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秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧会 2014 

「マテリアルとメカニズム」 

 

青森公立大学国際芸術センター青森 

2014 年 10 月 25 日（土）－12 月 14 日（日）10：00－18：00   会期中無休／入場無料 

 

 

 

＜参加アーティスト＞ 

ALIMO（アリモ） 

Felix KALMENSON（フェリックス・カルメンソン） 

LIAO Jiekai（リャオ・チエカイ） 

長坂有希（ながさか・あき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リャオ・チエカイ《Brother’s Quarters》16 ミリフィルムインスタレーション、サイズ・長さ可変、2013 年 



プレスリリース 

2014 年 10 月 

 

 

タ イ ト ル：秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧会2014「マテリアルとメカニズム」 

展覧会会期：2014 年 10 月 25 日（土）－12 月 14 日（日）10：00－18：00 

入 館 料：無料 

会 場：青森公立大学国際芸術センター青森 展示棟ギャラリーA、B 

協    力：青森市教育委員会文化財課、津軽金山焼、DOG GARDEN 青森店、弘前大学動画制作 

サークル KAGA、AIRS、青森公立大学芸術サークル、ACAC 学生サポーター 

助 成：平成 26 年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業 

 

＜お問合せ＞ 

青森公立大学 国際芸術センター青森   〒030-0134 青森市合子沢字山崎 152－6 

TEL:017－764-5200 FAX:017-764-5201 MAIL: acac-1@acac-aomori.jp 

URL: http://acac-aomori.jp/  担当学芸員: 近藤由紀 

 

＜展覧会について＞ 

 青森公立大学国際芸術センター青森（ACAC）では、今年度の年間テーマを「メディア／アート／社会」

と定めています。本展では特に、メディアを媒介と捉え、アーティストの思考や感情などの内面が作品

として現れるときのマテリアル（＝素材）とメカニズム（＝仕組み）について考えます。 

例えば油絵の場合は絵具とキャンバス、彫刻の場合は木材や石膏、音楽の場合は音や音符、小説の場

合は文字、というように、作品として形に表わすためには、何らかの素材と仕組みが必要です。一方で、

様々な素材や仕組みが簡単に手に入る現代では、使用する素材や仕組みの選択が既に表現の一部となっ

ている場合もあります。例えば、仕組みに目を向けると、ALIMO はアニメーションの仕組み（構造）そ

のものから展開した独自のテーマ「アニメーション・タブロー」に基づき制作を続けています。また、

フェリックス・カルメンソンの新作は、自らの身体活動のデータを毎日採取し、そのデータを彫刻やア

ニメーションに変換する仕組みを構築して作品とします。素材に目を転じると、デジタル全盛の現代に

おいて、リャオ・チエカイは 16 ミリフィルムを用いて新作を制作しています。また、長坂有希は、泥や

粘土と文化の関係を参照しながら、ロールプレイングゲームのように、アクセスする人によって何通り

にも変化する物語のような作品を発表します。 

更に、青森特有の「素材」とも言える方言や習慣、風土、そして 2－3 か月青森に滞在し制作を続ける

アーティスト・イン・レジデンスという ACAC 特有の「仕組み」がアーティストを刺激し、新たな思考

や制作を促すこともあるでしょう。 

本展では芸術を構成する素材と仕組みに着目することで、私たちが生きる現代のメディア／アート／

社会の関係について考察します。 

 

※会期中は関連イベントを開催します。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

 

http://acac-aomori.jp/
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＜参加アーティスト＞ 

ALIMO（アリモ） 

ALIMOは「アニメーション・タブロー」という独自の方法論の

下、描く行為や映像表現としてのアニメーションについて考察した

作品を発表しています。 

ACAC での滞在では、実験的な試みとして、他者との関わりを通

して生まれる偶然性を取り入れるため、制作の初めの段階で青森公

立大学と弘前大学の学生達と共に街中でフロッタージュ（模様のこ

すり出し）を行いました。そこで採取した模様は音に変換され、作

品に組み込まれます。また、作品の素材として 16 ミリフィルムを

使用し、物質そのものも見せるようなインスタレーションを発表し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 年 山口県生まれ 

2010 年 東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了 

2012 年－2014 年 エストニアに滞在（平成 25 年度ポーラ美術振興財団在外研修員） 

 

【主な展覧会】 

2013 年 「変わりゆくアジア・アジアのビデオアート 2002 to 2012」ZKM、ドイツ 

2013 年 「第 16 回文化庁メディア芸術祭・アート部門」国立新美術館、東京 

2012 年 「第 31 回バンクーバー国際映画祭」太平洋シネマテーク、カナダ 

2012 年 「第 21 回ザグレブ国際アニメーション映画祭」トゥスカナック映画館、クロアチア 

2008 年 「第 11 回岡本太郎現代芸術賞展」岡本太郎美術館、神奈川 

《開かれた遊び、忘れる眼》アニメーション、黒紙にドローイング、カンバスに油彩、ステレオ／カラー、8 分 39 秒、

2012 年 

《notice Bhim》インスタレーション、カンバ

スに油彩、ループ再生、2009 年 
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Felix KALMENSON（フェリックス・カルメンソン） 

カルメンソンは、社会の仕組み、国際情勢、政治、歴史等に

言及するような作品を制作しています。過去作ではカナダのコ

ンドミニアムブームとホームレス問題やシリアの内戦、アメリ

カ国家安全保障局などを作品のモチーフとして扱っています。 

本展では、青森滞在中に特殊な機器を用いて水分摂取量や睡

眠など自身の身体活動のデータを採取し、そのデータをアニメ

ーションや彫刻に表します。様々なデータがインターネット上

で管理できるようになった現代社会のプライバシーや監視シス

テムについて考察するような作品となるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 年 ロシア生まれ、カナダ在住 

2011 年 トロント大学卒業 

 

【主な展覧会】 

2014 年 「HLS-F71」ザ・ニュー・ギャラリー、カナダ 

2013 年 「粘着性物質」王立芸術研究所、スウェーデン 

2013 年 「アクセス／中断」ZK/U 芸術・都市計画センター、ベルリン 

2013 年 「3 つのモニュメント」ZK/U 芸術・都市計画センター、ベルリン 

2012 年 「モータル・コイルズ」シュダーギャラリー、カナダ 

2011 年 「ぼやけた伝達、不断の夜」カナダ国立フィルム委員会メディアライブラリー、カナダ 

 

《HLS-F71》コンクリート、ラップトップ、スピーカー、ワイヤー、FM トラン

スミッター、youtube プレイリスト、ソフトウェア、ジップタイ、デジタルプリ

ントアーティストブック、2014 年 

《３つのモニュメント》メディアプレーヤー、ヘッドフォン、丸石、PVC、プレク

シグラス、モニター、ラップトップ、アーティストブック、2013 年 
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LIAO Jiekai（リャオ・チエカイ） 

リャオは、映画監督として短・長編作品を制作する一方、

実験映画制作団体を主宰したり、アーティストとして展覧会

に参加したりと、映像表現の可能性を追究しています。 

本展では、16 ミリフィルムを用いたインスタレーションを

発表します。青森滞在中に撮影した日没の映像をつなぎ合わ

せて制作される作品ですが、展示自体も太陽の動きと共に

徐々に映像が現れるような仕組みになる予定です。また会期

中には、東京国際映画祭を初めとして世界各地の数々の映画

祭で上映されている、リャオの長編監督デビュー作「赤とん

ぼ」の上映会も開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 年 シンガポール生まれ 

2008 年 スクール・オブ・ザ・アート・インスティテュート・オブ・シカゴ卒業 

 

2014 年 10 月 23 日－31 日に開催する第 27 回東京国際映画祭アジアの未来部門に、監督作「あの頃のよ

うに」を出品 

 

【主な活動】 

2013 年 「シンガポールビエンナーレ 2013」シンガポール 

2013 年 グループ展「プレジデンツ・ヤング・タレント」シンガポール美術館、シンガポール 

2012 年 映画「結婚前の家」がサラヤ国際ドキュメンタリー映画祭にてべスト東南アジアドキュメンタ 

リー賞を受賞 

2011 年 映画「赤とんぼ」が全州国際映画祭審査員特別賞を受賞、第 12 回ブエノスアイレス国際イン 

デペンデント映画祭、第 6 回サンティアゴ国際映画祭、第 34 回香港国際映画祭、第 23 回東京 

国際映画祭で上映 

《Brother’s Quarters》16 ミリフィルムインスタレーション、サイズ・長さ可変、2013 年 《Bukit Orang Salah》ビデオインスタレーション、20 分、2013 年 
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長坂有希（ながさか・あき） 

 長坂は、実際に遭遇した物、事、人などを出発点に、リサ

ーチした事実に加え、事実とは相反する自分自身の想像や時

に曖昧な記憶も織り込みながら物語を紡ぐように作品を制作

します。そのため、作品はプロジェクト形式となり、完結す

るまでに 2－3 年の長期間かかることもあります。 

 本展で発表する作品も、元々は長坂がロンドンの文化施設、

バービガン・センターの建築を体験したことから始まりまし

た。その後大阪での発表、ブルキナファソでのリサーチを経

て青森で作品として形になる長大な物語をはらんでいます。

会期中にはギャラリーにて随時長坂によるパフォーマンスも行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 年 大阪府生まれ 

2012 年 国立造形美術大学シュテーデルシューレ・フランクフルト修了 

 

【主な展覧会】 

2014 年 「注目の経済」クンストハレ・ウイーン、オーストリア 

2013 年 「不思議の手掛かり」クンストフェライン・ハノファー、ドイツ／MAK オーストリア応用芸 

術・現代芸術美術館、オーストリア 

2012 年 「ああ、手袋を失くしてしまった….」クンストハレ・エクスナーガッセ、オーストリア／フォ 

ーラム・ド・マイア、ポルトガル 

2012 年 「ザウダーベルク」MMK 現代美術館、ドイツ 

2011 年 「郷に入れば郷に従え」マルタ現代美術館、マルタ共和国 

《Project T, T for Taut.》インスタレーション、2010-2013 年、© Kunstverein Hannover, 2013, 

Raimund ZAKOWSKI 

《冬の夜に一人の旅人が》インスタレーション、

2010-2012 年、© Kunsthalle Exnergasse, 2012, 

Wolfgang Thaler 


