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発表２

すばらしい新形態─漆工および竹工芸の伝統における変化
アンドレアス・マークス
ミネアポリス美術館  メアリー・グリッグス・バーク日本・韓国美術学芸部長
クラーク日本美術センター館長  アメリカ

略歴

ミネアポリス美術館日本・韓国美術学芸部長。 2008年から
2013年まで、カリフォルニアのクラーク日本美術センター館長
および学芸部長を務める。ライデン大学（オランダ）にて博士号
を、ボン大学にて東アジア美術史の修士号を取得。日本の木版
画の専門家として14の著作を出版。初出版作『日本の木版画：絵師・版元と傑作　1680 ～ 1900年』は世界
各国約900館の図書館に所蔵されている。  また、『版元と日本の版画：概要』は、日本の版画の版元に
ついての世界初の網羅的な文献である。 2014年にはその研究成果により国際浮世絵学会より受賞。ミネア
ポリス美術館、バーミングハム美術館、デトロイト美術館、ホノルル美術館、サンアントニオ美術館を含む、
25にのぼる美術館にて、近世以前から現代までの美術や視覚文化など、多岐に渡る分野の展覧会を担当。

発表内容

伝統的な日本美術とみなされている分野の多くは外国を起源としているが、一旦日本に取り入れられた後
に熟練した芸術家や職人の手によって独自の発展を遂げ、他の文化圏では見られないほど洗練されたものと
なっている。そのような分野の例として竹細工と漆工があり、私は近年、これらをテーマとした2つの展覧会
を企画した。
1980年代、花籠などの実用的なものに限らず、特に実用性のない彫刻作品も含めた竹を素材とした日本の

芸術作品への関心が米国全域に広がりはじめた。私は、欧州で生まれ育ち、2008年に米国へと移り住んだ
ため、欧州の大学での日本美術研究を通して、米国の各種コレクションで目にするような現代の作品に触れ
る機会は十分ではなかった。竹の芸術作品は過去においてのみならず、現在も欧州ではほとんど知られて
いないのである。そのため、アメリカで日本の竹籠を初めて見たとき、私は驚きを禁じ得なかった。竹は、「工
芸」とみなされる多くの芸術形式と同様、欧米の大学のカリキュラムには含まれない傾向にある。また、日本
では、竹への関心は高くなく、一般向けの展覧会は主に、文化の中心である東京や京都からは遠く離れた
地方の小さい施設で開催されている。
1985年に東京国立近代美術館で開催された「竹の工芸：近代における展開（Modern Bamboo Craft）」

展は先駆的な取り組みではあったが、他の会場に与えた影響は殆どなかったように思われる。国立近代美
術館自体においても、それ以降に竹を素材とした芸術作品が展示されたのは現代工芸の特集展示に限定され
る。 2004年以降、日本で展覧会を開催しているのは竹作品と歴史的に強いつながりをもつ栃木県と大分県の
美術館のみである。
私はウィラード・クラークのコレクションを中核とした展覧会「モダン・ツイスト：現代日本の竹芸術

（Modern Twist: Contemporary Japanese Bamboo Art）」を企画し、竹の現代作品のもつ刺激的・官能的・
彫刻的な力を探り、この伝統的な工芸が現代美術の一つの分野にまで展開したことを示した。この展覧会で
は17人の芸術家による1960年代半ばから2010年までの作品38点を展示し、特に最近の10年間の作品に重きを
置いた。
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　この展覧会は2011年から2017年までの間に全米9州（カリフォルニア、フロリダ、ハワイ、ルイジアナ、
ミシガン、ニュージャージー、テネシー、テキサス、ワシントン）の14会場を巡った。竹作品は、米国の大
都市中心部以外の、住民がほとんど日本美術に触れたことのないような地域においてさえも、来場者を魅了
する存在であることが実証された。各会場ではそれぞれの必要に応じて展示方法を変えることができたため、
実に多彩な展示が生まれることになった。当初は、人間国宝の作品、日本の東部、西部、南部それぞれの
作家の作品という、4つのグループに分ける展示構成が用いられた。いくつかの会場では、この構成に囚わ
れず、それぞれの限られたスペースの中で美しく見えるように作品を配置した。また、別の会場では作品の
保存箱が展示に組み込まれたが、これは米国人の来場者が一般的にこうした概念に馴染みがないということ
からの配慮である。グレイス・ハドソン・ミュージアム&サン・ハウスでは、日本の竹と地元の要素との結
びつきを引き出すために、1900年頃のポモ族インディアンの籠が展示に加えられた。  

私が企画を担当した展覧会「ハード・ボディーズ：現代日本の漆彫刻（Hard Bodies: Contemporary 
Japanese Lacquer Sculpture）」は16人の芸術家による作品34点を展示するものとして、ミネアポリス美術

マウイ・アーツ&カルチュラル・センター
Maui Arts & Cultural Center

Map data ©2018 Google, INEGI

アジア・ソサエティ・テキサス・センター
Asia Society Texas Center

カラマズー・インスティテュート・オブ・アーツ
Kalamazoo Institute of Arts

グレイス・ハドソン・ミュージアム&サン・ハウス
Grace Hudson Museum & Sun House
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館で2017年10月より現在開催中である。漆は現代に至るまで、瓶子や料紙箱など、基本的に日用品や儀式
で使うもの、あるいは飾るものとして用いられてきた。しかし、1950年代初頭に芸術家たちが初めて漆を素
材とした彫刻作品を創ったことにより、そうした実用本位の伝統に革新がもたらされた。さらに、1959年以
降生まれの芸術家で構成された、小規模でありながら新進的なサークルが、漆本来の特徴を見事に生かし
つつ、革新的な概念に基づいた大型の作品を制作することにより、この素材に全く新しい方向性をもたらし
た。今回の展覧会では、これらの芸術家たちが21世紀に向けて漆をどのように飛躍させてきたかを、日本
でさえもなかなか見られないほどの充実度で見せている。展覧会の開会に合わせて8人の作家が日本から空
路駆けつけ、その後さらに1人が会場を訪れた。竹を素材とした芸術作品の場合と同様、日本では実験的
形態よりも伝統的様式および機能の方が圧倒的に好まれており、こうした漆芸術における新たな動きも依然と
して懐疑的に受け止められている。
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Presentation 2

Brave New Forms: Lacquer and Bamboo Traditions in Change
Dr. Andreas Marks 
Mary Griggs Burke Curator of Japanese and Korean Art, Japanese and Korean Art Department Head,
Director of the Clark Center for Japanese Art
Minneapolis Institute of Art, USA

Profile
Dr. Andreas Marks is the Head of the Japanese and Korean Art Department at the Minneapolis Institute of 

Art. From 2008 to 2013 he was the Director and Chief Curator of the Clark Center for Japanese Art and Culture 
in California. He has a Ph.D. from Leiden University in the Netherlands and a master’s degree in East Asian Art 
History from the University of Bonn. A specialist of Japanese woodblock prints, he is the author of 14 books. His 
first book, “Japanese Woodblock Prints: Artists, Publishers and Masterworks 1680–1900,” is held at almost 900 
libraries worldwide. His “Publishers of Japanese Prints: A Compendium,” is the first comprehensive reference work 
in any language on Japanese print publishers. In 2014 he received an award from the International Ukiyo-e Society 
in Japan for his research. He has curated exhibitions in a variety of media from pre-modern to contemporary art 
and visual culture at 25 museums including the Minneapolis Institute of Art, Birmingham Museum of Art, Detroit 
Institute of Arts, Honolulu Museum of Art, and the San Antonio Museum of Art. 

Presentation Summary

Many areas of what is considered traditional Japanese art originated abroad, but after being introduced to 

Japan were developed independently among skilled artists and artisans to a level of sophistication unsurpassed by 

other cultural groups. Such examples include bamboo basketry and lacquerware, the subjects of two exhibitions I 

have curated in recent years.

In the 1980s, interest in Japanese bamboo art, encompassing not only functional objects such as baskets for 

flowers, but especially non-utilitarian, sculptural objects began to spread through the United States. Born and 

raised in Europe, I moved to the U.S. in 2008 and my university studies in Japanese art had not prepared me for 

what I would encounter in American collections. Contemporary bamboo art was, and remains, virtually unknown 

in Europe, and my first encounter with Japanese bamboo baskets was one of complete astonishment. Bamboo, like 

many art forms considered to be “craft,” tend not to be included in university curricula in Europe or the U.S. In 

Japan, the fascination for bamboo is yet to catch on, and public exhibitions are mostly staged at smaller institutions 

in rural areas, far away from the cultural metropolises of Tokyo and Kyoto.

The exhibition 竹の工芸─近代における展開 (Modern Bamboo Craft) at the National Museum of Modern Art, 

Tokyo, in 1985, was a pioneering effort but seems to have had little effect on other venues, even on the National 

Museum of Modern Art itself, where bamboo art has since been shown only in survey exhibitions of modern craft. 

Since 2004, museums located in Tochigi and Oita prefectures, which have strong historical connections to bamboo 

art, have been the only ones mounting exhibitions in Japan.

With the collection of Willard Clark at its core, I curated the exhibition, “Modern Twist: Contemporary 

Japanese Bamboo Art,” to explore the evocative, sensual, and sculptural power of contemporary bamboo art and to 

present how a traditional craft has been redefined as a modern art form. It presented 38 works by 17 artists that date 



51

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
日
目　

International Sym
posium

 D
AY 2

from the mid-1960s to 2010 with a strong emphasis on the last ten years.

Between 2011 and 2017 the exhibition was shown at 14 venues in 9 states (California, Florida, Hawaii, 

Louisiana, Michigan, New Jersey, Tennessee, Texas, and Washington). Bamboo art has proven to be a medium 

that fascinates audiences outside the metropolitan hubs of the U.S., even in regions that receive little exposure to 

Japanese art. The venues were allowed to modify the installation according to their needs, which resulted in very 

different displays. Originally the works were grouped into four areas: Living National Treasures, artists from 

Eastern, Western, and Southern Japan. Some venues disregarded this structure and instead aligned the works 

aesthetically and within the limits of their available space. Some integrated the artworks’ storage boxes into their 

displays, because American visitors in general are unfamiliar with this concept. The Grace Hudson Museum & Sun 

House added Pomo Indian baskets from around 1900 in order to draw a connection between Japanese bamboo and 

their local constituents. 

My current exhibition “Hard Bodies: Contemporary Japanese Lacquer Sculpture,” presenting 34 works by 
16 artists, opened in October at the Minneapolis Institute of Art. Until the modern period, lacquer was principally 
used for articles for daily or ceremonial use and presentation, such as wine vessels and document cases. In the early 
1950s, artists revolutionized this utilitarian tradition by creating the first sculptures made from lacquer. A small 
but enterprising circle of artists, all born since 1959, has pushed the medium in entirely new directions by creating 
conceptually innovative, large-scale works that superbly exploit the natural characteristics of this medium. My 
exhibition shows how these artists have catapulted lacquer into the 21st century, once again, on a level rarely seen 
even in Japan. Eight of the artists flew in from Japan to attend the exhibition opening; a ninth artist has visited since. 
As with bamboo art, in Japan preferences for traditional styles and function over experimental forms prevail, and 
there remains skepticism towards this new movement in lacquer art. 


