2022 年 4 月 19 日（火）
マルコ・フジナート「DESASTRES」による
実験的なノイズプロジェクト
第 59 回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展
オーストラリアパビリオンにおいて開幕

マルコ・フジナート「DESASTRES」（2022 年）｜ 200 日間に及ぶ、インスタレーションとしての継続的ソロパフォーマンス
インスタレーション風景、オーストラリアパビリオン、第 59 回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展（2022 年）
写真：アンドレア・ロゼッティ（Andrea Rossetti）

-

オーストラリア芸術評議会は、アレクシー・グラス・カントールのキュレーションの元展開する、マル

コ・フジナートによる「DESASTRES（災害）」を、ジャルディーニ・デッラ・ビエンナーレにて公開致しま
す。
-

2022 年のヴェネツィア・ビエンナーレ開催期間の毎日、合計 200 日間に及び、アーティストによる

「DESASTRES」パフォーマンスが行われる予定です。
-

フジナートの幅広い美術史と文化的参照点を概念的に接続する手腕とスペクタクル世界をまとめあげる能

力が「DESASTRES」の根幹を成しています。
-

観客はインスタグラム ＠desastres_desastres や desastresdesastres.com、及び 4 月 23 日（土）

に実施されるライブストリームなどのデジタル媒体を通して「DESASTRES」への参加や一部鑑賞が可能とな
ります。

マルコ・フジナートの「DESASTRES」は、ジャルディーニ・デッラ・ビエンナーレに位置するオーストラリ
アパビリオンにおいて初披露されます。

アレクシー・グラス・カントールのキュレーションの元、「DESASTRES」は 2022 年のヴェネツィア・ビエ
ンナーレ開催期間の全工程においてライブにて展開されます。高い強度が凝縮されたエネルギーを内包するこ
の作品は、観客の団結を促します。見えないが感じることができるもの、それはつまり、変革をもたらす体験
を生み出す物理的な物質としてのサウンドなのです。

インスタレーションにおいて、フジナートはスペクタクルを誘引する装置を彫刻の一形態として採用していま
す。日々繰り広げられる作品のパフォーマンスはその毎回が唯一無二であり、それは参加する観衆それぞれの
身体的経験を根本的に変えてゆくでしょう。フジナートは次のように述べています。「観客を活性化するとい
う私の考えは、観客に生きていること、彼らが脈を持っているという点を想起させることなのです。」

大型で没入型のこの作品では、フジナートの即興エレクトリックギターによるノイズやハウリング、不協和音
などのレイヤーが、異種多様且つ切断されたイメージの洪水を引き起こし、それらが床から天井にかけて自立
する LED の壁面に投影されてゆきます。パビリオンは事実上のスタジオとなり、同時にフジナートが原因と結
果、その因果をリアルタイムで探求する場ともなるのです。

展開されるイメージは、複数のオンラインプラットフォーム上で公開検索されている言葉の数々が元になって
います。特にテーマは設けず、むしろサウンドとイメージの没入感の中で聴衆自身が解釈し理解するために開
かれています。それはある種の幻覚や方向感覚の喪失に伴う高揚感、混乱からくる疲労などを生み出すことを
意図しています。

グラス・カントールはこう述べています：「DESASTRES は怪物です。そこには穏和さから露骨さ、不条理さ
や歪み、崇高と破壊、緊張といった様々なイメージが集います。イメージは累積的に構築され、混沌と意図の
間を慎重に渡って行きます。DESASTRES の中で観衆はもはや傍観者ではいられず、皆目撃者（証人）となる
のです。それは絶え間無く続くイメージです。」

この作品は、実験音楽やアンダーグラウンドカルチャー、マスメディアイメージや歴史画などに対するフジナ
ートの関心の集大成です。パフォーマンスでは、空間における彼の継続的な存在（および不在）を通じて、労
働、忍耐、不在といった論題を探求してゆきます。作品のタイトルは、その歌詞が常にスペイン語で書かれて

いる日本のドゥームメタルバンド、Corrupted の作品と、ゴヤがシリーズ「戦争の惨禍」(1810–20 年）下で
描いた文脈に影響を受けています。

フジナート:「私の参照点が非常に暗喩的で、周縁的、且つ人気の無い領域であることを私自身、自覚してい
ます。そしてこのような私の世界が「好かれる」事が無いことも理解しているので、決して失望することもあ
りません。」

インスタレーションは、床から天井までの自立型 LED 壁と増幅機壁の 2 つの物質的要素から構成されており、
どちらも彫刻の一形態と存在の現れとしてアーティスト自身が採用しました。空間を占める LED 壁の壮大なス
ケールは、特別に設えられたコントロール装置を通してアーティストが生み出すイメージの数々とともに観客
を圧倒します。その最も遅い設定では、1 日でたった 1 つのイメージのみを映し出し、また最も速い設定で
は、1 秒あたり 60 ものイメージを投影することが出来ます。アーティストはまた、作品に拡張された手法を
寄与するオブジェクトをパビリオン内に迎え入れ続けます。打ち首にされた頭部を描いた 17 世紀のイタリア
絵画は DESASTRES のマスコットです。
フジナートの両親は元々、ヴェネツィアの北 100km 弱の場所にあるドロマイト山脈の麓から彼が生まれたオ
ーストラリアに移住しました。フジナートの血筋とヴェネツィアの関係は詩的な運命を有しており、彼は両親
が新しい生活を求めて移住したオーストラリアの代表としてこの地に戻ってきました。

フジナート:「私は両親が移住した先の国を代表するために、両親が元来居たその同じ場所に戻ります。そこ
には時間の破綻があるのです。」

グラス・カントール：「DESASTRES は、鑑賞者を作品の中心に置いています。観客はサウンドとイメージの
組み合わせを通して、そのインスタレーションとパフォーマンスを体験してゆきます。DESASTRES は、サウ
ンドとイメージの強度の中に没頭させることで、見ることや聞くことと同等に、感じるという非常に物理的な
体験を提供します。結果として得られる体験の全ては、観衆が解釈し理解するために開かれているのです。」

オーストラリア芸術評議会は、第 59 回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展における国別参加部門のオー
ストラリア・コミッショナーです。

オーストラリア芸術評議会 CEO、エイドリアン・コレット AM は次のようにコメントしています：「今年の
オーストラリアパビリオンに一切の躊躇はありません。ここ数年の混乱を経て、今回のヴェネツィアでの展覧

会は最も期待されるものの 1 つとなるでしょう。アレクシー・グラス・カントールによってキュレーションさ
れたマルコ・フジナートによる「DESASTRES」は、他に類を見ない体験を約束します。オーストラリアパビ
リオンで発表される最初の継続的な作品として、それはアーティストにとっても忍耐力を伴う偉業となるでし
ょう。

この重要なプロジェクトは、公共並びに民間基金の協力の元に可能になりました。ヴェネツィアにオーストラ
リアが参加することの意義は、それがグローバルなプラットフォームにおいてオーストラリアの芸術と文化を
紹介する貴重な機会であり、また我々の展開する専門能力の開発プログラムを芸術の専門家に提供する機会で
もあることです。」

物理的にヴェネツィア訪問が叶わない観客は、4 月 23 日（土）に配信される公開ライブストリームを介して
プロジェクトの一部を体験出来ます。また、その継続的なパフォーマンスは、公式インスタグラムチャンネル
@desastres_desastres のフォローや、フジナートのサンプルパフォーマンスが毎日公開される公式ウェブサ
イト www.desastresdesastres.com においても体験することが可能です。

展覧会に合わせて、レンツとオーストラリア評議会の共同出版の元、レンツによって流通される出版物も刊行
されます。コロンビア大学美術史教授であるブランデン・W・ジョセフが書き下ろすエッセイと、アレクシ
ー・グラス・カントールによるマルコ・フジナートのインタビューなどが見所となっています。その他、批評
家で映画製作者のエリザベス・ポヴィネッリや、AI 研究者で作家のケイト・クロフォード、作家でキュレータ
ーのチュス・マルティネス、ミュージシャンで過激なギタリストとしても知られる、サーストン・ムーア（ソ
ニックユース）、スティーブン・オマリー（SUNN O））））、ブルース・ラッセル（デッド C）らによるテ
キストも掲載される予定です。
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フェイスブック

@desastres_desastres
@AusatVenice
@AusatVenice

4 月 23 日（土）のライブストリームは、こちらをクリックしてご鑑賞下さい。
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全てのプロジェクトの最新情報については、インスタグラム @ desastres_desastres より
「DESASTRES」をフォローして下さい。
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アーティストについて : マルコ・フジナート
マルコ・フジナートは、現代美術アーティストでありノイズミュージシャンであり、その作品形式はインスタ
レーション、写真の複製、デザイン、パフォーマンス、レコーディングなど多岐に渡ります。

アーティストとして、彼は自身の作品を相互に関係する一連のプロジェクトとして考えており、その幾つかは
頻繁に再現されています。作品はこれらプロジェクト内でほぼ常に連続していて、その実験的試みに特定の枠
組みを採用する手法は、あたかも命題を指し示しているかのようです。フジナートは分野や文化領域を超えて
活動しており、アンダーグラウンドカルチャーと制度、騒音と静寂、ミニマリズムと過剰主義、純粋さと汚染
などの対立する力の緊張状態と矛盾を探求しています。これら張力は彼が寓話的アプロプリエーションと身振
りやイヴェントの強度への関心を組み合わせることによって作り出す動的な状況の中で捉えられ表現されてい
るのです。

フジナート の作品は 、 第 56 回ヴェネ ツィア・ ビエンナー レ「すべ ての 世界の未来 （All the World’s
Futures）」（2015 年）、第 30 回サンパウロ・ビエンナーレ「詩学の急迫（The Imminence of Poetics）」
（2012 年）、第 21 回シドニー・ビエンナーレ「スーパーポジション：均衡とエンゲージメント（Art of
Equilibrium and Engagement）」（2018 年）、現代アート・パビリオン（PAC：ミラノ）「オーストラリ
ア：アンティポディーアン・ストーリーズ（Antipodean Stories）」（2019 年）など、多くの国際展で発表さ
れています。彼の作品はまた、ニューヨーク近代美術館における初のサウンドアート展となった
「Soundings:A Contemporary Score」（2013 年）や、ニューヨークのロックバンド、ソニックユースとコ
ラボレーションしたアーティストによるヨーロッパにおける美術館巡回展「ソニックユース: センセーショナ
ル・フィックス（Sensational Fix）」（2008-2010 年）などでも展示されています。

2006 年以来、フジナートはアナ・シュワルツ・ギャラリーにおいても定期的に個展を開催しています。
主な展示に「EXPERIMENTAL HELL (ATMOSPHÆRAM)」（2021 年）、「THIS IS NOT MY WORLD」
（2019 年）、「Mass Black Implosion」（2017 年）、「The Infinitives」（2015 年）、「Mass Black
Implosion (Treatise, Cornelius Cardew)」（2013 年）、「THERE IS NO AUTHORITY）」（2012 年）、
「ノイズと資本主義（Noise & Capitalism）」（2010 年）、「Double Infinitives」（2009 年）、「The

Approaching of The Disco Void-Repeated」（2006 年）などがあります。彼はオーストラリアのギャラリ
ーや美術館で数多くの個展やグループ展に参加してきました。その幾つかに、シドニー現代美術館「The
National：オーストラリアアートの現在」（2017 年・シドニー）、アデレード・ビエンナーレ・オブ・オー
ストラリアン・アート｜南オーストラリア美術館「パラレル・コリジョンズ（Parallel Collisions）」（2012
年・アデレード）、ビクトリア国立美術館「メルボルン・ナウ」（2013 年・メルボルン）、オーストラリア
現代美術センター「New09」（2009・メルボルン）そして ミュージアム・オブ・オールド・アンド・ニュー
アート（MONA）において再演が繰り返されてきた「Dark Mofo」（2021、2019、2017、2016、2014
年・ホバート）などがあります。2012 年には、シドニーのアートスペース並びにブリスベンの IMA におい
て、フジナート作品を概観した展覧会「The Color of the Sky Has Melted」も開催しています。

音楽家としてのフジナートは、音楽としてのノイズ概念を探求しており、エレキギターと多数のアンプを使用
しながら複雑で幅広く、身体に共鳴させる周波数を即興で演奏しています。彼の現在進行形シリーズである持
続的ノイズギターパフォーマンス「Spectral Arrows」は記念碑的な聴覚彫刻と称され、グラスゴー国際アー
トフェスティバル（2012 年）で初披露されました。その後も世界中の美術館や劇場で演奏されてきていま
す。彼はまた、主にソロアーティストとして前衛実験音楽のパフォーマンスも定期的に行っています。1996
年にリリースされた初レコーディング以降、フジナートは数十年に渡り、主にアナログフォーマットで数多く
のレコーディングを世に送り出しています。

2016 年、フジナートはオーストラリア芸術評議会のフェローシップを受賞しています。

マルコ・フジナートはアナ・シュワルツ・ギャラリーに所属しています。
キュレーターについて：アレクシー・グラス・カントール
アレクシー・グラス・カントールは、キュレーターでありアートの主唱者であり、シドニーのアートスペース
のエグゼクティブ・ディレクターです。2014 年以来、共同キュレーションやアーティスト主導プロジェクト
を様々な機関と共同する形で牽引してきました。その主なプロジェクトに、「ジョナサン・ジョーンズ、
untitled (transcriptions of country) 」 （ パ レ ・ ド ・ ト ー キ ョ ー 、 2021 年 ） 、 「 経 路 の 再 発 見
UN/LEARNING AUSTRALIA」（ソウル市立美術館、2021 年）、「タロイ・ハヴィニ Reclamation」（ダッ
カアートサミット、2020 年）、「メル・オキャラハン、Centre of the Centre」（クイーンズランド大学美
術館、2020 年｜Le Confort Moderne、2019 年）、「アンジェリカ・メシティ、Relay League」（アート
ソンジェセンター、ソウル、2019 年｜クンストハレ・ティビリシ、ジョージア、2018 年）、「ヘレン・ジ
ョンソン」（インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ（ICA）ロンドン、2017 年）、「ニコ
ラス・マンガン、Ancient Lights」（チゼンヘールギャラリー、ロンドン、2015 年）などがあります。

2017 年、彼女は「52 ARTISTS 52 ACTIONS」を考案し、ソーシャルメディアを活用したソーシャリー・エ
ンゲージド・アートとアクションとしてのアートについての調査を実現しました。また 2015 年以降は、アー
トバーゼル香港において大規模インスタレーションを展開するエンカウンターズ部門のキュレーターも務めて
います。第 12 回アデレードビエンナーレ「Parallel Collisions」ではナターシャ・ブロックと共に共同キュレ
ーターを、第 13 回サイト・サンタフェ・ビエンナーレ（ニューメキシコ）キュラトリアル諮問委員会におい
ても共同キュレーターを務めました。グラス・カントールは、オーストラリア現代アート機関の議長でもあ
り、現在役員として従事する組織に、学術評議会（国立芸術学校、シドニー）、諮問評議会（シドニーコンテ
ンポラリー）、アドバイザリーボード（現代アート＆デザイン美術館、デ・ラ・サール大学セント・ベニール
校、マニラ）、審査委員（アドバンス・グローバル・アワード）、キュラトリアル・アドバイザリー・ボード
（モナシュ大学、キュラトリアル博士課程プログラム）があります。彼女はアートアワードや賞の審査にも定
期的に従事しており、公開プログラムやシンポジウムになど、オーストラリア全土および国際的に講演や講義
を行っています。
オーストラリア芸術評議会について
オーストラリア芸術評議会は、オーストラリア政府の主要な芸術投資・開発・諮問機関であり、ヴェネツィ
ア・ビエンナーレにおけるオーストラリアのコミッショナーを務めています。評議会の目的は、オーストラリ
アの芸術と創造性を支援し投資することです。オーストラリア芸術評議会は、有識者によって査定された助成
金やフェローシップ、アワードなどを通してアートとその組織団体に投資を行い、芸術の創造と体験を可能に
しています。
ヴェネツィア・ビエンナーレにおけるオーストラリアの代表参加は 1954 年に始まり、以来オーストラリアの
旗の下、40 人の著名な現代ビジュアルアーティストに展示の機会を提供してきました。マルコ・フジナート
とアレクシー・グラス・カントールは、オーストラリアパビリオンにおける第 41 回オーストラリア代表とな
ります。ヴェネツィア・ビエンナーレにおけるオーストラリアは、オーストラリアパビリオンとしての国別参
加の他、一連の専門知識開発提供の機会や、独自の共同投資キャンペーンの実践を通してその支援システムを
構築し、プロジェクトの実現を可能にしています。当プロジェクトは、評議会の 2021-2025 年度における国
際戦略の一部を形成しています。
オーストラリアパビリオンについて
この受賞歴のあるオーストラリアパビリオンは、デントン・コーカー・マーシャルの設計によって 2015 年に
オープンしました。ムルワリ族の血をひくマシュー・ドイルによる喫煙儀式と共にオープンしたパビリオン

は、ジャルディーニ・デッラ・ビエンナーレに建てられた初めての（現存するものでは唯一の）21 世紀構造
の恒久建築です。

オーストラリアパビリオンの形式は可能な限りシンプルになるよう設計されました。建築家はそれを「既存の
景観への影響を最小限に抑えるために注意深く配置された、ブラックボックス内のホワイトボックス」と説明
しています。黒御影石の大きなスラブが暗めの外観を創り出しています。一部のパネルでは折り畳んだ部分を
開くことで白い内部が顕われ、自然光を内部に取り入れることが可能になります。これらの突き出たパネル
は、展覧会開催時に建物に新しい外観を与えることができるようにすることを目的としています。

オーストラリアパビリオンは、ビエンナーレガーデン内において様々な時期に様々な国によって建設された
29 しか存在しない国別パビリオンのひとつです。オーストラリアパビリオンの建設は、オーストラリア芸術
評議会が率いる官民パートナーシップと当時のコミッショナーであったサイモン・モーダント・AM の尽力に
よって可能になりました。パビリオンの原型はフィリップ・コックスによってデザインされ、1988 年に開館
して以来、その生涯で 22 人のアーティスト達を迎えています。

