human nature Dai Fujiwara
人の中にしかない自然 藤原大

自然界に存在するものを創作の始点とし、
先端技術を駆使した創作活動で世界的に高い評価を受ける藤原大。
フィジカルスペース

サイバースペース

藤原は、
アート、
サイエンス、
デザインの領域をつなぎ、身体空間と電子空間の融合が進む現代社会について、早い段階から思考し
表現しつづけています。
国内の美術館で初の個展となる本展では、
デザイナーとして知られる藤原の新たな側面に光をあて、時代の先を見据え制作してき
た未発表を含むアート作品を展観します。
掃除機を用いてモンゴルの草原やニューヨークの地下鉄で収集したものを素材にしたテキスタイルでゴミの概念の変換を試みる
作品や、描く手段の拡張としてドローンなどの電子機器を使い布にパターンを描いた作品。
自然界の色を採取し色見本をつくる独
自の手法“カラーハンティング”による
「湘南の色」
をもとにデザインした江ノ電の車両や、
無印良品、
カンペールなど国内外の企業と
手がけたデザインについてもあわせて紹介します。
さらに、
本展のため茅ヶ崎で集めた素材でつくるセーターや、
茅ヶ崎のシンボルともいえる烏帽子岩をカラーハンティングした茅ヶ崎
シャツも初公開します。
常に自然を意識しながら創作をしてきた藤原は、
人間と自然の関係性について
「自然と人が対峙するものではなく、
また自然と人が
一体となる考えでもない。
自然は人の中にしか存在しないものであり、
人の周りや外にあるものではないと考えてきた」
と言います。
価値観の変換を試みる画期的なアイデアとモノづくりで人の感性を揺り動かしつづける藤原の作品を通し、刻々と変化する社会に
おける人間と自然の関係性を、
新たな視点から見つめ、
100年先の未来を考える機会とします。

【本展に関するお問い合わせ先】
茅ヶ崎市美術館

担当：藤川悠（学芸員） 広報担当：城之内さき

TEL：0467-88-1177

FAX：0467-88-1201

E-mail：bijutsukan@chigasaki-arts.jp

本展の
みどこ ろ

1

デザイナー藤原大による新たなアート作品を展観

2

新たな美の創出に向けた価値観の変換を試みるモノづくり

3

100年先の人間と自然の関係性を見つめる思想

展覧会概要
会

期

2021年7月17日（土）ー 9月5日（日）

時

間

10時ー17時（入館は16時30分まで）

休館日

月曜日（ただし8月9日は開館）、8月10日（火）

会

茅ヶ崎市美術館

場

観覧料

エントランス、展示室1・2・3 （〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-4-45）

一般800円（700円） 大学生600円（500円） 市内在住65歳以上400円（300円）
高校生以下、障害者およびその介護者は無料

主

催

※（

）内は20名以上の団体料金

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
状況によって会期が変更になる場合がございます。最新情報は美術館ホームページでご確認ください。
ご来館の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。

http://www.chigasaki-museum.jp

茅ヶ崎市美術館

検索

関連イベント
■アーティストトーク

■ギャラリートーク

日時

日時

① 7月22日（木・祝） ② 8月21日（土）
各日 11：00～、14：00～の2回（約45分）

① 8月1日（日） ② 9月4日（土）
各日 14：00～（約45分）

会場

美術館展示室

会場

美術館展示室

出演

藤原大（アーティスト）

担当

①小川稔（当館館長） ②藤川悠（当館学芸員）

料金

無料（要観覧券/申込不要）

料金

無料（要観覧券/申込不要）

※②は視覚に障害のある方もご相談ください
＊カラーハンティング・アーティストリサーチ
8月中旬、藤原大による研究活動の一環として湘南エリアでカラーハンティングを実施します。
詳細は美術館ホームページやSNSで紹介します。

【本展に関するお問い合わせ先】
茅ヶ崎市美術館

担当：藤川悠（学芸員） 広報担当：城之内さき

TEL：0467-88-1177

FAX：0467-88-1201

E-mail：bijutsukan@chigasaki-arts.jp

アーティストコメント

プロフィール

藤原 大

Dai Fujiwara

1992年、中央美術学院国画系山水画科（北京）留学後、1994年、多摩美術大学
卒業。2008年、
（株）DAIFUJIWARAを設立し、湘南に事務所をかまえる。コー
ポレイト（企業）、アカデミック（教育）、リージョナル（地域）の3つのエリアを
フィールドに、現代社会に向けた多岐にわたる創作活動は世界から高い評価
を受けている。また、独自の視点を活かし、Google、資生堂、日立製作所など
企業のオープンイノベーションにおける牽引役としても活動し、国内外での
講演やプロジェクトなど数多く実施。その他、東京大学生産技術研究所研究
員、多摩美術大学教授、金沢美術工芸大学名誉客員教授等を務める。
https://www.fujiwaradai.com

私は「ふれる」
「さわる」という言葉をよく使う。日本語では「触」の1文字で使い分けられるが、フィジカルスペース（物質
空間）とサイバースペース（電子空間）をつなげる便利な言葉だからだ。
「さわる」は、手をつかって理解することで、フィジカルな対象に使う。
「ふれる」は、心を使わないとわからないもの。相手
の気持ちを読む時にも使うが、その対象はイメージ上にあり、自分のリアルな手ではさわれないサイバーな対象にマッチ
する感性だ。
人は自然に接すると、和む。それは、人間の本性（human nature）に関係するからだろうと思っている。
人の中にしかない自然の風景とはどんなものなのだろう？

どうしたらそれに触知できるだろう？

今回背伸びして、今から100年後の社会を見つめた。私がイメージするのは、色に意味がたくさん付帯されているカラーボ
キャブラリーな小宇宙。それは、人の関与が必要な自然そのものと人工物の境界が曖昧で、人にしか見えないトポロジカ
ルな意味空間。なんとも不思議な自然だ。そこには、ゴミという言葉が社会に存在しなくなっているだろうか？ そして、
人々が今の狭い倫理観を覆すほどハツラツと生活できるハッピーな世界なのか？ これらのクエスチョンマークを起点
に、人の中にしかない自然を表現したい。

今回、ご来場いただく方が、この展覧会を通じて何かご自身の中にある新しい『？』を感じていただけたら、嬉しい。

【本展に関するお問い合わせ先】
茅ヶ崎市美術館

担当：藤川悠（学芸員） 広報担当：城之内さき

TEL：0467-88-1177

FAX：0467-88-1201

E-mail：bijutsukan@chigasaki-arts.jp

作品解説
《茅ヶ崎シャツ（仮）》 2021
茅ヶ崎のシンボルといわれる烏帽子岩（正式名称：姥島）は、茅ヶ崎海岸の沖合約 1.6km に
浮かぶ無人の岩礁群。2021年の春、藤原は烏帽子岩に渡り、独自の手法“カラーハンティング”
を行い、春に見られる烏帽子岩の 6 つの色を採取。そして、描く手段の拡張としてのドロー
ンなど電子機器で色のパターンを描いた布で作りあげた茅ヶ崎シャツ。

《ゴミが糸になる/草原のセーター、都会のセーター》 2017―ゴミは自然界にはない、だから、地球からゴミという概念が無くなるといい―
100年先、いや、もっと近い未来、動物の毛は刈ることができなくなり希少になる時代がくる
のではないかと藤原は予測し、モンゴルの草原で抜け落ちた毛や大地の草を掃除機で集め糸
を紡ぎつくった草原のセーター。ニューヨークの地下鉄に落ちていたものからつくられた都
会のセーターは、人間の髪の毛やガムの包み紙、カラフルな紙片が大量に含まれている。落ち
ているものにはその場における人々の振るまいが見え、さらに人毛にはDNAを含む遺伝子情
報が含まれていることを藤原は指摘する。そして、本展のために制作された茅ヶ崎のセーター
は、世界的な問題となっている漂流する海洋ゴミが含まれている。現代と未来における社会的
課題が複雑に編み込まれた作品。

《藤原大インタビュー映像》2020
藤原は、アート、サイエンス、デザインの領域をシームレスにつなぎ、身体と仮想空間の融合が
進む現代社会や地球環境課題について、常に思考し表現しつづけている。
2007年、日本を代表するファッションブランドのクリエイティブディレクター時代に挑んだ
パリ・コレクションでは、藤原は胸元に「CARBON NEUTRAL(カーボンニュートラル)」と大き
く書かれたTシャツを着て登場している。これは2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）」が国
連で採択されたことで頻繁に耳にするようになったキーワードであるが、地球の気候変動や
環境問題に対し、藤原が早い段階から世界の人へ問いかけていたことが伺える。本映像は社会
の変動に対し、常に独自の視点で表現しつづける藤原の思考回路を紐解くインタビューと
なっている。

《江ノ島電鉄 車両外装デザイン》 2018
神奈川県藤沢市から鎌倉市をつなぐ江ノ島電鉄の車両外装デザインの依頼を受けた藤原は、
沿線の美しい風景や魅力を伝えるメディア「情報発信トレイン」として電車の概念を再考し
た。そして、沿線の自然を約3年かけてカラーハンティングし、絞り込んだ16色を車両の外装
にストライプ状に配した。藤原によってデザインされた車両は2018年12月から運行を開始
し、2021年1月まで湘南の空の下を走行し、四季折々の湘南風景を新たに創り出した。

【本展に関するお問い合わせ先】
茅ヶ崎市美術館

担当：藤川悠（学芸員） 広報担当：城之内さき

TEL：0467-88-1177

FAX：0467-88-1201

E-mail：bijutsukan@chigasaki-arts.jp

本展のキービジュアルについて

たき もと みき や

写 真： 瀧 本 幹 也（写真家）
茅ヶ崎を代表する烏帽子岩の撮影を、藤原大氏から依頼されたのが2020年3月でした。
「自然は人の中にしか存在しない対象」という藤原氏の考えを、自分なりに解釈しようと想像をめぐ
らせていた時に、未曾有のパンデミックが世界中に広がっていきました。それは自分にとっても大き
なうねりとなり、今回の作品に影響を及ぼしたと思います。
「いわゆる普通の風景写真ではない」、あたかも細胞を顕微鏡で観察する様な、または、この地球を俯
瞰する様な視座で、見慣れた烏帽子岩を撮りたいという考えに行き着きました。これまでに見たこと
のない、遥か上空の宇宙から地球を観察したようなイメージが湧き上がったのです。
撮影では、真俯瞰から狙えるようにヘリコプターの機体を大きく傾け、上空を旋回しながら撮影しま
した。ファインダー越しに海に浮かぶ烏帽子岩が、回転を繰り返すのを見ていると、あたかも吸い込
まれるような感覚になりスケール感を失い、それらが皮膚や細胞のようにも見えてきたのです。
まるで身体なのか、自然なのか、生命の源に入って行くような。
大自然が創造する造形は、ミクロやマクロなどを軽々と超えて美しく寛大でした。

プロフィール
1974年生まれ、愛知県出身。1998年瀧本幹也写真事務
所を設立。広告写真をはじめ、エディトリアル、作品制
作、
コマーシャルフィルム、
映画など幅広い分野の撮影
を手がける。映画撮影では、是枝裕和監督作品『そして
父になる』
（2012）でカンヌ国際映画祭コンペティショ
ン審査員賞、
『海街diary』
（2015）
で日本アカデミー賞最
優秀撮影賞、
『三度目の殺人』
（2017）でヴェネツィア国
際映画祭コンペティション部門を受賞。CANNES
LIONS GOLD、ニューヨークADC GOLD、ロンドン
D&AD YELLOW PENCIL、東京ADC賞、ACCグランプ
リ、
CLIO AWARDS GOLDなど、
国内外での受賞歴多数。
作品はThe Metropolitan Museum of Art (New York)、
東京都写真美術館
（東京）
などに収蔵されている。

はな はら まさ き

デザイン： 花 原 正 基（グラフィックデザイナー）
藤原大氏より「人の中にしかない自然」というテーマを伺った時、人と自然の関わりを考えていく
ことに非常に興味をそそられました。しかし、それをどう咀嚼すればその概念を表現するような
デザインができるのか、まずは自分の中にある、自分の考える自然と向き合うことが課題でした。
すぐにその答えが見つかるはずもなく考えを巡らせていたところに、瀧本幹也氏が撮影した烏帽
子岩の写真が届きました。まさに大自然を切り取ったものでありながら、不思議とミクロの世界
の細胞ようにも見える。この写真を受けて、これまで曖昧だった考えの輪郭が明確になりました。
写真をピクセルになるまで拡大し、その中に潜んでいる色を 3 色抽出することで「人と自然」を想
起させる色を取り入れました。赤いタイポグラフィ（Human と Nature）は細胞の間を循環する血の
流れのように生き生きと鼓動を打ち、また波と呼応するゆらぎをイメージしながら制作しました。

プロフィール
1979年生まれ、福岡県出身。2005年に資生堂宣伝部に
入社し、同社の企業広告やマキアージュなどのアート
ディレクションを担当。2019年に渡米、ニューヨーク
在住。現在は資生堂とフリーランスの両軸でクリエイ
ティブディレクター／グラフィックデザイナーとして
国内外のブランドのブランディングを手がける。
近年、
自身のポスターシリーズ作品10点がポーランドの国
立美術館のパブリックコレクションとなる。その他、
世界三大広告賞であるONE SHOWで金賞3回、
NYADC金賞、クリオ賞、ロンドンD&AD、JAGDA新人
賞など国内外での受賞歴多数。

画像の使用をご希望の場合は広報（城之内）までお問い合わせください。

広 報用画像

0467 - 88 - 1177 FAX . 0467 - 88 - 1201
E-mail . bijutsukan@chigasaki-arts.jp
TEL .

【画像使用にあたってのお願い】
※使用目的は、本展の紹介のみに限ります。 ※掲載する場合は、作者名と各画像のキャプションを必ず記載してください（下記参照）。
※トリミング、部分使用、文字乗せ、色調変更はできません。
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1

《江ノ島のカラーハンティング》 2018

3

《江ノ島電鉄車両デザイン》 2018

4

《海のカラーハンティング》 2018

5

《ゴミが糸になる/草原のセーター、都会のセーター》 2017-

6

《藤原大インタビュー映像》 2020

第1弾（2021.05）のプレスリリースより
《ゴミが糸になる/草原のセーター、都会のセーター》 2017-

広報用画像を追加しました。

No.13までご用意しています→
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《展覧会ポスターデザイン_B3》 2020-21
《展覧会ポスターデザイン_B2》 2020-21
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10

《ゴミが糸になる/草原のセーター、都会のセーター》 2017-

《烏帽子岩のカラーハンティング》 2021
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12

《ゴミが糸になる/草原のセーター、都会のセーター》 2017-

13

《2007年10月・パリコレクション会場での藤原大》2007

《香港HKDI Gallery での展覧会場》 2021

