
 

 

 
2022 年 1月 28日 

 

オーストラリア、ヴェネツィア・ビエンナーレ 2022 

に向けた展示詳細 第一弾を発表 

 
• オーストラリア芸術評議会は、ヴェネツィア・ビエンナーレ 2022 においてアレクシー・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・フジナートの展示について、その第一弾

となる詳細を発表致しました。 

• 「DESASTRES（災害）」と題された展覧会は、2022 年 4 月 23 日から 11 月 27 日まで開催され

ます。 

• 「DESASTRES（災害）」は、音と映像を同期させ、インスタレーションとしての持続的なソロ

パフォーマンスという形式で展開される実験的なノイズプロジェクトです。 

• アーティストはビエンナーレ開催時間内に合計 200 日間に及ぶパフォーマンスを行う予定です。 

• これは歴史的なジャルディーニ・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

における初の持続的ライブパフォーマンスとなります。 

 

イタリアのヴェネト州地方出身のマルコ・フジナートの両親は、彼が生誕したオーストラリアに移住し

ています。フジナートは現在、メルボルンのナーム（Naarm）で居住・活動しており、現代美術家であ

りノイズミュージシャンである彼の作品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
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ス、レコーディングなど多岐に渡ります。「DESASTRES（災害）」は、フジナートのノイズ・実験音

楽、アンダーグラウンドカルチャー、マスメディア画像、美術史への関心の集大成となります。 

 

新型コロナウイルス感染症によるロックダウンが延長されたメルボルン・ナームで制作されたこの作品

は、関連する全てのフラストレーション、厭世感や不安と混乱を包含しています。この期間、自宅で孤

立し、自身のスタジオを訪れることも叶わなかったフジナートは、「DESASTRES」について次ように述

べています。「私は、騒音と静寂、秩序と無秩序、制度と前衛、純粋さと汚染など、対立する力にまつ

わる、その緊張状態に興味を持っています。これら対となる 2 つの要素は共存しており、

「DESASTRES」においては、この摩擦こそを排除するのではなく維持したいと考えています。これらの

張力は互いに常に擦れ合っているように思いますが、興味深いのは、矛盾を伴うこれらの攪拌に我々が

どのように対処するのかということです。私の没頭したいのはこの中間状態なのです。」 

 

「DESASTRES」は観客を作品の中心に据える、音と映像の直感的体験です。パビリオンにおいて、フジ

ナートはエレキギターを信号発生器として音を増幅させたライブパフォーマンスを行い、ノイズやハウ

リング、不協和音などをレイヤーさせた即興演奏で大量のイメージを引き起こします。その強烈な体験

から得られる結果は、観客の解釈と理解に委ねられています。 

 

フジナート：「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です。私の作品はいつも私自身が体験したい思う事柄から始まっているので

す。」 

 

グラス・カントール：「「DESASTRES」は伝統的な展示形式を打ち破ります。それは静的な展示ではな

く進化する作品なのです。私たちはヴェネツィア・ビエンナーレ開催の全 200 日間に渡りライブを行い

ます。観客が作品を体験する度にそれは唯一無二なものとなるのです。この作品が形づくられた状況の

持つ強度が、完全なる災害を具現化することを可能にしました。作品におけるパフォーマンスは劇場に

まつわるものではなく、それは労働と忍耐の行為なのです。」 

 

フジナートにとって、ヴェネツィアでオーストラリア代表を務めることは特別に重要な意味を持ってい

ます。彼にとって最初の言語であり、その成長過程で両親によって話されてきたその言語はヴェネツィ

アにおける方言で、ヴェネト地方の小作農が使用していたものでした。フジナートは、何世紀にもわた

って受け継がれてきたこの口承の伝統は、自身の生涯の間で消えつつあると語っています。 

 

フジナート: 「両親が移住した先の国を代表するために、私は両親がやって来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。」 

 

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
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は次のようにコメントしています：「マルコ・フジナートは、彼の実験と研究のキャリアの集大成とな

る強力な作品を制作しました。アレクシー・グラス・カントールによるキュレーションの元、ヴェネツ

ィア・ビエンナーレの期間中継続するこのプレゼンテーションは、他に類を見ない体験を観客に提供す

るでしょう。」 

 

アーティストはまた、「DESASTRES」の ”スコア” も制作しています。フジナート：「”スコア” を制作

することは、音としてのイメージ概念を有形化する手法でした。つまり命題としての”スコア”です。”ス

コア”は「DESASTRES」のアーカイブから選ばれた画像で、譜面一杯のフルブリードで印刷されていま

す。」 

 

グラス・カントール：「”スコア”の画像は、フジナートが長年に渡って制作してきた幅広いアーカイブの

一部です。本日よりオーストラリア・パビリオン展示オープニングまでの毎日、このプロジェクトに参

加するための招待状として、専用のソーシャルプラットフォームにおいて”スコア”の画像を公開致しま

す。」 

 

展覧会に合わせて、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・フジナートとの対談インタビューを掲載した出版

物が刊行されます。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。ミラノを拠点と

するインディペンデント出版社・レンツとオーストラリア評議会の共同出版であるこの書籍のデザイン

は、ジガ・テステン（Ziga Testen）とマルコ・フジナートのコラボレーションによるものです 

 

この展示会は、ビエンナーレ・デレゲーツプログラムやオーストラリアパビリオン・インビジレーショ

ンプログラムなど、オーストラリア評議会の専門能力開発プログラムと連携した形で開催されます。 

https://australiacouncil.gov.au/investment-and-development/international-engagement/biennale-delegates-participants/
https://australiacouncil.gov.au/investment-and-development/international-engagement/australian-pavilion-invigilation-program-venice-biennale-2022/
https://australiacouncil.gov.au/investment-and-development/international-engagement/australian-pavilion-invigilation-program-venice-biennale-2022/
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マルコ・フジナート 

「DESASTRES（災害）」2022 ”スコア” のページより 

ピーターズ版譜面に複写 

each 45.5 x 30.3 cm 

アーティスト並びにアナ・シュワルツ・ギャラリーのご厚意により提供 

 

 

- 終わり - 

 

 
 

メディアコンタクト（アジア）:  

Carol Lo | サットン  

電話: +852 2528 0792  | E メール: carol@suttoncomms.com 

 

メディアコンタクト（インターナショナル）:  

Alexandra Ross | サットン  

電話: +44 (0) 20 7183 3577  | E メール: alexandra@suttoncomms.com 

 

メディアコンタクト（オーストラリア、ニュージーランド）: 

Claire Martin | アーティキュレイト  

電話: +61 (0) 414 437 588 | E メール: claire@articulatepr.com.au 

mailto:carol@suttoncomms.com
mailto:alexandra@suttoncomms.com
mailto:claire@articulatepr.com.au
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高解像度画像のスコアとポートレートのダウンロードは、こちら からご参照下さい。 

 

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。 

 

#ausatvenice #australianpavilion #biennalearte #auspavteam22 

 

こちらもフォロー下さい:      

 
Instagram  @desastres_desastres  
   @AusatVenice 
Facebook              @AusatVenice 
 

  

https://australiacouncil.gov.au/advocacy-and-research/events/australia-at-the-venice-biennale/venice-biennale-2022/media-centre/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fexplore%252Ftags%252Fausatvenice%252F&data=04%257C01%257CB.Roberts%2540australiacouncil.gov.au%257Cb9c32cf8a17b4044abff08d9d65233bd%257C0cb09623aeaf4018a22380d95a375884%257C0%257C0%257C637776470812280980%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=x5ov71sfxJieGa9SdIBK0HEYI8ze%252BsJ7y6GdyMrm%252B04%253D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fexplore%252Ftags%252Faustralianpavilion%252F&data=04%257C01%257CB.Roberts%2540australiacouncil.gov.au%257Cb9c32cf8a17b4044abff08d9d65233bd%257C0cb09623aeaf4018a22380d95a375884%257C0%257C0%257C637776470812280980%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=yJDcYpDqoIeNHwSI0i400nI2oRcaiQc6yRJRplRR%252BIk%253D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fexplore%252Ftags%252Fbiennalearte%252F&data=04%257C01%257CB.Roberts%2540australiacouncil.gov.au%257Cb9c32cf8a17b4044abff08d9d65233bd%257C0cb09623aeaf4018a22380d95a375884%257C0%257C0%257C637776470812290973%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=DApCjV%252F2FW4M5M2UUz6BRoT4fdBKeszF4t5cKhUyuyk%253D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fexplore%252Ftags%252Fauspavteam22%252F&data=04%257C01%257CB.Roberts%2540australiacouncil.gov.au%257Cb9c32cf8a17b4044abff08d9d65233bd%257C0cb09623aeaf4018a22380d95a375884%257C0%257C0%257C637776470812290973%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=J725guCs9XxKTxi5m8z3pc7eo9deILZf7CvsrZ7WDPc%253D&reserved=0
https://www.instagram.com/desastres_desastres/
https://www.facebook.com/AusAtVenice


6 

 

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
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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
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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。 

 


