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コミッションワークにおけるファイバーアートの現在と可能性

芸術学部講師倉内啓

-研究概要

建築が年々鮒幾質な空間へと硬質化していく現代におい

て、アートが人間の精神面に果たしうる役割は非常に重要

な問題であると考えられる。

主に4裁維素材を使用したファイノくーアート(一般的には

タピス リーに代表されるもの)と呼ばれれる造形は、その

質感と色彩によって、硬く冷たい現代の空間にソフトな感

覚を導入し、人間との対応と調和を図るものとして注目さ

れる。ファイパーアートが不特定多数の人々均三利用する公

共空間において、コミッションワーク(委託制作)として

どのように取り入れられているのか。また、ファイバー

アート がその空間の中でどのように機能しているのか、

現地での実態調査を踏まえ、建築との関係を歴史的変遷の

中で考察するO

.ファイバーアート

ファイノfーアート、ファイノfーワーク、テキスタイルアー

トなどと呼ばれる市抜高住を素材とする造形は、 1950年代末

から 1960年の初めにかけてヨーロッパのタピスリ ー作家

や、アメリカの織作家たちによって生み出された。

従来のタピスリ ーが二次元的な織物で、壁にかけられる

ことを目的にしているのに対し、この新しい造形は三次元

的な構成を主とレ必ずしも背後の壁は必要とせず、空間の

中に吊されたり、彫刻作品のように置くという設置 (展示)

方法をと ったO

次第に織の技法や素材をも超えたこの造形は、昔の織工

の仕事とは全く異なった自由な美術家の独自の造形と表現

を具現化するものとして展開された。その背景にはイギリ

スのウィ リアム・モリ スのアーツ・アン ド・クラフツ運動や、

またドイツのバウハウスの動き、そして最も直接的な影響

を与えたフランスのジャン・リ ュルサらによるタピスリ ー

復興運動に代表される近代の運動や活動があり、その帰結

として織の自立や織の独自の美が追及された。そして、第

二次大戦後の美術界の変化、特にアメリカの抽象主義等に

大きく景簿されながら、現代的な造形分野のひとつに発展

していった。

日本では、スイスのローザンヌで1962年に始まった国

際タピスリ ー・ビエンナーレ展やアメリカを中心にする近

代的な織りの新しい動きに影響を受けた織りの作家たちに

よって、 1970年頃から本格的にファイパーアートの活動

が始まった。もともとタビス リーの伝統のない日本では伝

統の重圧がないがために、より自由な発想、が可能となり尖

鋭的な独自の展開をみせた。

本研究においては、染織から出発した現代作品の総称と

してファイバーアートと定義する。つまり、織りの技術や

ファイパー素材を使った立体表現作品を中心に、広く、現

代染色、織り作品、ファブリック、パスケタ リ一、ニ一ド

ルワークなど、その表現技法が剃哉を源とした現代作品を

示すこととする。

-ファイバーアートの起源

.タピスリー復興運動

ヨーロ ッパにおけるファイパーアートの起源は、フラン

スのタピスリ ーイ乍家のジ、ヤン・ リュルサらによるタピス リー

復興運動が直接的に起因すると考えられる。その背景には

ヨーロツノfの長いゴブラン織(綴れ織)の歴史がある。かつ

てタピス リーの制作は織工たちが画家によって描かれた下

絵に即して、多くの色糸を使い忠実に織るという一つの技

術に過ぎなかった。しかし、リュルサは自らタピスリ ーの

下絵を創作し、より少ない色糸で織るという試みによって

中世の伝統を引きず、っているタ ピスリーを二十世紀のタピ

スリーとして復興させるという大きな課題を提議した。
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タピスリー復興運動の中心的指導者のジャン・リュルサ作品

『世界の歌刊シャンパ一二ュ・命の水j440X697cm 1959年

.国防ピスリー・ビエンナーレ展(“ヌーベル・タピスリー"のi姓)

リュルサたちは、 タビスリー復興運動を積極的に推進す



るために、1961年に CITAM(国際幸庁|日夕ピス リー・セン

ター)をスイスのローザンヌ市に設立し、翌1962年から

CITAMが主催する 「国際タピスリー・ビエンナーレ」を開催

した。 CITAMが望んでいたのは、あくまで中世以来の輝か

しい歴史と伝統をもっタビスリーの再生・復興であった。

羊毛、麻、木綿などの天然繊維を造形素材とし、すばらし

いテクニックによって、現代的感性にみちあふれたタピス

リーの名品の制作を期待していた。

しかし、アメリカン・パウハウスで育てられ、抽象表現主

義の洗礼を受けたアメリカのファイパーアート、 ファイバー

ワークの作家たちの自由悶達な思考法や、当時共産主義政権

下の厳しい検閲制度のなかで、従来の伝統的なタピスリーと

は違う現代造形としてまったく新しし吋素式のタピスリーに取

り組んだポーランドの作家たちのによって、タピス リー・ビ

エンナーレに対

する概念と、内

容そのものが、

一挙に拡大され

た。また同時に、

より多岐にわた

る豊かな可能性

と、将来に向け

てのより自由な

拡大解釈の可能

性を内包するに

至った。これが

“ヌーベル・タピスリー"の誕生(織物による立体作品) いわゆる “ヌー
アバカノヴィッチ rRedAbakanJ 
400X400X350cm 1969年 ベル・タビスリ ー

(60年代に出現した草新的な織物)"の誕生である。

.ビエンナ-レの歴史的変遷

1962年の第一回のビエンナーレ以来、その技術的内容の

激変とフ ァイパーアート に対する自由悶達な解釈と概念の

拡大を容易に受容してきたCITAMも、1985年の第十四固

までで、 一応その使命を果たしたとの認識に立ち、第十五

回のビエンナーレの名称を「国際ローザンヌ ・ビエンナーレ

(コンテンポラリーテキスタイルアート)Jに改称した。この

展覧会の目的が、時代とともに主にコンテンポラ リーテキ

スタイルの展開となり、従来のタビス リーから現代美術指

向によるものになったからである。実際に出品された作品

の形態も、素材や技法や形態などが多様化して、もはや

“タピスリ ー(綴れ織)"という言葉では包括しきれなくなっ

た。「現代アートjの語を鮮明に打ち出し、現代テキスタイル

のアイデンテイテイの模索を試みた第十五回展ではあった

が、1992年の第十六回展をもって、それぞれの時代を反映

し、変遷してきたビエンナーレ三十年の歴史を閉じた。

.口ーザンヌ以降

こうした世界的動向に寄与する形で、ビエンナーレを舞

台に活躍した日本の作家は、数多く現在も国際的な展覧会

やコミションワーク等においてもきわだ、った活動がみられ

るO そして、彼らの仕事は若い世代のファイパーアート、

ファイバーワークの作家たちに大きな影響を与え、日本の

ファイパーアート、 ファイパーワークの中心的な存在とし

て現在も活躍している。

ローザンヌのビエンナーレが1992年の第十六回展をもっ

て中止されたことは、テキスタイルアート (ファイパーアー

ト)の歴史のク ライマックスシーンであり、 一幕の市冬結を象

徴的に物語る出来事であるO しかし、ポーランドの 「国際

タピスリ ー・トリエンナーレjやフランスの 「国際タピス

リー・フェステイバル」等の今日ヨーロッパにおける国際的

な展覧会が現在もなお開催され、その展覧会の主旨により

明確なアイデンティティが求められるようになった状況を

みると、国際展の興亡の様相に現代テキスタイルアート (フ

ァイバーアート)が模索する新たな方向性が感じられる。

.ヨーロッパのタピスリー

日本のファイバーアート、 ファイノtーワークの作家たちに

多大な影響を与えたローザンヌの国際タピスリー・ビエン

ナーレ展における歴史的変遷や、その後の国際的なテキスタ

イルの展覧会の動向からも、ヨーロ ッパにおける現代テキス

タイルアー ト(ファイパーアート)の原点、またはアイデンテ

イティが、“タピスリー (綴れ織)"にあったということだと考

えられる。ファイバーアート、ファイパーワークと称される

現代の造形作品の源泉を歴史的に探ると ヨーロ ツノT中世のタ

ピスリーにいきつく O

タピスリ ーは一般的に経糸に麻や木綿のような丈夫な糸を

使い、緯糸にさまざまに染められた毛糸を使って綴れ織りさ

れた壁掛けのことで、中世のヨーロッパの教会建築や城郭建

築空間において必要不可欠なもので、あった。中世のゴシック

建築は、ほとんどが

石造建築物であり、

石積みされた広大な

壁面を装飾しその空

間を重厚、華麗、 豪

壮、絢澗たる雰囲気

に満たすものとし

て、多彩に染められ

た色糸によるソフト

な織物が要求され

た。当時タピスリ ー

は教会関係者や王侯

貴族たちにとって、

タピスリー黄金期の代表的作品 基本的な大変重要な
I一角獣を伴った貴婦人 (部分)Jクリュニ一美術館蔵
15C末~16C頃 調度品であり、巨大

な美術工芸品でもあり、しかも代表的な財産品目で、あったO
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.素材

申蹴佐素材はウエットな性質を持つために、石造のドライ

な壁面を飾るのに適した素材感を充分に備えている。また、

ヨーロツノfの自然風土に適した防寒、防湿等の理由や、吸

音性に優れた点で、屋内の壁面や部屋と部屋を仕切る材料

として教会建築はもとより、 一般の建築物のインテリアに

必要とされた。その上、フレスコやモザイク、ステンドグ

ラスなどといったインテリア素材とは違った暖かい独特な

色彩の世界が表現できるものとして利用された。しかも、

柔らかな車蹴佐素材によって織られたタピスリーは巻き込ん

で、持ち運べるという極めてポータブルな壁画となり、意

に応じて掛け替えることのできる非常に便利なものとして

普及した。

.テーマ性

多くのタピスリ ーにはテーマがあり、そのテーマに基づ

いたさまざまな情景が織りあげられている。もちろんそれ

らのテーマは時代の推移とともに変遷していった。中世に

おけるテーマは主に聖書や宗教的なものが多く、近世にな

ると王権を象徴する優雅な宮廷生活や古代の神話や英雄伝

などが取り上げられた。とくに教会における機能はキリス

ト教の伝道を目的にしているため“キリストの生涯"がド

ラマティックに描かれている。そのため織物としての表現

は非常に象徴的でかつ強烈であり、教会内部の薄暗い荘厳

な空間の壁面に掛けられたときの効果を充分に考慮された

表現となっている。

. 歴 史

タピスリーの制作を大きく時代的に追うと、十四世紀に

タピスリーの最大にして最高の名作『アンジ、エの黙示録J
が完成し、十五~十六世紀にはタビスリーの黄金期を迎え

る。十七~十八世紀にかけて織物の技術革新が起こり、意

匠制作(デザイン、下絵制作)の仕事と、具体的に織り上

げる仕事とが、分業化・分南佐化してくるO その結果、タピ

スリーはいたずらに写実的な絵画をコピーするという技巧

に陥り、織物本来の表現を失っていった。機械生産に対す

る過信と、デザインの創造性を軽視したことで、ヨーロッ

パ諸国のタピスリ ー制作は混迷を極めた。そして、二十世

紀にはいりフランスのタビスリー作家のジャン・リュルサ

を中心としたタピスリー復興運動が起こり、“ヌーベル・タ

ピスリー"としてその姿を大きく変えていった。

.建築のなかでのファイバーアート

ファイノTーアートカfタピスリーそして、“ヌーベル・タピ

スリー"より発展したことは前述より明らかである。欧米

基盤のもとに展開したファイバーアートはその歴史が示す

とおり建築物との関係が非常に深い。建築は自然環境 ・民

族・文化の違いによって、様々な様相をあらわす。

-欧米建築と日本建築の壁

欧米の建築は石やレンガを積み上げる組積式構造によ

る耐力壁で、堅固で厚く光・音・熱・風などの因子を遮

断する O 組積構造の建築では窓や扉のために関口部を設

けることが困難であるためにアーチや横架材などが利用

される O 壁は開口部がなければ空間として利用できない

ので、必然的に堅固でひろしすべてを遮断するものに

なった。これは欧米の建築(壁)が、おのずからタピス

リーを受け入れる素地を持っていたことを示す。実際欧

米の建築内部を飾るタピスリーは巨大であり、風になぴ

くことも、光を透すこともない、そして簡単には可動で

きない“壁"である。

一方、日本の建築は木材による架構(軸組)式構造で非

耐力壁が基本である。壁を取り外しが自由な襖 ・障子に

することで自然の因子をさまざまに制御することができ

るO そして日本では障扉具や、衝立、のれんなどの可動

性のある軽量の“壁"が発達した。

.壁材とインテリアテキスタイル

欧米系建築の組積式構造の壁は何よりも強さが優先し、

壁体の構成材には強度の大きいものが選ばれる O またそ

の表面を覆う材料も、壁体の保護層として撤密かつ耐久

性のあるものが必要になる O セメントモルタルはその好

例であり、強力なセメンテイング材料(ボルトランドセメ

ント)と堅固な骨材(j1I砂)でできた材料である。この徴密

の材料は必ずしも美麗とは限らず、壁面を美しく仕上げ

ようとすれば、保護層の上にさらに仕上げ専用の行程を

重ねなければならない。その結果、組積式を主流とする

建築物においては、タイル・モザイク・壁画あるいは塗

装といった仕上げ専門の行程が発達した。また、壁面を

何かで被覆する必要性から壁紙 ・壁布やタピスリーとい

った壁面装飾が発達し、カ ーテ ン、カーペット、じゅう

草間詰雄作品 rLandscapeWallj 
2109X695cmX2 1989年
京都ブライトンホテル (81F宴会場ロビー前)

たんなどのインテ

リアテキスタイル

として発展してい

った。それは、イ

ンテリア素材とし

てのテキスタイル

が無機的な建築空

間を、骨抜高佐素材の

特有の柔らかなテ

クスチュアで包み

込み、安らぎのあ

る空間に変容させ

る特色があるか

らであろう O



.現代の日本建築

近代日本の特に公共施設等において、欧米式の建築工

法が盛んに採用されるようになった。つまり、新しい建

築材料である鉄筋コンクリートと、鉄骨の構造法が導入

された。そして、現代では一般の住宅においてさえも主

流となった不燃性構造材料(鉄骨や鉄筋コンクリート、ブ

ロック)によって様々な建築物が建設され、日本の木造建

築は急激に少なくなった。有史以来、木造建築の国であ

った日本は昭和三十年代において既に木造の比率が過半

を割ってしまった。都市建築は、都市文明と技術の進展

に対応して、大規模化し、高層化し、そして多目的化(複

雑化)していった。さらに、建築に使用される材料が木材、

土、紙、そして蘭草などの自然素材からコンクリート、

金属、ガラスといった無機的な素材を中心としたものに

変わったことで建築内部の空間の意識が相当変化したこ

とは言うまでもない。日本人の日常生活の中でいつも接

してきた自然の素材が、現代の建築空間から次第に無く

なりつつある。

-公的空間における美術作品

一般lこノfブρリックアートと呼ばれる、公的空間に設置

されている美術作品は、美術コレクターが個人的に所有

している作品に対して、不特定多数の市民が日常的に接

することのできるものである O しかし、ただ単に公的空

間に設置された身近な美術作品としてだけの捉え方はで

きない。パブリックアートは社会的あるいは政治的な側

面をもっ特別なジ、ヤンルの芸術といえる。

.1彫刻のある街づくりJ
昭和三十年代に開始された日本における「彫刻のある街

づくりj事業は、全国の地方自治体で文化行政のひとつと

して盛んに推進されている O 街づくりに関する事例とし

て、昭和五十三年(1978)に策定された神奈川県の「文化

のための 1%システム事業」がある。地域の特性や歴史を

生かした個性的で美しい施設の建設を目的として建築工

事費の 1%を美術品のために上積みするというものであ

る。また、これに似たものとして同年の兵庫県の「生活文

化をつくるための 1%システム事業j、東京都の「文化の

デザイン事業J等があげられる。

彫刻の設置事業はこのような事業の一環として、また

は社会の風潮の中で、活性化していった。結果として“形"

になる彫刻の設置事業は、わかりやすい文化事業行政と

して自治体に好まれた。また、公的空間に設置される彫

刻に対して、生活空間に文化的要素を導入する、市民に

芸術を普及啓蒙する、あるいは地域の個性を表現すると

いうような意義が見い出され、設置事業の目的に付加さ

れていった。

.アメリカ合衆国の制度

アメリカ合衆国は、日本と異なり国家レベルでの美

術作品設置事業を推進している O 大きくは、公共施設

庁 (GSA)と全米芸術基金(阻A)の二つの所管があり、

1988年で全米二十都市で施行されている i%forArtsJ 

の条例も重要な存在である。

GSAの政策名は、「美術を建築にj というもので、

1963年度より実施されているもので、公的な建築物の

建設にあたって、工事費の0.5%を美術作品にあてると

いうものである o i%for ArtsJの条例はGSAの地方版に

位置付けられ、同様に 1%から 2%を美術作品にあてて

いる O このように建築物の建設時に工事費の一定の範

囲内で美術品を導入する制度は、 1960年にフランスに

おいて始まった。

また、日本の「彫刻のある街づくり」事業に相当する

政策は、阻Aによる 「公的空間における美術作品設置計

画jである O これは、 1966年から実施され、自治体や

非営利団体に美術作品設置経費の半額にあたる補助金

を支給する制度である。

.パブリックアー卜の可能性

パブリックアートは、その設置事業の性格上、社会

と強いかかわりを持つという点で、過去の宗教芸術に

似た側面を持っとも考えられる O それは、中世のヨー

ロッパの教会のなかに吊された一枚の“タピスリー"

のような存在である O かつて人々は宗教を介して芸術

と親密な関係を持つことができた。しかし、近代社会

において芸術は宗教から解放され自立するが、同時に

市民社会からも遊離してしまった。また逆に芸術の一

部は商業社会に呑みこまれ、商品として流通するよう

になった。こういう j犬況のなかで、パブリックアート

は現代社会と強い関係性を持つことにより、再び芸術

と人々の親密な関係を回復できる可能性に富んでいる

ものとして注目されている O そして、今後の美術ある

いは芸術全体の中で、パブリックアートの果たす役割

も非常に大きいと考えられる。

福本繁樹作品 『襲・流麗'88-1J 80X520cm 1988年
京都ブライト ンホテル (1Fテラスレストラン内)
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.ファイバーアートの現在

・現代美術の中で

主に蹴佐素材を使用し、その表現技法が染織をベースと

したファイパーアートと呼ばれる現代の造形作品の源泉

は、タピスリーにあることは述べてきた。そして、その展

開の歴史はアメリカの抽象表現など、それぞれの時代の新

しい美術の流れを色濃く映し出してきた。

1960年代に彫刻の分野でソフトスカルプチャーが登場

した。それは、文字通り布やビニールなどの柔らかな素材

を使った立体作品で、あった。ファイバーアートの分野の織

作品も、それらに刺激されますます立体化していった。そ

の後、それらの一部は、ソフ トマテリアルを使った現代美

術の立体作品に肩を並べ、“ソフトスカルプチャー"とよ

ばれる立体造形の新分野を確立した。

日本の現代美術にとって80年代は、従来の欧米の現代

美術を意識した時代から、日本の独自性が問われる時代で

あった。表現素材として自然素材が注目され、紙・木・

竹・糸・布などを使った作品や、複合素材を使ったミクス

ト・メディアの作品が現代美術の世界において数多くみら

れるようになった。素材的な側面でそれらはファイパー

アート と呼べなくはなかった。現代美術における素材と技

術(技法)の解放は、あらゆる造形分野の垣根を取り払ったO

.表現方法と素材

ファイパーアートの中のソフトスカルプチャーという作

品群は、従来の彫刻に用いられた石・木・金属などのかたい

素材で、は困難で、あった構成方法を柔らかな素材を利用する

ことで、きわめて多彩な構成方法を可能にし、その過程で

素材 (マテリアル)そのものの範囲も広げていった。また

一方、現代美術における空間全体を作品化するインスタ

レーションという最も現代的な表現方法は、市断佐素材によ

る作品の可能性をさらに拡大した。

表現技法としての織・編はもちろん結ぶ・巻く ・組む・刺

す・縫う・張る ・固める・重ねる ・貼る・吊る ・垂らす・置く等の

制作意図に応じた表現方法が採用され、素材も羊毛・麻・木

綿などの織素材に原毛・馬毛・羽毛・皮 (毛皮)・樹皮・木片・

竹・ロープ・合成繊維・金属線・紙・フィルム・チューブなどの

使用が試みられた。また、近年ではハイテク素材や自然環

境の面からエコ (リサイクル)素材といったものも登場し、

断在素材 (ファイバー)の概念もずいぶん変イじしていった。

.ファイバーアートの表現

ファイバーアートの作品は現代造形におけるあらゆる空

間表現の方法論によって実験され、その可能性を模索して

いるO その結果、素材や表現方法の可能性を広げすぎるこ

とで今の現代美術同様に混沌とした状況に陥る危険性も充

分にある。しかし、 F載維素材による造形は、広い空間にあ

ればあるほどその特性が出せる分野であり、その素材性を

生かした表現は、まだまだ様々な可能性を持っていると思

われる。ファイバーアートの世界は、かつての物を見せる

表現から、t断佐素材の性質を借りて、いかに空間を見せる

表現ができるかが問題になっている。

さらに、国際的な展覧会で大きな作品を奨励したことも

あり 、ファイパーアートの作品は巨大化していった。大き

く重厚な作品は次第に、現代の都市空間の中で適切な位置

を見い出すようになり、今日まで続いている建築物のため

のファイバーアート作品のコミッションワーク(委託制作)

の先駆けとなっていった。また、従来まで、の美神f館やギャ

ラリーでの発表という形式だけでなく、パフォーマンスと

のコラボレーション (合作)による舞台装置への展開等、

新しい試みも活発に行われている。

久保田繁雄 作品 WEchoof The Oceean j 
191 OX 1590cm 1989年
京都ブライトンホテル (1Fロビー横)

-ファイバーアートの可能性

.ファイバ-アー卜の機能

近年社会的に広がりをもったファイバーアートの作品は、各

種の公的空間やホテル等の商業空間への作品設置の機会も増え、

ドライでハードな素材で構成されることの多い現代建築を快い

空間に変質させている。これは、暖かで柔らかな要素で包まれ

て暮らしていきたいと願う人間の本能というべき要求を満たし、

月朋虫りの感触が生理的・キ青神的に深い安堵感を与え、心地よい

安らぎを与えてくれるからであろう。特にt蹴佐の造斉舛却には、

中にできる空気層が断熱層を形成し、刻云導者尉克を高め保温効

果をもたらし、防音効果に優れ消音効果に富むことも大きなメ

リットとして上げられる。

一方、自然素材を中心とするファイバーアートは、その性質上

長期的に空間に設置される場合例府都里が重要な問題となる。

挨や煙草の煙害による汚九そして紫外線による退色等、漸訟の

技法をベースにしているがためのメンテナンスカ泌要とされる。



.ファイバーアテイス卜の新しい試み

ファイパーアテイストがコミッションワークという形で

建築物の内部空間の仕事に関わる機会が増すことで、彼等

の作品は必然的に耐久性・耐火性等のある一定の条件や基

準を満たすことが必要となった。その中から新しい素材の

提案や新しい表現の試みも生まれてきた。その一つの例と

してコンピュータ技術と工業的な素材及びプロセスによっ

て生まれた革新的な3蹴佐や、それを撚った糸、またそれらを

製織した織物は、これからの建築物の内装や空間の装置と

して有用であり、かつ魅力的な素材として注目されている。

また、産業界と協力し新しいタイプの内装やインテリア

ファブリ ック等のデザイン・企画に参加することで、ファ

イパーアテイストは彼等の生活をより安定させ、かつ知名

度を上げることが期待できる。 一方、産業界のメ リットと

しては、新しい素材や技術が作家独自の発想によって新し

い表現形態を生み出すインスピレーションが得られること

である。こうしたファイパーアテイストと産業界の協力関

係はお互いの可能性を広げていく上でこれから益々重要に

なってくると考えられる。

.コミッションワーク(委託制作)

日本のファイパーアートに大きな影響を及ぼしてきた欧

米では、パブリックアート設置の事業を始めアート を環境

の中に取り込んでいくことに必要なコストを負担する意識

が人々の心にネ艮付いている。そこには、それらをパックア

ップする制度がしっかりと確立しているという事実が起因

しているからであろう O これらの土壌のもと、欧米の現代

のファイバーアーテイス ト達は積極的にコミッションワーク

を推し進めている。日本でも彫刻作品の設置の数には及ば

ないが、近年ファイバーアーテイストが建築家やデザイナー

達と協力して空間を演出する機会も随分増えてきている。

不特定多数の人々が利用する公共空間でのアートはそれ

ぞれに重要な社会性を持っている。よりよい環境造りのた

めには、多くの分野の専門家がそれぞれのジャンルを超え

て幅広く意見の交換を行い、相互に作用し合うことが必要

であると考えられる。

朝倉美津子作品 WORITATAMUj85X480cm 1992年
京都ブライトンホテル (ロビーカウンタ一後)

.調査場所

東京全日空ホテル (草間詰雄、福本繁樹作品)

新宿パークホテル(三橋遵作品)

京都全日空ホテル (福本繁樹作品)

京都ホテル(大手裕子作品)

グランピィア京都(小林正和、 小林尚美、磯辺晴美、

野田涼美、三浦景生、森口邦彦、

等作品)

ブライ トンホテル(草間詰雄、久保田繁雄、福本繁樹、

朝倉美津子、等作品)

尚、京都ブライトンホテルではホテル内に展示されてい

る作品を写真撮影させていただき、草間詰雄、久保田繁雄、

福本繁樹、朝倉美津子、各氏の作品写真を掲載させていた

だいた。
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