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|開催概要|

〈開催目的〉

新たな芸術の創造・発信により、世界の文化芸術の発展に貢献します。

現代芸術等の普及・教育により、文化芸術の日常生活への漫透を図ります。

文化芸術活動の活発化により、地域の魅力の向上を図ります。

〈名称〉

あいちトリエンナーレ2016/Aichi Triennale 2016 

〈テーマ〉

虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅

Homo Faber: A Rainbow Caravan 

〈芸術監督〉

港千尋 MINATOChihiro 

写真家・著述京 多摩糞術大学美術学部情報デザイン学科教授(映像人類学)

〈会期〉

2016年8月11日(木・祝)-10月23日(日) [74日間]

〈主な会場〉

愛知芸術文化センター

名古屋市美術館

名古屋市内のまちなか(長者町地区など)

豊橋市内 (地区は未定)

岡崎市内 (地区は未定)

〈事業展開〉

現代美術を基軸としながら、ダンスやオペラなどの舞台芸術も展開します。

まちなかで、のパフォーマンスや作品展示等の展開により、賑わいを創出します。

幅広い層を対象とした普及・教育プログラムを展開します。

多様な主体との連携による様々な事業を展開します。

県内での広域展開を図り、より多くの方々に現代芸術に触れていただける機会を創出します。

〈主催〉

あいちトリエンナーレ実行委員会



|企画概要|

[現代美術]
国際展【美術館及びまちなかでの展示}

・国内外から75組程度のアーテイス卜が出品しi 先端の現代美術を紹介する日本最大級の国際芸術祭です。 匡函亙函

・愛知県美術館を含む愛知芸術文化センターを中心に、名古屋市美術館、長者町地区など名古屋市内のまちなか、

さらには豊橋市肉、岡崎市内でも広域に展開します。

・作家や作品の選定において、「旅」の視点を取り入れます。

・長者町地区、豊橋市内、岡崎市内など、まちなかでの作品展示により、賑わいを創出します。

映像プログラム

圏内外からの「旅」をテーマとした映像プログラム20組程度を、愛知芸術文化センターを中心に上映します。 匡函亙函

[舞台芸術]
パフォーミンゲアーツ

・圏内外から10-15団体程度が参加し、ダンス、音楽、演劇等を、愛知芸術文化センターを中心にまちなか等でも

上演します。 巨画亙亙
・会期を通して作品を上演し、特に会期後半の3週間程度の週末を中心として、集中的に開催します。

・「旅」というテーマに合わせ、先鋭的なダンス、音楽、演劇等で世界を架橋する作品を上演します。

プロデユースオペラ

ダンサーとして活躍するのみならず、美術や照明なども自ら手掛ける美術家としての側面を併せ持ち、独創的な

センスで知られる勅使川原三郎と、豊かな音楽的才能で注目を集める若手指揮者のガエタノ・デスピノーサが、

モーツアルトが最後に完成させた、親しみやすさに溢れたオペラ「魔笛」に取り組み、新たな魅力を創り出します。

演目 モーツアルト作曲『魔箇~ (全2幕・ドイツ語上演)

指揮ガエタノ・デスピノーサ

演出勅使川原三郎

公演目 2016年9月17日(土)・ 9月19日{月・祝)



[普及・教育]

創作プログラム

子どもや一般の方々が創作を楽しめる場を設けるとともに、アートを体感できるワークショップ等を開催します。

鑑賞プログラム

子どもや一般の方々を対象に、作家や作品についての浬解を深めるため、現代美術展のガイドツアー等を実施します。

レクチャープログラム

参加アーテイストによるトークや、トリエンナーレのテーマやコンセプトを深めるための一般向け講座等を実施します。

学校等団体向けプログラム

主に児童・生徒に世界最先端の現代芸術に触れてもらうため、団体鑑賞プログラムやアーテイスト派遣事業等を行います。

業事携連
モパイル・トリエンナーレ

15組程度のトリエンナーレ出品作家による短期間の展覧会が、県内数か所の文化施設等を巡回します。

舞台芸術公募プログラム (前固まで 「祝祭ウィーク事業」として実施)

応募企画から選考された地元文化芸術団体等と共催で、舞台公演を行います。

|期間 201向月即金)-1即日(目)

会場愛知芸術文化センタ一等

芸術大学連携プロジェクト

愛知県庁大津橘分室(名古屋市中区)や長者町地区の施設で、地元芸術大学との連携による作品展示等を行います。

地域の事業との連携

地元文化芸術団体や文化施設等が行う文化芸術事業と、相互の広報協力等を行います。

サポート体制

-トリエンナーレの会場運営(作品看視等)やガイドツアー(ツアー形式による作品解説等)などを、多くのボランティアに

担っていただきます。

・地域で活動するNPO等との協働により、 トリエンナーレを盛り上げます。



|テーマ|

虹のキャラヴ、アンサライ 創造する人聞の旅

Homo Faber: A Rainbow Caravan 

|コンセプト|

3回目となるあいちトリエンナーレは、
キャラヴァン

創造しながら旅を続ける人間をテーマに

したい。それは常に未知への、好奇心に

よる無限の探求のかたちをとる。

人聞が創り出した物のうちで、現時点

で我々から最も遠いところにあって、そ

の旅を続けているのは、アメリ力が宇宙

へ送った探査機である。このうち1977年

に打ち上げられたヴォイジャー1号と 2号

には「ゴールデンレコード」と呼ばれる

金属板が搭載され、そこには 55の言語に

よる挨拶、さまざまな国の異なる音楽、自

然界の昔、画像などが記録されていた。

太陽系を出て次の恒星にすれ違うのは、

およそ四万年後とされるから、仮に人間

以外の生命からメッセージが届いたとし

ても、地球がその時どうなっているかは

誰にも分からない。当時の合衆国大統領

は打ち上げに先立ち「われわれが現在直

面している課題を解消し、銀河文明の一

員となることを期待する」と語ったが、

この間に解消された課題が何なのか、自

信を持って言える「銀河文明の一員Jは

まだいないだろう。途方もない距離と時

間の中で、好奇心を持つ人間による未知

への旅は続くのだ。

これらのヴォイジャーとは時の向きが

逆になるが、人間が創り出した最初の芸

術的造形は、およそ三万五千年前の洞窟

の聞のなかに残されている。それは人間

以外の生命の像で、さまざまな動物のイ

メージだった。それ以来、芸術は人間以

外の存在への好奇心とその連続性を示し

てきた。音、リズム、色彩、身ぶりなど、

芸術は自然界のなかに秩序を認め、その

要素を組み合わせて変換しつつ、自然界

には存在しない別の秩序をも探してきた

が、芸術と自然界の聞には常に知性と感

性が取り持つ交流があった。もし仮にそ

の交流が困難になり、知性と感性とが分

離してしまえばどうなるだろうか。おそ

らく知性のみによる自然の隷属化、人間

の人間以外の生命からの絶対的な離脱、



生命と土地との切断、さらには人間自身

の人間性からの君離という、最も深刻な

課題に直面せざるを得ないだろう。

白い光のなかに自然科学は「虹」の多

色のスペクトルを見る。同様に世界の神

話は大空を貫くドラゴンを語る。詩は光

のなかに感情を、音楽は光のなかに詰謂

を聴く 。これらもすべて「虹」である。

こうして、自分以外の存在との連続性の

なかから、音と色彩を見つけ出し、それ

を歌や踊りに変え、言葉とイメージを作

りだしてきた人間は、 2016年までに、ど

のような新たなヴ、ィジ ョンを創り出して

いるだろうか。生きている土地との長い

関係を通じて生まれ育まれてきた芸能と

芸術、そして技術の伝統があり、そのイ

ノヴ、エーションを続けてきた愛知は、世

界に向けて「先端的」であることを提案

するこの国際芸術祭の格好の舞台となる

だろう。

あいちトリエンナーレは美術、映像、音

楽、パフォーマンス、オペラなど、現代行

われている芸術活動をできる限り「複合

的」に扱おうとする稀有な国際芸術祭で

ある。これは芸術が専門化してジャンル

に分化する以前に、原初的に持っていた

であろう、自然界との連続性を再発見す

るにはまたとない機会となる。また、同

時代に生きる人聞が創造行為を通して自

由にアイデアを交換し、その方法を知り、

感動を共有する、聞かれた「祝祭的」な

場ともなる。

芸術そのものが未知への旅である。同

様に、人間の営みそのものが未知への旅

である。そして、芸術祭のかたちもひと

つの旅だ。それはたくさんの人が集い、

あらゆるボーダーを越え、来るべき響き

とかたちを求める探究のキャラヴ、アンで

ある。わたしたちの時代の「ゴールデン

レコードJはわたしたちで作ろう。展覧

会、舞台芸術をはじめ、さまざまな好奇

心をもった人が集う多彩なイヴ、ヱントが

行われる場所が、わたしたちの「キャラ

ヴ、アンサライ」、つまり、旅の疲れを癒し

つつも、次なる未知への旅への英気を養
サライ

う家となるのだ。

今、無限の想像力を結集して創造の旅

が出発する。 港干尋



|企画体制 |

芸術監督

チーフ・

キュレータ一
国際展

キュレータ一
国際展

港千尋問NATOChihir。
1960年神奈川県生まれ。写真家・著述家。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授(映像人類学)。早稲田

大学政治経済学部卒業。2013年より国際交流基金国際展事業委員を務める 群衆や記憶など文明論的テーマ

をもちつつ、研究、作品制作、展覧会、出版、キュレ ション等、幅広い活動を続けている。

著作『記憶ー創造と想起の力~ (講談社/1996)でサントリー学芸賞、展覧会 「市民の色Jで伊奈信男賞を受賞。

2006年に釜山ビエンナーレ共同キュレーヲーを、 2012年に台北ビエンナーレ共同キュレ一世ーを務める。

2007年にはヴエネツィアビエンナーレ国際美術展日本館のコミッショナーも務めた
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ダニエラ・カスト口 Oaniela CASTRO 

1976年生まれ。ブラジル ・サンパウ口を拠点にインディペンデント・キュレ一宮 、ライ 9ーとして活動.現

在、リオ・デ・ジャネイロを拠点とする国際的リサーチプログラム仁APA仁ETEのメンバー。主な墨覧会に、移動

と交流をくり返しながらブラジル7都市を巡回した fRocomebiningTerritories(領土再毎 J(2006-2010)、ヨヘ

ン・フオルツとの共同キユレーシヨンによる nheSpiral and the Square: exercises on translatabll.ty (録震と日

角変換可能性のための運動)J(Bonniers Konsthallストツヴホルム/ノルウェ-2都市に巡回)がある。2∞8主Eには Museum

of lmage and Sound一MIS(サンパウロ)の開館記念展 fLightsOutJキユレ-9ーも務めた.

服部浩之 HATTORI Hiroyuki 

1978年愛知県生まれ。早稲田大学大学院修了(建築学)02009年より青森公立大学国際芸術セン宇一膏姦[ACAC]

学芸員。 つねに「オル9ナティブなあり方」を意識の根底に据え、 MACという略称を持つアートスペースを

山口、ハノイ、青森などで展開。近年の企画に、十和田奥入瀬芸術祭(十和田市現代美術館奥入海勉場、 2013)、

fMEDIA/ART KITCHENJ (ジャカル骨、ウアラルンプール、マニラ、パンコウ、青森、 2013-2014)などがある。

金井直 KANAITadashi 

1968年福岡県生まれ。1999年京都大学博士 (文学)学位取得。豊田市美術館学芸員を経て、 2007年より信州

大学人文学部芸術コミュニケーション分野准教授。専門はイヲリア美術史および近現代彫刻史ε 主な企画とし

て「イメージの水位J(豊田市美術館、 2004)、「アルテポーヴェラJ(豊田市美術館、 2005)、[消失点j ニューデリー

国立近代美術館、 2007)など。アーツ・チャレンジ2015キュレーヲー。

ゼイネップ・オズ Zeynep OZ 

1982年生まれ。トルコ・イスヲンブールを拠点とするインディペンデント・キュレ-9- 2011年イスヲンブー

ルに現代美術のプラットホーム SPOTContemporary A内 Projectsを共同設立、中でもアーテイストによる新作

プロジェヴ卜を実現するSPOTProduction Fundディレク合ーを務める。2010年、レバノン・ベイルートのアート

NPO Ashkal Alwanにて fHomeWorks V Jのアシスヲント・キユレーヲーを務め、現在同 fHome Workspace 

ProgramJカリキュラム運営メンバー。主なキュレーションに fAnybody仁ouldBe A Sculptor (誰もが彫刻家に

なることができる)J (Elhamra H町、イスヲンブール、 2014)、 fSelling 5円剖15in the Muslim Neighborhood (イスラム教

地区でカヲツムリを売る)J (Westfaelischer Kunstverem、ミュンス害 、2013)など。



キュレーター

映像プログラム

キュレーター

パフォーミングアーツ

プロデューサー

プロデユースオペラ
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公式デザイナー

越後谷車司 ECHIGOYA Takashi 

愛知県美術館主任学芸員

あいちトリエンナーレ2010・2013キュレ一世ー

、軍亘邑司 、，‘ /.ー-
J潰;口1主 HAMAHaruka 

2003年より山形国際ドキュメンヲリー映画祭コーディネ-';1一、現在東京事務局長。 rアジア千波万波Jr沖

縄特集Jrシマ/島一漂流する映画たちJrシマ/島、いまーキューバから・が・に・を見るJなどを担当。

文化庁新進芸術家海外研修員としてアルゼンチン、メキシコ、キューパに滞在。アート・プロデュ ス・ユニッ

トClmarcus、雑誌 Wlasbarcas~ メンバー。映画配給会社シネマトリックススヲッフ。

藤井明子 FUJII Akiko 

愛知県芸術劇場シニアプロデューサ

あいちトリヱンナ レ2010コ ディネヲ

あいち卜リヱンナーレ2013プ口デュ サ

唐津絵理 KARATSU Eri 

愛知県芸術劇場シニアプロデュ サ

あいち卜リエンナ レ2010キュレ ヲ

あいちトリエンナ レ2013プロデュ サー

水野学 MIZUNOManabu 

愛知県芸術劇場シ二アプロデューサー

あいちト jエンナーレ2010コーディネ-';1

あLちト Jエンナ レ2013ブロデュサー

伊藤優子 ITO Yuko 

1968年愛知県生まれ 1990年から名古屋市美術館学芸員として主に教育普及活動を担当し、子ども向け教育

プログラムの実施やガイドポランティアの育成・運営に携わる。2004年からフリーランスのエデュケ ヲ

としてワークショッブ等の実施他、名古屋造形大学等で非常勤講師を勤める。

あいちトリエンナ レ2010エデュケ ヲー。

永原康史 NAGAHARA Yasuhito 

1955年大阪府生まれ。グラフイツクデザイナー。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授(メディアデザ

イン)。ブックデザインや電子メディアのプロジェクト、展覧会のア トディレクシヨンなどを手がけ、メディ

ア横断的なデザインを推進している。2005年愛知万博政府出展事業「サイバ一日本館」、 2008年スペイン・

サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクヲーを歴任。 著書に『デザインの風景~ (BNN新社)、『日本語のデ

ザイン~ (美術出版社)、『デザイン・ウィズ・コンビューヲ~ (MdNコーポレーション)など。 MM仁Aマルチメディア

グランプ 1)展示イベン卜部門最優秀賞など受賞。



|参加アーテイスト |

*キャンディ・ファクトリー・プロジェクト
/北九州国際ビエンナーレin愛知

A *Candy Factory project I Kitakyushu Biennial in Aichi 

1998年神奈川県にて結成/福岡県拠点

古郷卓司が主宰する国際的な展覧会のプラットフオーム.宮川敬一{日本)、ジョン・

ミラー(二ユーヨーク/ベルリン)、フェデリコ・パロネッロイタリア、、マイヴ ボード{ス

ウェーデン)、ヨンヘチャンへヴィー インダストリーズ:ソウル，、チャールズ・リム

〔シンガポール)、シヨ ン・スナイダー(ベルリン)らと、彼は長期にわたって作品を継続

的に制作して発表してきた。 2007年以降はNPO法人アート・インステイチュート北九

州の下、北九州市で北九州国際ビエンナーレを開催し、国境やグローパル経済がもた

らす人の移動をテ マに「移民」展を開催 2011年第三回も「移民」展の続績を開催

2012年以降、これら活動の成果を携えて、合CandyFactory ProJects北九州国際ビエ

ンナーレ川シンガポール ブライヴヱートミユージアム八台仁andyFactory ProJects北

九州国際ビエンナーレ Inベルリン ZK，'UCenter f.町A代 andUrba四ヨロ}圭開催するなど、

グループ展のみならず、さまざまな形、さまざまなメディアでユニ ヲな活動を続けて

いる.

ーキャンディファクトリープロジェクト/北九州国際ピヱンナーレーワールばツアー2012展示風景

Gallery Soap 2012 

ニコラス・ガラニン

Nicholas GALANIN 

1979年アラスカ州シトカ(米国)生まれ/アラスカ州シトカ米国)拠点

「適応と抵抗、嘘と誇張、夢、日常生活の記憶と詩的な感覚、こうしたテ マが私の作品

には存在し音、テキスチヤ、そしてイメージから、形を作り出していくJ

彼の出自となる先住民族が生み出した美術技法とその表現在幼い時から学んでいたガ

ラニンは、そこに新たに学んだ現代の造形と表現とを加えていく。彼の作品はその両

者をバランスを取りながら複雑に取りこむ。そうして、見るものに美術として文化を

表象すること、さらには表現することの意味を一人のアーテイストとして問いかける.

(Tsu He凶eiShugaxtutaan II) 2006 Courtesy of the arttst 

ジョヴァンニ・アンセルモ
Giovanni ANSELMO 

現代美術

1934年ポルゴフランコ ディヴレーア(イタリア}生まれ/トリノ (イタリア)拠点

当初、独学で絵画在学ぷが、ほどなく伝統的・近代的な技法から離脱し、石や金属を

用いて重力磁力など不可視のエネルギーの直覚をめざす作品を制作。 1960年代後期

の重要な美術運動、アルテ・ポーヴェラ(貧しい葺情)を代表する作家として、イヲリ 7

内外で活躍する。 70年代末からはウルトラマリン(群青色.原穫は「海の向こうJ)の深度

強度をテーマとする制作を展開し、物質・エネルギー光距離の想像的な結合・変換を

問いつづける。 60年代美術が培ったラジカルな詩学を堅持する希有の存在。第44回
ヴェネツィアビエンナーレ(1990)金獅子賞.パーぜん美術館(1979)、パリ市立近代美

術館(1985)、ヴィン告ートウール美術館(2013)などで個展多数。

坤 (50Oltremare a nord m basso e a est sud est in alto 

、ウルトラマリンに向かつて下北、上・車両軍) 1979 Foto <Y Ard.v旧 fotograficoTucci Russo 

三田村光土里

MITAMURA Midori 

1964年愛知県生まれ/東京都拠点

国内外でインスヲレーションを中心とした発表を重ねてきた 日常の記憶と記録が作り

出すドラマを子ーマに、写真や映像、家具や小物、そして言葉が、物語の挿絵のように

して部屋に配置されていく.そこには、彼女自身の記憶や追憶が張り巡らされていて、

彼女が紡ぎだすその物語を読みこんでいくよう鑑賞者は促される。多くの人が共感で

きるようなユーモア、そして悲しみがそこには存在する 近年は、ライフワーウとして

滞在型アートプロジェクト rArt & BreakfastJを世界各地で開催。

rAパ晶 BreakfastMelbourne 2011 Jより朝宜且景 2011Courtesy of the artist 



西尾美也

NISHIO Yoshinari 

1982年奈良県生まれ/奈良県拠点

2011年より 2年間文化庁新進芸術家海外研修制度にて、ケニ7共和国ナイロピに滞在

し、創作活動に従事したのち、 2013年に帰国し、現在は奈良県を拠点に活動中 装い

の行為とコミュニケーションの関係性に着目し、市民や学生との協働によるプロジェウ卜

を国内外で展開している.代表的なプロジェヲトに、世界のさまざまな都市で見ず知ら

ずの通行人と衣服を交換する (SelfSelect)や、数十年前の家族写真を同じ場所、装い、

メンバーで再現制作する(家族の制服ト世界各地の巨大な喪失物を古着のパッチワ

ウで再建する (Overall)などがある 2009年には西尾工作所ナイロピ支部在、 2013年

にはアラカワ・アフリカ実行委員会を結成し、アフリ力と日本をつなぐアートプロジヱヴト

を企画運営している.

(Over剖1:Steam locomotlve) 2010 仁ourtesyof the artlst 

岡部昌生

OKABE Masao 

1942年北海道生まれ/北海道健点

日本の現代美術家。記憶や歴史の痕跡を子ーマにした、フロッヲージュ作品や土による

ドローイングなど、大がかりなプロジェウトで国際的に知られる。1980年代後半より広

島の原爆の痕跡を作品化するプロジェウトを開始。現在も継続的に広島や福島といった

都市に関わり続けている。コラポレーシヨンやワーヲショップも積極的に実施している.

主な展覧会に rART for the SPIRIT永遠へのまなざしJ(北書道立近托蔓桶館、 2001)、「シン

ヲロニシティ同時生起J(広島市現冊豊崎館、 2005)、第52回ヴエネツィ7・ビエンナーレ日

本館「わたしたちの過去に、来来はあるのかJ(2007)、 r~旨スマニアのヒロシマ J (MONA 

タスマ二ア、 2011)、「南相馬の記憶と記録j(南相馬市、 2013)、札幌国際芸術祭2014企画展

示「都市と自然J(北嵩遭立近代費衛館)。

fそらち炭艦の記憶アートプロジェクト2014Jでの展示昆景 2014 photo君子尋

大巻伸嗣

OHMAKI Shinji 

1971年岐阜県生まれ/東京都拠点

現代美術

fEchoesJや rLiminalAlrJなどのシリーズで、美術館の展示室をはじめとして、街中

においても、設置される空間のヴォリュ ムや色、光に時に大胆に時に繊細に変化を与

えてい〈ことで、そこでしか体験できない非日常的な広がりを持った場所へと生まれ変

わらせる。それは同時に見るものの身体的な感覚を激しく呼び起こす仕掛けでもあり、

舞台空間にいるような感覚、さらには時間の流れをも感じる場所となる。

紅白田s-Inf，n，ty)MOMENT AND ETERNITY，刊irdFI∞r-Herm白Slngapore 2012 

Creat岡山tht岡山阿南lofけ-eFα"IdattOnd凹 trep!l盟同rn噌sfor刊 rd-FI∞rHermes Gallery-Sil"l!:問問調 2012

クリス・ワトソン
Chris WATSON 

1953年シェフィーJレド(葺園)生まれ

彼はこれまでに数多くのレコードを発表してきた音楽家であり、同時に世界各地で、自

然の中にある音、あるいは自然の歴史が示す音、そしてその場所の記憶を縁密に録音

してきた「それはこれまで、放送用としてあるいは実厳音楽のために使用されてきた。

これまで彼が録りためてきた音は、まざまざと自の前にその空間を立ち上げてくれる。

ワニを録音するクリス ワトソン Courtesy of the artist 



山城知佳子

YAMASHIRO Chikako 

1976年沖縄県生まれ/沖縄県拠点

現代美術

自らの出身地である沖縄を主題として、映像や写真、それらを組み合わせる手法により

作品を制作している。2002年に最初の個展「墓庭の女Jを前島アートセン宇一〔沖蝿)に

て開催。山械の作品は、裏庭という沖縄独特の空間や米軍基地のフェンス、辺野古の

海などを舞台に展開し、初期作品では山城本人が出演するものも多い。その作品は、沖

縄の伝統や歴史、そして沖縄が今置かれている複雑な状況を比轍的に表現すると同時

に、山城が自らの身体を通じて、沖縄という場所と向き合うプロセスでもある フィ

ヲシヨンと現実が交差する物語性、濃密さを伴う詩的な表現は、『沖縄」に留まらない

多様な解釈を可能にする。

t肉屋の女)2012 <i) Chlkako Yamashlfo/山城知佳子

イスラエル・ガルパン
Israel GALVAN 

1973年セピリア(スペイン)生まれ

パフオーミングアーツ

フラメンコダンサーの両親の下、早くから正統派フラメンコ舞踊手として活置。1994

年よりマリオマヤ (ManoMaya)が芸術監督を務めるアンタル サ・ 'fンス・カンパ

二 (Compania Andaluza de Danza)に所属、「天才Jr革命児JrアバンギヤルドJ等の

貰貨を欲しいままにする。1998年からはウリエイションに専念するため自身のカンパ

ニーを創設。作品ごとに、伝統ー現代を問わずフラメンコゲンサ や音楽家たちと共

同で創作を行う。伝統的なフラメンコの子ヴニッヲを脱稽築した斬新な作品群でフラ

メンコの新たな可能性を更新し続けている.受賞歴多数。

photo: Luis Cast!lIa Fotografia 

高嶺剛

TAKAMINE Go 

1948年沖縄県石垣島生まれ/京都府拠点

映像プログラム

高校卒菓まで那覇で過ごしたあと、国費留学生として京都教育大学特修美術科に入学。

1974年日本復帰前後の沖縄の風景を凝視した8ミリフィルム作品『オキナワンドリーム

ショー』でデビュー。以降、沖縄を舞台にした劇映画やBミリ、ビデオ作品を発表し続け

ている。1985年初の劇映画 『パラダイス・ビュー』完成。1989年 『ウン告マギルー』で

ベルリン国際映画祭カリガリ賞など.内外で多数の賞を受ける.1996年より、ジョナス

メカスの来沖をきっかけとして生まれた『私的撮夢幻琉球 J.MJを発表、製作中。

1998隼劇映画 r夢幻琉球・つるへンリ 』も国内外の映画祭で上映。山形国際ドキユ

メン9リー映画祭、アンソロジー・フィルムアーカイプ (NY)で特集が組まれる。この

ほか、色鮮やかな絵画や短績を多数制作。 現在、多面体オキナワン・ロードムービー

r変魚諮』を製作白

『藍魚15J(豊作Q ) 型住 ・置魚路製作委員会

小杉武久

KOSUGI Takehisa 

1938年東京都生まれ

パフオーミンゲアーツ

1960年、刀根康尚、塩見允枝子らと日本で最初の集団即興演奏のゲル プ『グループ

音楽jを結成. 60年代初めには、前衛芸術家集団「フルウサス」によってイヴヱント

作品が欧米に紹介されるι 1965-67年、ニューヨーウでナムジュンパイクらフルウ

サスのメンバーとパフォーマンスを行うと共に、ヨーロッパ各地でも自作コンサートを

開催。1969年「告ージ マハル旅行団」を結成し、圏内外の様々な場所で演奏を行う。

1977年のアメリカ移住以来、マース・カニングハム舞踊団の専属音楽家として、ジョン・

ケ ジ、デヴイツド・チュードアらと活動。1995年から2011年まで同舞踊団の音楽監

督を務めた。また、個人としても世界各地の芸術祭や展覧会に数多く参加している。

photo高崎清俊



ガエタノ・デスピノーサ(指揮)

Gaetano d'ESPINOSA 

1978年バレルモ (イタリア)生まれ

プロテ、ユースオペラ

1992年ヴィットリオ・ヴェネト、 1996年ロヴェレ・ドー口国際コンウールでともに最

高位を獲得し、ヴアイオリニストとしてキャリアをスヲート.2003年から2008年まで、

ドレスデン国立歌劇場のコンサートマス骨ーを務め、その問、作曲家としても自作の

ヴァイオリン協奏曲を初演.

2008年以降は指揮者としての活動に尊念。2010年ドレスデン国立歌劇場で「椿姫J、

2011年ジヱノヴァ歌劇場「道化師」、 2012年リヨン歌劇場「ジャンニ・スキッキ、外

套、修道女アンジェリ力」を指揮、センセーショナんな成功を収める。以降、ヴヱネツィ

ア・フヱニーチヱ歌劇場管弦楽園、フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団、ローマサン聖

子ヱチーリア国立管弦楽団、トリ /RAI交響楽団、ローマ歌劇場管弦楽団というイヲ

リアを代表する楽団に一気にデビュー 2013年9月、ミラノ・ヴェルディ交響楽団の

首席客演指揮者に就任.

勅使川原三郎(演出)

TESHIGAWARA Saburo 

1953年貰京都生まれ

ザンサ一、演出家、援付家。 1981年より独自の創作活動を開始。 1985年以降、自身の

カンパニ-KARASと共に世界中に招聴され公演を行う。既存のずンスの枠組みに捉

えられない新しい表現在追求している.呼吸を基礎にした独自のダンスメソッドと、

照明・美術・衣装・音楽も自ら手がけ、光・音・空気・身体によって空間を質的に変化

させる独創的な作品は世界中で高〈評価されている。近年は、パリオペラ座バレエ団

等の也カンパニーへの鑑付や、ヴェネツィア・フェニーチェ歌劇場等からのオペラ演出

などの創作依頼も多数ある。 ft近ではパリで、勅使川原が台本 田演出・美術 ・照明・衣

主査を手がけているシャンゼリゼ劇場から委託された新作オペラ rSolarisJが、 2015年

3月5日向厳場にて初日を迎え、続いてリールオペラ座、 ローザンヌ歌劇場でも上演

される.

:;: Nonfuml lnagaki 



|主な会場|

愛知芸術文化センター 名古屋市東区東桜1-13-2

愛知県美術館と大ホ ル、コンサートホール、小ホールを備えた愛知県

芸術劇場などが複合した日本屈指の大規模文化芸術施設。1992年開館。

名古屋市美術館 名古屋市中区栄2-17-25

都心の緑豊かな白川公園に建つ美術館。設計は黒川紀章。モディリアー

ニの「おさげ髪の少女Jをはじめ約 6千点の作品を収蔵。これらを展示

する「常設展Jと、随時開催する「特別展」がある。1988年開館。

長者町地区 名古屋市中区錦2

名古屋の中心地・栄と名古屋駅の聞に位置し、名古屋有数のオフィス街

でありながらも喧喋とは違う独特の賑わいを併せ持つ。

江戸時代には城下の中心地として栄え、戦後は東京の日本橋横山町、大

阪の船場井池筋と並ぶ日本三大織権問屋街のーっとして発展してきた。

あいち卜リエンナーレ2010と2013のまちなか会場でもあった。

豊橋市

愛知県の南東部に位置する人口約38万人の東三河の中心都市。 太平洋

z や三河湾などの豊かな自然に恵まれ、まちなかには、市民の足として親し

まれている路面電車が走る風景がある。現在、豊かな農産物のブランド

化や、穂の国とよはし芸術劇場を中心とした芸術文化によるまちづくり

を進めている。

岡崎市

愛知県の中央部に位置する人口約38万人の西三河の中心都市。江戸幕府

を開いた「徳川家康公」の生誕地として有名で、歴史と伝統に恵まれた

資産豊かなまちである。2016年には市制100周年を迎え、現在、優れた

景観と魅力的な水辺空間を活かした都市空間創りを進めている。
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あいちトリ工ンナーレ実行委員会事務局

〒461-8525 愛知県名古展市東区東桜1-13-2愛知芸術文化センタ-

Aichi Triennale Office 

1-13-2 Higashisakura， Higashトku，Nagoya， Aichi 461-8525， JAPAN 

Tel: 052-971-6111 Fax: 052-971-6115 http://aichitriennale.jp/ 


