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彫刻家 たち

はじめの百年。これからの千年。
まごころを継 ぐ 永 遠 の社 をめざ して

令 和 2年 2月 14日 (金 )〜 2月 28日 (金 )
9:00‑16:30 明治神宮廻廊
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1主 催
神宮の社に集 う彫刻家たち
実行委員会
1後 援
一般社団法人
日本美術家連盟
一般社団法人

鰻

日本建築美術工芸協会

1協 賛
タキゲン製造株式会社
株式会社 KO∪ Z∪ KI
グ ッドアース株式会社
長島不動産株式会社
笹の川酒造株式会社
ダンデザインシステム株式会社

1協 力
明治神宮

1企 画
ギャラリー仲摩
越境する芸術プロジェク ト

￨ア ドバイザー
隈研吾 (建 築家)
一
夕

明治神宮 とカッラーラ。ピエ トラサンタ
Meiji Shrine with Carrara and Pietrasanta
カエサルを引き継 いで 、 ローマ帝 国 とい う巨人 システムを完成
させ た皇 帝 アウグス トゥスは、 自分 の 治政 を振 り返 って 、 レン

Augustus, the emperor who succeeded iulius Caesar and
completed the huge system of the Roman Empire,

ガ でで きた ローマ を、大 理 石 のローマヘ と作 り直 した ことが 、

described the rebuilding of Rome from brick to marble

自分 の 最 大 の達 成 であると述 べ て い る。 そして、彼 が 実 際 に

his greatest achievement, looking back on his reign.
Actually, he used white marble of Carrara and Pietrasanta
to transform Rome. Why did he only refer to the stones
of Carrara and Pietrasanta, though he is the one who

ローマを変身 させるために用 いたのはカ ッラー ラ・ ピエ トラサ ン
タの白い大理石であった 。
彼 は法制度 をはじめとして 、 ローマのシステムをすべ て作 り直 し
た人 間であるにもかかわらず、 カッラーラ・ ピエ トラサ ンタの石
についてだ け言及 したのはなぜ だろうか 。 それ は石 とい うもの
の 不思議 な力 を、 さらに敷 行 して いえば、物 質 とい うものが も
つ不思議 な力を、この偉 大 なリー ダーが 知 っていたか らである。
物 質 は様 々な言葉 、数 字以上 の大 きな力を持 って人 間 を動 か
し、人 間 の考 え方 を変 え、文明 の形 を作 る。物 質 は文 明 の表
層 を飾 るので はな く、 中心 に位 置 し、文 明 の性 格 を決 定 する
ので ある。
だか ら僕 は、明治神宮 の 外苑 に本 のスタジアムをデザインする
ことによって、 コンクリー トの文 EIHを 、本 の文 明 へ と転 換 した
い と考 えたのである。今、僕 等 は再 び、物 質 について考 え直
すべ き時機 を、物 質 と人 間 との Fll係 について考 え直 す時 をむ
かえている。 その神宮 に、 カッラーラ・ピエ トラサ ンタを素材 と
して製作 された彫 刻 が並ぶ姿 は、想像 しただ けでわ くわ くする。
アウグス トゥス帝 の石 と、明治 の人 帝 にゆ か りのある森 とが 、
どのような対話 をくりひろげるか は、 一 見 の価値 が ある。
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rebuilt all the systems of Rome, commencing with legal
systems? That's because this great leader appreciated the
mysterious power of stone - more specifically, the miracle
power of materials. Material drives humans to change
their way of thinking and form the shape of civilization,
with its power stronger than various sorts of languages
or numbers. It's not only decorating the surface of it, but
situated at its core - it determines the character of
civilization. Therefore, my idea was to transform the
civilization of concrete into that of wood by designing the
wooden stadium in the Outer Gardens of Meiji Shrine.
Now, again, it's time for us to have a rethink on materials
and to reconsider the relationship between materials and
humans. I'm excited just to imagine the sculptures of
Carrara and Pietrasanta marble stand in line at that
shrine. Dialogue between marble stones of Emperor
Augustus and the woods associated with Meiji the Great
is worth seeing.

隈研 吾

Architect Kengo Kuma
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お問い合わせ :nakama@nakama cojp
件名に「明治神宮奉納展について」とお書きください

