竹田信平
アンチモニュメント
開館時間：10:00‐20:00（入場は19:30まで）
休館日：８月１０日
（月）
※8/24は臨時開館
観覧料：一般400円
（320円）／大学生・70歳以上300円
（240円）
／小中高生200円
（160円）
・障害者手帳保持者及び介護者1名、県内在住の小中学生は無料
・
（）
内は15名以上の団体割引料金
「瀬戸内寂聴展」
のチケットでも観覧できます
（ただし会期中に限る）

広島・長崎美術館平和発信事業

シグネチャー展開型

主催：広島・長崎県美術館平和発信事業実行委員会
共催：文化庁（平成27年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業）
後援：長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、
長崎市立図書館、NHK長崎放送局、NBC長崎放送、KTNテレビ長崎、NCC長崎文化放送、
NIB長崎国際テレビ、長崎新聞社、西日本新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、
日本経済新聞社、長崎ケーブルメディア、
エフエム長崎
協力：公益社団法人 日本写真家協会

6mm

長崎県美術館

常設展示室1・
２・
４室

関連企画：さるくツアー「モニュメントからアンチモニュメントへ」
*
（協力：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館）
日時： 8月13日
（木）13:00～18:00（国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館集合）
（＊事前申し込み制／詳細は裏面）
12mm

平成27年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

2015年8月1日
（土）
〜9月13日
（日）

◎データは細小サイズです。

1945.8.6 広島原爆投下
1945.8.9 長崎原爆投下

2015年は戦後70年、被爆70年にあたります。この節目となる年を迎えるにあたり、現在、メキシコの
ティファナとドイツのデュッセルドルフを拠点に活動を展開する竹田信平（たけだ・しんぺい／1978年
大阪府生まれ）
の仕事を紹介します。

1950年代 ～ 60年代 広島・長崎から北米・南米へ被爆者達が移民

竹田は、200５年から南米・北米に移民した被爆者の証言の記録を開始しました。
その成果は、2010年
に公開された長編ドキュメンタリー映画「ヒロシマナガサキダウンロード」、
そして2012年に国連軍縮
局と共同で開設したビデオ・ウェブサイト
「Hiroshima Nagasaki Download: Memories from the
Americas」
として公表されています(www.hiroshima-nagasaki.com)。
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同時に、竹田は、造形作家としての自らの制作にも被爆者の証言を取り入れました。
しかしそれは、文字
や生の音声としてではなく、
データ化、数値化され抽象化された被爆者たちの
「声紋」
という形式をとっ
ています。被爆者たちが語る彼らの経験は、竹田の想像力が及ぶ範囲をはるかに超えた内容と風圧で彼
を圧倒しました。竹田にとって先ず必要なことは、
その凄まじい風圧に吹き飛ばされることなく、彼らの
声を受けとめることでした。彼は、被爆者たちの心情に単に同調するのではなく、
それに耐えうる自らの
身体、精神を練り上げるために、被爆者たちの
「声紋」
を無数になぞり、書写することを繰り返します。
そ
の過程で生み出された一連の作品は
「アルファ崩壊」
と名付けられています。
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その後、新たな展開として制作されたのが「ベータ崩壊」
のシリーズです。被爆者たちの声紋を書写する
過程で、竹田は、
そこに現象する
「一本の線」
の重要性に気づきます。彼にとって、
それは過去から未来へ
と持続する
「時間」
そのものを示すものでした。
あるいは、
それは
「記憶」
と言い換えられても良いかもしれ
ません。
そして、
メキシコの先住民の伝統工芸である織物に使用される綿の縦糸を、
その
「時間（記憶）」
に見立て、無数の
「時間（記憶）」
の束によって成立する作品を生み出すに至ります。一本一本の綿糸は容
易に切ることが可能です。
それは、
ひとつの
「時間（記憶）」
の抹消を意味します。
しかし、無数の綿糸全体
を一つの大きな
「時間」
ととらえ、
それらを横断するように、一つの
「記憶」
が織り込まれているとすればど
うでしょう。孤立した
「時間（記憶）」
と集合体としての
「時間（記憶）」。竹田の作品はまさに、記憶の共有
化、
そしてその継承という問題を我々に問いかけるものであると言えるでしょう。
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在南米．
・北米被爆者調査マップ

「アンチモニュメント」
と題された今回の展覧会では、
「ベータ崩壊」
から
「アルファ崩壊」
を経て
「ヒロシ
マ・ナガサキダウンロード」
へと、時間軸を逆にたどりながら竹田の仕事をご紹介します。
「モニュメント」
とはまた異なる仕方で記憶を共有・継承することの可能性、
あるいはその不可能性について、来場者の
皆様とともに考える機会となることを願っています。

1978.11.15 大阪にて生まれる

作家プロフィール
幼少時代からドイツやアメリカなどに住み、京都の高校
を卒業後、
アメリカの大学で地学の学士号、大学院で
団体論の修士号を取得。主に映画、写真、
インスタレー
ション、野外アート、
コミュニティ・プロジェクト等を中
心に２００１年から様々なジャンルで芸術表現を展開。
執筆も手がけ、学会でも発表をする。 ２００1年タイ、
コロンビア、
アメリカの難民の子供に写真技術を教え
る非営利団体THE AJA PROJECT (www.ajaproject.org)を創始、現在でもアートディレクターとして
関わる。2005年以来、
ティファナを拠点とするノイズ・
パフォーマンス集団、
ゴーストマグネットローチモテル
（www.ghostmagnet.info)を率いる。
２０１０年には
サンディエゴ市からのコミッションで公共作品を制作、
２０１4年にはエスタンダーテスビエンナーレで一位受
賞。公式ウェブサイト：www.shinpeitakeda.info

関連企画：さるくツアー「モニュメントからアンチモニュメントへ」

（協力：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館）

記憶の継承はいかにして可能か？爆心地から展覧会会場である長崎県美術館まで、
「モニュメン
ト」
をキーワードに
「さるくツアー」
を開催します。
ガイド役は作家の竹田信平氏と文化人類学者の
今福龍太氏。皆様の参加をお待ちしています。
日時：8月13日
（木）13:00~18:00
集合場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、地下二階追悼空間（長崎市平野町7番8号）
ガイド：竹田信平氏（作家）、今福龍太氏（文化人類学者、東京外国語大学大学院教授）
コース：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館→平和公園→長崎県美術館（予定）
定員：先着30名（定員となり次第、
申込を締切ります）
参加費：無料（ただし、本展観覧券が必要）
【申込方法】
①氏名（1通につき2名様まで申込可）、②年齢、③住所、④電話番号（携帯など必ず連絡が取れる
番号を記入）
を明記のうえ、
ハガキまたはファックスにてお申込みください。

2005 在南米．
・北米被爆者調査開始
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【宛先】
〒850-0862 長崎市出島町2-1 長崎県美術館内
「さるくツアー」係
Phone. 095-833-2110／Fax. 095-833-2115
※ファックスでお申込みの際は、送信後、必ず電話等で着信の確認を行ってください。
※お申込み後、一週間を経過しても美術館からの連絡が無い場合は、上記係までお電話ください。
※申込書の個人情報は、本関連企画に関する事項にのみ使用されます。

長崎県美術館 常設展示室１、
２、
４

2009-2010 ヒロシマ・ナガサキダウンロード
（映画）

2010.12 α崩壊＃1(メキシコ・ティファナ）

α
崩

壊

2011.7 α崩壊＃２ (東京）
2011.11 α崩壊＃３ (メキシコ市）
2012.1 α崩壊＃４ (鹿児島）
2012.4 α崩壊＃5 (京都）
2012.5 α崩壊＃6 (沖縄）
2012.9.26 α崩壊＃７ (北京）
■交通アクセス
路面電車-- 出島電停より徒歩3分、市民病院前電停より
徒歩2分
バス ------- 長崎新地ターミナルより徒歩5分、
長崎県美術館バス停下車（土日祝）
JR----------JR長崎駅より徒歩15分
フェリー--- 長崎大波止ターミナルより徒歩10分
車-----------長崎自動車道・長崎ICよりながさき出島道路
経由で5分

2010-2012 ヒロシマナガサキダウンロード
多言語ウェブサイト (国連・ニューヨーク）

β
崩

壊

2012.ミシガン州立大学図書館アーカイブ設置
2012-2014 海を超えたヒロシマ・ナガサキ
（著書）
2013-2014 アルファ崩壊: 現代アートはいかに
原爆の記憶を表現しうるか
（著書）
2013.9 β崩壊＃1 (メキシコ・オアハカ）

駐車場情報
美術館（企画展・コレクション展・カフェ・ミュージアムシ
ョップ等）
をご利用の方は、地図 の県営駐車場の料金
を割引いたします。
（入庫して3時間まで50円／30分）

2014.7 β崩壊＃2（埼玉県・丸木美術館）

2014.8 β崩壊＃３ (ドイツ・デュッセルドルフ）

庁名ロゴとシンボルマーク
パターン

①

2014.11 β崩壊＃４ (メキシコ・ティファナ）

③

②

シグネチャー展開型

◎データは細小サイズです。

2015.8.1 アンチモニュメント
2015.8.13 さるくツアー「モニュメントからアンチモニュメントへ」

④
⑤
平成27年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業
6mm
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