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「CAF賞」は、日本全国の高校・大学・大学院・専門学校の学生、および日

本国籍を有し海外の教育機関に在籍する学生の作品を対象としたアー

トアワードです。学生の創作活動の支援と日本の現代芸術の振興を目

的に開催し、今回で6回目を迎えます。最優秀賞に選ばれた受賞者に

は賞金100万円のほか、副賞として個展開催の機会を提供、入選者を含

むいずれかのものに海外渡航費用として50万円を授与いたします。

この度、「CAF賞入選作品展覧会」を10月1日（火）～10月6日（日）の6日

間、東京・代官山のヒルサイドフォーラムにて開催いたしました。

公益財団法人 現代芸術振興財団

公益財団法人現代芸術振興財団は2012年に設立されました。より多くの人が文化芸術に
触れ、豊かで創造性のある暮らしを営むことに貢献したいという願いのもとに設立され、展
覧会事業を通して人々が現代アートに親しむことのできる環境をつくること、表彰事業を通
して未来へ文化をつなぐアーティストの活躍の機会を増やすことを目的に活動をしています。

現代芸術振興財団について

1975年、千葉県生まれ。早稲田実業学校卒業後、バンド活動の一環で渡米。帰国後、1998年
に輸入CD・レコードのカタログ販売を手がける有限会社スタート・トゥデイを立ち上げ、2004年、
ファッションを中心としたインターネットショッピングサイト「ZOZOTOWN（ゾゾタウン）」
を開設。2012年、2月に東証一部上場（3092）。同年11月に現代芸術振興財団を設立、現代芸
術を中心としたアートコレクターであるとともに、若手アーティストの支援に力を注いでいます。

設立者の前澤友作について

白石 正美

1947年、東京生まれ。SCAI THE BATHHOUSE代表。慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻。
89年より青山表参道の東高現代美術館副館長。国際的なアートマーケットを視野に国内外の現
代美術作家を取り扱う「白石コンテンポラリーアート」を設立。92年にアートフェア東京の前身とな
るNICAFを立ち上げた。SCAI THE BATHHOUSEを台東区谷中に開設。一方、谷中の地域の活
性化を進め、「カヤバ珈琲」や「上野桜木あたり」を再生。近年、若手アーティストのための実験場
として「駒込倉庫」や新しい視点のスペース「SCAI PARK」を天王洲アイルにオープン。

SCAI THE BATHHOUSE

藪前 知子

1974年、東京生まれ。東京都現代美術館学芸員。これまで企画担当した主な展覧会は、「大
竹伸朗 全景1955-2006」（2006）、 「MOTコレクション 特集展示 岡﨑乾二郎」（2009）、「山口小
夜子 未来を着る人」（2015）、「おとなもこどもも考えるここはだれの場所？」（2015）、 「MOTサ
テライト2017春 往来往来」 （2017）（以上、東京都現代美術館）など。キュレーションの他に、
雑誌等に日本の近現代美術についての寄稿多数。札幌国際芸術祭（SIAF）2017にバンドメン
バー （企画チーム）として参加。

東京都現代美術館

齋藤 精一

1975年、神奈川県生まれ。ライゾマティクス代表取締役／クリエイティヴ&テクニカル・ディレ
クター。建築デザインをコロンビア大学（MSAAD）で学び、2000年からニューヨークで活動を
開始。06年にライゾマティクスを設立。建築で培ったロジカルな思考をもとに、アートやコマー
シャルの領域で立体作品やインタラクティヴ作品を制作する。

Rhizomatiks

審査員
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website掛ける、掛けられる̶̶モノに注目することによって、日
常の中で私たちが行なっている無意識なふるまいに気付
かされる。そんな何気ない行為を意識下の元で繰り返し
行った。 それぞれの差異をつなぐ共通点はリズムや単位
性によって関係しあい、ある規則を生む。ハンガーと卵
はしばし日常を離れ、モノそのものの存在を取り戻す。
そして私たちは、日常のなかにあらゆる可能性が潜んで
いることに気付かされるのだ。

命がけ
2017  ハンガー、卵　サイズ可変

サカイ ケイタ  Keita SAKAI

武蔵野美術大学大学院

最優秀賞
読み書き困難という作家自身の感覚の特異性から出発している
とのことだが、それに限らず、他者には共有できない作家個別
の感覚に、この作品を通して触れることができた。針金と卵と
いう最小限の組み合わせを用いて、重力も含めた彫刻の条件を
可視化しつつ、文字のようなものであり、造形物でもあり、彼が
常日頃外界に対して持っている鋭い感受性を鮮やかに示しても
らえた。（藪前）

審査員講評
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キャンバスに絵を描くという、根源的な制作態度に徹している
ことに惹かれる。多様な表現が可能となっている現代、平面に
向かって苦悩することを続けて欲しい。素描と絵画の関係を突
き詰めていくことの愚直さに期待したい。（白石）

審査員講評

たくさんの花嫁  東京
2019  キャンバスに油彩　
90.9cm×72.7cm×2.5cm

P10 左

川
P10 右

2019  キャンバスに油彩　
40cm×120cm×5.5cm

家  雨の日
P11

2019  キャンバスに油彩
259cm×194cm×4cm

山口 由葉  Yuiha YAMAGUCHI

東京藝術大学大学院

白石正美賞

website

私は普段乗っているバスの中で流れていく風景をド
ローイングする。見ては覚えて描く、そして描こうとした
ときに忘れていく。忘れてしまって手が止まったときに
そのドローイングは完成する。 アトリエでドローイング
はタブローを描くときの記憶のとっかかりとなる。タブ
ローを描き進めていくとドローイングは役目を終える。
役目を終えたドローイングは メモとして残り、タブロー
は私とのやりとりの時間の中で変化していく。私があな
た ［対象 ］ と関わって日常を見ること、覚えていること、
描くこと、すべてが関係し合って1枚の絵ができた。
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欠けてしまった男性の大事な部分を埋めるというわかりやすい
作品だが、一つのシンプルな行為がパズルのピースのように
色々な意味を引き寄せて、こちらの思考を刺激する。西洋の古
典主義の立派な身体と東洋人である作家自身の身体の対比や、
かつて西洋では都市を略奪した時、男性性の象徴部分を切り
取って持って帰るという風習があったとのことで、彫刻に付随
する男性性を様々な角度から脱臼していく。公共空間における
ハプニングの要素もあり、見るたびに新しい発見のある秀作。
（藪前）

審査員講評

歴史ある彫刻たちの失われた男性器に思いを
巡らせることはあるだろうか。権力を示すため
に作られた彫刻の象徴とも言える性器は、戦争
や宗教などの権力を前に打ち砕かれてきた。
この作品ではパリの大学の中、作家自身が扮す
る天使が、粘土を用いて彫刻たちの傷を癒すよ
うに修復して回るパフォーマンス記録映像を主
軸とする。そこに当時、撮影後、大学から取り
外すよう注意勧告され、結果、権力を前に撤去
せざるをえなくなってしまった彫刻を展開する
インスタレーションである。彫刻を介して芸
術、権力、ジェンダーを再解釈する試みを表現
する。

藪前知子賞

敷根 功士朗   Koshiro SHIKINE

東京藝術大学大学院

Affection : Warm like Paris 
in the month of May it was
2019  映像、モニター、彫刻・石粉粘土、写真  サイズ可変

P12,P13 下

Stay with me : Forever
2019  衣服、インク、写真  サイズ可変

P13上

Stay with me : Journey
2019  映像、モニター  サイズ可変

P13中
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審査員の中では、この作品をCAF賞の入選作品として、アート
として捉えるべきか否かという大議論があった。しかし、たっ
た一人で一年をかけてアニメーションの全てを一枚一枚手書き
で描いたということを聞き、そのクラフト感に感動した。VRの作
品は、CGを使用すると味気なくなるが、この作品はどこを見て
も味がある奥の深い作品である。高い解像度を創り上げるこ
と、その表現が普通のレベルを逸脱していると感じ賞を贈りた
い。（齋藤）

審査員講評

本作品は、手描きVRアニメーション作品であ
る。鑑賞者はヘッドマウントディスプレイを
通してアニメーションを体験することができ
る。アニメーションによる抽象的な視野の広
がりは、鑑賞者をこれまでに経験したことが
ない魅惑的な没入感へと誘う。このVRの閉
鎖的な空間を母親の胎内として描き、胎内回
帰的な神話を紡ぎだした。タイトルの
MOWBが、水の上に現れると、水平軸の鏡文
字として映り、この神話の一本の幹をなす
「鏡写しの母娘」を象徴している。

website

油原 和記  Kazuki YUHARA

東京藝術大学大学院

齋藤精一賞

MOWB
2019  映像インスタレーション  サイズ可変
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ものを様々な方向から見ること、重ねることでそもそも身体と
はなんなのかといった感覚を反芻し、作品の完成を今後も磨い
ていってほしい。良い意味で、まだ余白やポテンシャルのある
アーティストだと思っているので、海外での経験を通し、あらゆ
る視点から作品をコンテクスト的に厚くしていただきたい。（齋藤）

審査員講評

海外渡航費授与

本作品はメディアを通してモノを見ることを
再考させるための、映像表現を用いたメディ
ア空間における彫刻作品である。この作品で
は１つの出来事を、表と裏の２つの方向から
同時撮影した映像を合成する手法を用いた。
その手法によって、実際の撮影空間には無い
物体を作り出し、人間の身体構造では同時に
捉えることができない表裏を見る光景を表現
した。この表現は、メディア空間によって容
易に本来の出来事が捉えきれなくなることを
示し、そのメディア空間の中で何を見ようと
するかを自身の目と意識で選び取ることを要
請する。

website

情報科学芸術大学院大学
平瀬 ミキ  Miki HIRASE

2019  映像  40分20秒（サウンドなし）

Translucent Objects 
– Maquette #1-

P16

2018  映像  5分55秒（サウンドあり）
Translucent Objects
P17
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他転車
2018  自転車、モーター、鉄  250cm×200cm×150cm

東 弘一郎  Koichiro AZUMA

東京藝術大学

自転車とは、自在車や自輪車とよばれていた装置であり、
ある男が作り出した商品名だった。「転」という文字には
深い意味が込められてはいないにもかかわらず、自転車
という単語が普及している。自在に動かせる車ではな
く、自ら転がるという言葉に違和感を覚える。私は「転が
る」という言葉に、自転車そのものが回転する姿を想像
した。自転車を回転させ、本当の意味での「自転車」を作
り、この違和感を払拭しようと考えた。しかし、私が作
り出したのは、自らの力で転がる「自転車」ではなく、他
の力を受けて転がる「他転車」だったのだ。

website

website約二年半、私が過ごした四畳半の部屋はボロかった。弁
当屋の怒鳴り声や、おじさんのお風呂での鼻歌、子供の
泣き声…など様々な音が筒抜けで、毎日気になっていた。
自分の部屋のリアリティを伝えること。私が生活してい
る空間サイズから、模型のサイズまで落としていく。私
の四畳半の部屋が、障子を超えると４段階に縮小してい
く体験型の立体作品である。畳や障子の比率はどの部
屋も変わらない。縮小していくと共に私の四畳半の部屋
の印象が変化していく。

四畳半を想う
2018  木材  サイズ可変

浅野 ひかり Hikari ASANO

東京藝術大学
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website

website

tsurudoro_1
2019  FRP、ジェスモナイト
50cm×16cm×11cm

左

tsurudoro_2
2019  FRP、ジェスモナイト
48cm×17cm×12cm

右

一度形作られたものにさらに手を加える。滑
らかな表面に加えられた凹凸は全く異なるテ
クスチャーとして元の像を変化させ新たな像
を生みだし、彫刻としての存在感と空間への
干渉を試みる。手を加えた時何が見えるか
は私にも分からない。その偶然性に魅了され
制作を行なっている。

新井 浩太   Kota ARAI

東京造形大学

複製技術の多様化、写真のデジタル化に伴う写真という
メディウムについての要素を3Dプリント、フォトグラメト
リ、トリミングなどの技術を用い部分として提示する。こ
れによって作家自身の“素材→作品”のプロセス、そして
部分らが結合し立ち上がる形態質、全体を知覚、考察す
ることが本作の企図するところである。

目前に立ち現れる ver 01.02.02
Appeared Under Your Nose
ver 01.02.02
2019  ミクストメディア  サイズ可変

加藤 広太   Kota KATO

武蔵野美術大学
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垂直方向に伸びる構造物「柱」を彫刻として
「解放」させようと試みた。それは素材の重厚
感からの解放でもあるし、編み目を偽造しよ
うとすることで塊を分解し、ほぐす意味での
解放でもある。 マスキングテープを木の表面
に這わせ、永続的な木彫の柱に仮設性を持
ち込むことで、「木彫」の在り方にも解放を唱
えたかった。

木村 桃子  Momoko KIMURA

武蔵野美術大学大学院

website

写真：木下理子

・ 地球は常に接しているのに、触れている実
感を持ちづらい存在だ。では、実感の持て
る触り方とは？

・ 方法や言葉を借りてきて理解するのではな
く、自分自身を介入させてみること。

・ 世界を計る道具（例えばメガネ、カレン
ダー、スケールのような役割のあるもの）を
作ってみる。

・  作品と世界が地続きであること。
これらの作品は、上記のテキストを元に制作
した。通常では捉えることのできない対象
を、知覚する為の罠のようなものである。

website

How to touch the Earth
2019  寒冷紗、樹脂粘土、銅、ラタン、その他  サイズ可変

木下 理子  Riko KINOSHITA

武蔵野美術大学大学院

解放のカリアティード
2019  木、マスキングテープ、着彩  285cm×41cm×44cm

左

隣人のレリーフ
2019  木、マスキングテープ  52cm×38cm×4cm

右壁

d-o-g
2019  木、マスキングテープ  65cm×22cm×41cm

右下
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website

October 1, 2019

審査員

白石 正美
SCAI THE BATHHOUSE

藪前 知子
東京都現代美術館

齋藤 精一
Rhizomatiks

写真：三崎了

Talk Event
CAF AWARD  2019

渡部　みなさまには2017年から3回、審査員をお務めいただ
きました。今日はCAF賞3年間の振り返りと、そこから見えて
くる若手アーティストの現状と今後についてなどのお話をお
伺いできればと思います。白石さんは審査員を受けていただ
くことはあまりない、とお伺いしていましたが実際に審査員を
やっていただき、いかがでしたでしょうか。
白石　審査員はほとんどやらないのですが、審査をするたび
に違う作家が出てきていて、仕事とは違う目線でものを観る
ことができるので、非常に楽しく審査をしました。
渡部　齋藤さん、藪前さんはCAF賞以外にも色々な審査をお
務めかと思うのですが、他の賞と比べて、3年間の感想とあわ
せてお聞かせいただければと思います。
藪前　他の絵画の賞と比べて、実際に展示して審査をすると
いうのが本当に丁寧で、さらにそのあと財団の方たちが、最
終に残った方たちを家族のような感じで動向を気にしている
のも拝見して、この賞を通して一つのコミュニティーを作って
いく意識がおありなのかなと、そういう意味では全然他の賞
とは違う丁寧さがあると思いました。その審査方法によって
インスタレーションなど他の賞ではできないような分野も応
募できるので、そこも一つの特徴だろうなと思います。
渡部　ありがとうございます。特に受賞したところで終わら
ない、お金だけでないプラスが長い目でできればというのは
財団でも常に考えています。齋藤さんはいかがでしょうか。
齋藤　私はデザインとかメディアアートとか建築の分野の審
査員はやらせていただいていますが、現代美術系の審査はは
じめてで、お二人と事務局の方々に勉強させていただきまし
た。藪前さんのおっしゃったように、すごく丁寧に審査をやっ
ていますよね。投票すると3人ばらばらっていうことが多かっ
たですね。
藪前　ポートフォリオ審査が一人も重ならないという、衝撃的
な感じのときもありましたね。
齋藤　私はメディア表現のところでみさせていただいていま

すが、それぞれの審査員が全然違う目で見ている。360度見
られているというところがCAF賞の特徴だと思います。
白石　バラバラでしたね。企画した財団の意図かもしれない
のですけど、それぞれの持ち場が違いますね。私は画廊を
やっているので常に行為と結びつくのが染み付いていて、賞
あげて、さようならとはできない性分でして。第一回目から賞
をあげた人は買ったり、関わった人は展覧会をしたり、そうい
う体験ができたのはとってもよかったかと思っています。
藪前　白石さんの未来を見据えて選んでいらっしゃる視点は
勉強になりました。今はこうだけど、とか、こういう人が活動
を続けていってくれたらいいなといった視点をお持ちだなと
いう印象がありました。
白石　よく私のところにポートフォリオ持ってくる人がいます
が、私はまずアーティストなんかやめちゃえと言います。何万
人に一人しか残らないかもしれないよって。毎年何百人か何
千人かが美大を出るのでしょうが、最後の最後に残って本当
の意味のアーティストになれるのはそうは多くないはずです。
それを覚悟して、それでもこれしかないとやりつづける人間
は、面白いと思う。そこを応援したいと思うんですよね。
渡部　過去三回の受賞者の中で印象に残っている作家さん、
賞のあとの活動をご覧になっている作家さんはいらっしゃい
ますか？
藪前　私は２年前の大賞をとった木村翔馬さんがすごく印象
に残っていますね。彼は審査の過程も結構ドラマチックで、最
初は、ひどい絵だな、で審査が終わってしまいそうになったの
ですが、なんとなく気になって。こういう絵って美大の教育や、
通常の絵画を描く条件の中で出てくるだろうか、と思ってご本
人の話を聞いたら、VRで描いているとのこと。既存のいろんな
枠組みを外して、絵画を更新しようという作家さんで、最後に
ダークホースが出てきて、すっと大賞になりました。
彼は京都の作家さんで京都にアトリエを開いたりされていま
すが、CAF賞受賞の後に東京でも何度か発表の機会があっ
て、京都の作家さんを東京で紹介したことも大きかったのか
なと思っています。東京のカオスラウンジと一緒に展示をし

CAF賞 3年間の振り返り

近年性消費や男女不平等を問題視するデモ
を受け、多くのメディアが「女性たち」を主語
に問題を取り上げている。だからこそ私は、
誰の目にも届くことのない日常の行為に目を
向け、そこに内在する痛みから「個人としての
女性」に向き合いたいと考えている。この作
品では、女性が社会から求められる女性的な
行為に着目し、日々淡 と々着用されるストッキ
ングや口紅の残ったグラスなどを展示する。
女性の生活と密接な関係を持つ「纏う」「粧う」
といった行為を辿ることで、私は日常に潜む
痛みの切実さを確かめたいと思う。

I am not alive anywhere.
2019  シルクスクリーン、サイアノタイプ、
ミクストメディア  サイズ可変

原本 悠  Haruka HARAMOTO

武蔵野美術大学大学院
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渡部　他にも、これからアーティストとしてのキャリアを作っ
ていこうという段階で作家さんたちがやっておいた方がいい
こと心がけたほうがいいことなどありますか。
齋藤　私は2003年に越後妻里で出展作家に選ばれて、当時
は無名だったんですが、その時にいろいろと考えました。戦
略的にどう活動していけばいいだろうと考えたときに、やはり
発表していかないと、いろいろなところでたくさんの人に見て
もらわないとだめだなと思いました。タダでもいいから自分
の作品を出させてくれるところを見つけたりしていました。
これはお二人からすると安易だと思われてしまうかもしれま
せんが、必要であればギャラリーを自分で作るという、なんで
も自分でやってしまうという行動力を持つ、とことなんじゃな
いかなと思っています。
藪前　そうですね。作家の活躍の場を作ること、ネットワー
クを作ることは戦略としても言われることです。自分を揉む
場がオンラインのSNS上ではなく、リアルな場で持った方が
いいなというのは思っています。あとは自分の活動をきちん
とアーカイブするということが非常に大事です。「アーカイブ」
と言葉では簡単に言えますが、意識的に自分の記録や作品
を残す訓練は、きちんと学生時代の若い時からやっていった
方がいいだろうと思います。私自身作品を扱う仕事をしてい
て、良い作家というのはそこの部分の意識がとても高く、自分
の作品が社会に存在することへとても強い信念があるから、
絶対に消されない点となるように全力で抗うみたいな、そうい
う強い信念がある作家は、アーカイブもきちんと意識的に
やっているんですよね。そしてそれはやっぱり必要となった
時にすぐにはできない、キャリアが急に展開していく時には
時間がなかったり、すぐにはうまく対応できないので、ちゃん
と自分のフォーマットややり方を、早い段階から自分で作っ
ていくというのは非常に重要だろうなと思います。

渡部　財団は頑張る作家をサポートする側の立場にあるよう
に思います。CAF賞においては最優秀賞者の副賞の個展の機
会などが大事なサポートの一つになり得ていると思っていま
すが、他にどんなサポートがあったら良いと思いますか？
藪前　現代芸術というのは、例えば思春期の子がロックにハ
マるみたいな感じで、そういったカルチャーの代わりにもなり
うるメッセージがあると思っています。私たち学芸員の問題
とも言えますが、中卒、高校中退の若い作家などが、キャリア
としての一つの踏み台になるような賞になっていってほしいな
というのはあります。
白石　（現代芸術振興財団会長の）前澤さんが自分のお金で

たりとか、違うコミュニティーとつながる一つのきっかけに
なっていったり。あと、彼は若手の批評家を刺激して自分は
作品を通して行っていることを言語化したいという想いが強
いアーティストでもあります。まだすごく若いですが、そのあ
たりも一体にしてムーブメントを作ろうという意識のあるアー
ティストですね。審査は偶発的な条件で進んでいくことも多
く、我々も試されていると思うことも多いですが、彼のような
作家さんをしっかりと選出できたことは喜びでした。
渡部　木村さんの場合は副賞でついている個展の機会を最
大限に利用して、カタログ作りから展覧会中のトークイベント
までしっかりと行いました。今年の11月には個展の機会の予
算を2つにわけてドイツでも展覧会を予定しているので、受賞
したあとの展開が早く広くあった作家さんだなという印象で
すね。
齋藤　私も木村さんの作品は非常に印象に残っていますね。
最初に木村さんの作品を見たときは、むちゃくちゃだなと思
いましたね。VRのクオリティもむちゃくちゃだけど、白石さん
がおっしゃったように、これしかできないぞ感というか、これ
から伸びるぞ感がもしかしたらあったのかもしれないです
ね。彼は行動力もあってその後展覧会も結構やっています
ね。いろんなところで発言されたり、メディアにも出ていると
いうところで、これこそCAF賞の力かなと思います。
白石　私の記憶に残っているのは大岩さん（2017年海外渡航
費授与者）です。彼は実にいろんな才能を持っていて、評論
をやったりペインティングを描いたり非常にクリエイティブな
発想を持っている。彼はなんでもできるんですよ。彼は何か
を成し遂げてくれる能力を持っている人だと思っています。
私はスカイザバスハウス以外で、駒込倉庫という小さなギャ
ラリースペースを持っているのですが、CAF賞の縁から彼にそ
こで展覧会をやってもらったことがありました。これも展覧
会というより、知的なゲームのような、推理小説を見ているよ
うな展覧会でした。どの方向に進んで行くのかはまだわから
ないですが、彼の未来をこれからも見ていたいなと思います。

渡部　毎年グループ展をやっていて実は学生作家さんたちの
定点観測としても機能していけるのではないかと思っている
のですが、それに関連して、今の若手作家の傾向や近年の変
遷についてお伺いできればと思います。
藪前　20代半ばくらいの作家さんで、個人的には面白い作家
さんが増えているというワクワク感がありますね。パラダイム
が変わっているというか、思考の枠組みが変わっているとい
う感じです。彼らは生まれた瞬間から不況で、日本が豊か
だったなんて想像つかない世代。そういう前提条件の中で
20代半ばになって、一言で言うと中庸というか、あらゆる局面
が多義的のままであるように、注意深く思考していく印象を
受けます。今までだったら中途半端で煮え切らないように見

えたものが、逆にコンセプチュルと捉えられるような。社会
の中での自分たちの立場みたいなことも彼らにとってすごく
批評的に現れていますけれども、そのような前提条件が違う
作家たちが新しいことをアートの分野を使ってやろうとしてい
るということに面白さを感じています。前の世代では考えら
れないような場を作ってしまうなどが当たり前の世代で、み
んなで生き残っていくための新しい仕組みを簡単に考えて実
行できてしまうところもあり、新しい世代が出てきたなと感じ
ています。
白石　私は海外でいろんなアートを見ていますが、今の若い
作家の作品を見ていると総じて内向きの意識を強くもってい
る作家が多いなと感じています。もっと敏感に自分が感じる
ものを、身の回りや学校の中だけじゃなくて、外で何が起きて
いるのか、いろいろ情報収集する必要があります。刺激をた
くさん受けて欲しいのです。あらゆる体験を増やしながら自
分の制作を続けていくと、何かが違ってくると思います。作品
で社会的な問題を扱う必要は全くありませんが、アーティス
トの役割というのは、現代に漂う何かを常に敏感に感じて発
信していくことでもあるはずです。それが次に向かう力にも
なるはずです。
藪前　ちょっと補足してもいいですか。白石さんおっしゃるの
はほんとそうだと思います。私の言っていることと裏表だと思
います。若い作家さんをみていると、パフォーマンス的にカン
フル剤的に強くなにかを与えるっていうよりは、想定している
戦い方のスパンが長いという気がします。見方によっては気
が長いんですけど・・・長いスパンで戦おうとしているというの
を感じますね。
齋藤　私も美大で教えていますが、この3,4年でものすごくつ
まんなくなったんですよね。何かに対して変えたいとか、発
信をしたいというものが見えない。アーティストってものすご
くいろんなものに対して敏感であるべきだし、アンテナをい
ろんな方向に立てていて欲しいのですが、このアンテナが
立ってない人たちがすごく最近多くなったなというイメージは
あります。ヒントはいろんなところにあるので、大人だと目が
汚くなって見えないこともたくさんあるので、若いうちにいろ
んなことに疑問を持って、それを自分が持っている表現力や
センスやクラフトで作ってもらいたいなと思います。
白石　アートをやっている人たちはみんな、私は他の人と違
うという意識をもっていると思います。アートは他にないもの
をつくる、完全な少数派です。少数派であることの価値はも
のすごく大事だと思うので、流されないようにしてほしい。自
分自身しかないだとか、どこか変なやつとか変わったやつそ
ういう突出した部分を大切にしてほしい。今は何か他と同じ
ことをやっていれば安心してられるって社会になっていると
思います。アーティストはそうではないはずなので、そういう
ところを自分の中でも発見して、そこをおおいに自信をもって
自分は違うことをやっているんだという思いで制作してもらい
たいと思います。

財団を設立し、こういった若手作家のキャリアをサポートする
ような賞を運営・活動しているというところで、その力がこの
財団、前澤さんだけでなく、日本でもっと広まり大きくならな
いといけないと思います。
斎藤　同じようなことをやっている人たちが一同にコネクトす
べきだと思います。現代芸術振興財団がやっていること、他
の現代美術を扱う団体がやっていることにはそれぞれ守備範
囲が違っていたり、見ているターゲットや年齢層、作品ジャン
ルなど様々に違いがあると思いますが、私はその全てが横一
列に連合してほしいと思っています。

渡部　お時間が残り少なくなりましたので、ご来場の方の中
でご質問がある方がいらっしゃいましたら、１名だけお受け
したいと思います。
質問者　今回の最優秀賞を獲得されたサカイさんの作品の
総評を、もう少し具体的にお聞きかせいただきたいです。
白石　私はいろんな解釈ができ、様々なことを読み取れる部
分が多い作品が面白いと思っています。サカイさんの作品
は、全体を見ると非常にシステマティックで、今の時代を感じ
る要素があります。例えばデジタル社会のパターン化された
ようなものを感じられたり、ドローイングや絵として見られる
ような影が見えています。この作品は人によって受け取る要
素の違いをたくさん包括していると思うのです。
藪前　いい作品は、『この人しかできないものでありつつ誰に
でもできるように見える』というのが大事なポイントだと思って
います。つまり作家本人が作品に色濃く反映されているよう
で、実は作家自身は透明、みたいなことが重要です。この作品
も実は造形的にはハンガーという形とそれを卵がうまく包むと
いうパターンで成り立っていて、誰でもこのアイディアができる
ように見えますが、そこには作家本人の世界に対する認識のズ
レや、文字的・記号的なズレというものが、造形物にも見えるし
記号にも見える。その中間みたいな揺れの感覚が反映されて
いて、見る側の身体に働きかけてくるようなところがあり、作家
本人の存在が、作品のあるポイントで消えるといったような感
覚をこの作品から感じられるので推させていただきました。
齋藤　最初にこの作品を見たとき、AIにディープラーニングを
させる実験を思い出しました。人が卵を使うときにどのよう
に掴むかというのを、一万回の行動パターンで行い、ロボット
に覚えさせるみたいなことをやっていて、この作品は私にはそ
の実験に見えました。一見見としての美しさ、ハンガーと卵と
いう変なコンビネーションが、実はすごく美しかったり安定し
ていたりするのと、この作品のコンテクストがいろんな捉え
方ができるというところです。そういった奥深さみたいなもの
が彼の作品にはあったと思います。
渡部　それではそろそろお時間となりました。本日はありが
とうございました。

作家としてキャリアアップのために
心がけるべきこと

これから若手作家を育てていく
環境にするためには

会場からの質疑応答

若手作家の傾向
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