挑み、これを独自の工法によって実現させる。本展で発表
する《月光》（2021）は更にその難易度が上がる作品である。彼の作家としての歩みとは、まるで世
界記録を更新し続けるアスリートのようである。
　とはいえ、彼の制作の根幹にあるものは、過去との対峙よりも、自然への憧憬という方が正しい。
自然と向き合い、命のリアリティーを削りだすことを突き詰めることが、歴史を更新するような常識
外れの作品を生んでいるのだ。人間が作り出した物ではなく、神の創造物に自身のものさしを当て、
全身全霊を込めて挑んでいる。
　しかし、この大竹の制作は我々の想像を絶する日々の戦いなのである。この行為を十年、二十年と
続けていくことが果たして可能だろうか。作家たちを巡る環境を見直し、今とは違うステージに上げ
ること。それが我々周りの人間のタスクであり、KOGEI Next の目的のひとつなのである。〈鐘ヶ江〉

16
大竹 亮峯　 《再臨》
自然との対峙
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今作品は、是非会場でご覧頂ければ幸いです

〈写真は未完状態〉

素材：インブイア、楓、鹿角、パウア貝、オニキス
Size：蜘蛛 ( 展開 )W21.4cm、葉部分 W35.5cm、葉脈 W40.7cm



　自然をどこまでも探求し続ける木彫家大竹亮峯。2017 年にこの月下美人の前身となる《竹の水仙》
を発表し、彫刻物の花を開かせて、人々を驚かせた。大竹はこの作品を左甚五郎が活躍されたとされ
る江戸時代初期を想定し、その時代に手に入る材から発想し、花を咲かせた。
　そんな彼が、今回初めて現代的な素材であるチタン合金を部分的に作品に取り入れた。チタンは優
れた対腐食性に加えて、軽くて強靭な特性を有する。大竹がこの素材を取り入れた理由は明確である。
この月下美人を何百年先にも花を咲かせる為である。これは彼の死後を見据えた、時を超える挑戦な
のである。そしてもう一つ、大竹はこの時代の花を咲かせたかったのだ。自然素材に加え、現代科学
と向き合う事によって、この時代の最善の彫刻の姿を模索する。その必要性をこの時代に生まれた彫
刻家として感じているのだ。
　本作はまるで本当に生きているかの様に環境の微妙な変化によって咲き方を変える。皆さまには静
寂の中、この花の開花を見守る時間を楽しんで頂きたい。〈鐘ヶ江〉

17
大竹 亮峯　 《月光》

〈超絶技巧 × 自然素材〉＋先端素材＝作品永続性の向上
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是非、会場で月下美人が咲く様子をご覧いただければ幸いです

素材：楓、榧、神代欅、鹿角、チタン合金
Size：H63cm



100 年後、現代の工芸が古美術品となった時、
令和の空気を伝えられる作品とはどのような作品でしょうか？

　現在の日本で「工芸家」と呼ばれるアーティストたちは、社会とはかけ
離れた陸の孤島にいる様に思えます。伝統に縛られ、進化を続ける社会と
の距離は日に日に広がっております。このプロジェクトの目的は、その距
離を縮め、時に「超絶技巧」とも称される現代の工芸家の作品を現代社会
とつなげることにあります。
　KOGEI Next では様々な専門家や企業との協働を進めています。現在で
は、高度に成長した企業が利益追求だけではなく、積極的に社会問題に取
り組む世の中となりました。その中には崇高な思想を用いたプロジェクト
が多々あります。アーティストと企業とが出会い、多角的な議論と実験を
行い、最高の手仕事に現代的思考を取り込む。スポーツ界と同じように工
芸作家たちの創造力に科学的なサポートを提供することにより進化を生
む。環境にやさしい、持続可能な工芸の在り方を提案する。そうすること
によって 100 年、200 年後に、「日本工芸のターニングポイント」として、
この令和という時代を美術の歴史に遺したいのです。
　現代人と未来人、その両方が共感し感動できるアートを想像するために、
私達は作家たちの制作の場に現代的進化を取り入れ、更なる人間業の高み
を目指す実験を行ってまいります。
　末筆ではございますが、このプロジェクトにご協賛頂きました株式会社
ゴールドウイン社を初め、パートナーの企業様方や教育機関様、様々なア
ドバイスと多大なるご協力を頂きましたアドバイザーの広瀬麻美様、前﨑
信也様、山下裕二様に御礼申し上げます。

主催者
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「KOGEI Next」展

2021 年 11 月 5 日 ( 金 )、6 日 ( 土 ) 
場所　六本木ヒルズ「Hills Cafe / Space」

出展作家（五十音順）

大竹亮峯、織田隼生、鈴木祥太、つのだゆき、土岐謙次、野田朗子
彦十蒔絵、本郷真也、松本涼、前原冬樹、満田晴穂

主催　古美術 鐘ヶ江、株式会社クロステック・マネジメント

協賛　株式会社ゴールドウイン

協力　京都女子大学、京都芸術大学、一般社団法人アートハブ・アソシエーション
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