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ガラスのピラミッド開館 10 周年記念展 

狩野 哲郎  Abstract maps, Concrete territories／あいまいな地図、明確なテリトリー  

2013 年 7 月 26 日［金］−8 月 25 日［日］  

モエレ沼公園ガラスのピラミッド 

 

モエレ沼公園では、ガラスのピラミッド開館 10 周年記念展の第 2 弾として「狩野哲

郎 あいまいな地図、明確なテリトリー」を開催します。狩野哲郎（1980 年宮城県生

まれ、東京都在住）は、鳥よけや園芸用品などから作り上げた「風景」の中に、植物や

動物など人間がコントロール出来ないものを取り込んだ作品シリーズ「自然の設計

/Naturplan」等で、注目を集めている気鋭の若手作家です。近年、国内外での滞在制

作を中心に、活発に作品を発表しています。2011 年に東京都現代美術館で開催された

ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクトの第一弾「自然の設計」展や、札幌の新

しいアートスペース「500m 美術館」で開催された「日常の冒険」展での糸やシール、

釣り具などを使ったウォールドローイングが記憶に新しいでしょう。  

本展ではガラスのピラミッドのアトリウム空間、ギャラリースペース、そしてそこか

ら繋がる芝生エリアを舞台に、新作インスタレーションを展示する予定です。それは人

間から見ると大きな鳥かごのようでもあるし、一方、鳥から見るとひとつの都市とも捉

えられるものとなります。狩野が投げかける曖昧でいくつもの視点を内包する世界は、

鳥という他者に意識を傾けることで、これまで認識することのなかった新たな知覚が存

在することを示します。 

モエレ沼公園の可能性を切り拓く、新しい試みをどうぞご覧ください。 

 

【開催概要】 

会  期：2013 年 7 月 26 日［金］−8 月 25 日［日］ *会期中無休  

開催時間：9:30-17:00  *7/27 は花火大会のため 16 時まで（雨天の場合は翌日に順延） 

入場料金：無料 

会  場：モエレ沼公園ガラスのピラミッドおよび周辺屋外    

アクセス：地下鉄東豊線「環状通東駅」から北海道中央バス「東 69 番あいの里教育大駅前行」か「東 79 番中沼小学校通行」に乗車後、

所要時間約 20 分でバス停「モエレ公園東口」。 

またバス停「バスセンター」、「麻生駅」、「栄町駅」他、市内各所から「モエレ沼公園行」の期間限定バスも運行。 

 

主  催／公益財団法人札幌市公園緑化協会  

後  援／札幌市、札幌市教育委員会、北海道、北海道教育委員会 

協  力／札幌市円山動物園、円山陶房、FAbULOUS、LPACK、RAWPLAN、salon cojica、YUKA TSURUNO GALLERY 

協  賛／サンベンディング北海道、AGC 硝子建材株式会社北海道支社 

 

 

《自然の設計/Naturplan》2012 年 ©KANO Tetsuro 



MOERENUMA PARK                                             PRESS RELEASE 2013/6/19 

2 

 

本展の見どころ 

・今回発表されるのは全て新作。自身初となる札幌の陶房で焼成したガラスや既製品の磁器のコラージュを出品します。 

・ギャラリースペースでは大きな鳥かごであるかのようなインスタレーションを制作。展示作品の一部として空間内に鳥を放ちます。 

・関連イベントとして、札幌市円山動物園の名物飼育員であり鷹匠でもある本田直也氏とのトークイベントを開催。また、プレイベン

トでは、反対に狩野が円山動物園に赴き、アーティストユニット L PACK とともに「コーヒーのある風景」を作ります。 

・市内の人気カフェ FAbULOUS、ギャラリーである salon cojica でも 2 つの狩野哲郎展を同時開催。各会場で異なるコンセプトの作

品を発表。狩野作品の多角的な魅力をおいしいコーヒーやスイーツとともに楽しめます。 

作家プロフィール 

狩野哲郎 KANO Tetsuro 

1980 年宮城県生まれ。東京都在住。 

東京造形大学造形学部デザイン学科（環境デザイン/都市環境コース）卒業、同大学院造形研究科（美術

研究領域修士課程/絵画コース）修了。狩猟免許（わな・網猟）取得。鳥や植物、果実といった自然物や

拾得物、既製品等の広義のファウンドオブジェクトとさまざまな素材を組み合わせ作品を制作。近年

「SEOKSU ART PROJECT」(2010、韓国)、「NEO-TOPIA」(2010、秋吉台国際芸術村、山口)、「吃驚 

BIKKURI」(2010、国際芸術センター青森)、「純粋な標識 / Clear signs, Vivid tones」(2012、ハラ ミ

ュージアム アーク、群馬)など数多くのレジデンスや滞在制作型のプロジェクトに参加。主な個展に「自

然の設計 / Naturplan」(2011、ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト、東京都現代美術館)、「一本で複数の木 / Protean wood」

（2012、YUKA TSURUNO、東京）、グループ展に「呼吸する環礁―モルディブ-日本現代美術展」(2012、モルディブ国立美術館)、「庭

をめぐれば」(2012、ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡)などがある。  www.tkano.com/ 

 

作家の制作ノートから  

あの山はここがモエレと呼ばれるようになった頃にはまだ見えなかった。 地図には存在しない「透明な山」だった。  

地図には存在しない山も現地には存在している。 私たちにはより新しい地図が必要だ。 さもなくば山も雲も岬も見えないままだ。 誰

かが海に出てそれを名付けるまで私たちには岬を見ることはできなかった。 イサム・ノグチはモエレ山を可視化した。 私たちの地図

を書き換えた。 

鳥は先天的な方向感覚で「魔術的な道」を知っているという。 

夕暮れ時にモエレ山の頂上からガラスのピラミッドの方を眺めると、鳥たちが山頂を横目に沼の方へと飛んでいく。 彼らの地図に山は

記述されているのだろうか。 

山にたとえばたくさんのレンゲの種を蒔く、植生が変化する。 私たちにとっては山肌の色がすこし変わったように見えるだけかもしれ

ない。 しかしたとえば蜜蜂の地図は書き換えられ、それはモエレ山を記述するのと近しいことだ。  

私たちには読めない無数の地図があることを想像する。  

「鏡の中の鏡の背面」ほど不可知なものではないのだから。 

誰かのための「自然の設計」についていつも考えている。 
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関連プログラム  

１）トークプログラム 対談「動物たちの見えない地図」 

出演：狩野哲郎（本展出品作家）・本田直也（札幌市円山動物園飼育員・鷹匠） 

開催日時：8 月 4 日［日］14 時～15 時 45 分 

参加費：無料 定員：80 名 *要予約 

会場：ガラスのピラミッド 1F スペース 1、2F スペース 2 

 

２）週末ミニコンサート 鳥をめぐるクラシック音楽から 

開催日時：8 月 17 日［土］ 1 回目 14 時 2 回目 16 時 30 分 （各回 30 分） 入場: 無料 

出演：アウリス・マンドリン・アンサンブル 会場：ガラスのピラミッド 1F アトリウム 1 

アウリス・マンドリン・アンサンブル 

1998 年に札幌で結成されたマンドリン・オーケストラムジカ・クラシカ”Ｔ”の首席奏者アンサンブルとし

て活動を開始、市民ロビーコンサートを始め、札幌市内各所で演奏活動を行っている。 

2006 年、CD「失われた恋」をリリース。2008 年より「アウリス・マンドリン・アンサンブル」として活

動を開始、2009 年 2 月に道立文学館において第 1 回演奏会、2009 年 6 月に東京の団体「ヴァロールクイ

ンテット」とのジョイントコンサートをザ・ルーテルホールにおいて開催。 

2011 年、メンバー交代を行い、活動を再開。 

 

プレイベント L PACK in 円山動物園「氷山・コーヒー」 

開催日時：2013 年 7 月 6 日（土）11 時～14 時（材料がなくなり次第終了） 参加費：無料 *入園料要 参加方法：当日会場へ 

会場：札幌市円山動物園 エゾシカ・オオカミ舎 横（住所：札幌市中央区宮ヶ丘 3 番地 1） 共催：札幌市円山動物園 

アーティストユニット L PACK が狩野哲郎の作品とともに「コーヒーのある風景」を作りに円山動物園にやってきます。 

ドリップしたホットコーヒーを大きな氷山の上でくるくる冷やしてアイスコーヒーをつくりましょう！ 

L PACK （エルパック） 

小田桐奨（おだぎりすすむ、1984 年青森県生まれ）と中嶋哲矢（なかじまてつや、1984 年静岡県生ま

れ）からなるユニット（2007 年結成）。臨機応変な空間演出によって「コーヒーのある風景」をつくり、

まちの要素の一部となることを目指し活動を続ける。2010 年秋より 2012 年春まで「竜宮美術旅館」（横

浜）を運営。2012 年夏より「きたもとアトリエハウス」（埼玉）、2013 年はあいちトリエンナーレ期間中

の長者町に、まちと共同で運営する「ビジターセンター＆スタンドカフェ」をオープンする。 

本田直也 

1996 年より円山動物園勤務。爬虫類、両生類、猛禽類担当、学芸員。NPO 法人日本放鷹協会認定諏訪流鷹

匠。2002 年にヨウスコウワニの繁殖で「高碕賞」、2007 年に市民 ZOO ネットワーク「動物園人賞」を受

賞。自宅でも犬猫をはじめ、爬虫類や猛禽類など多数の動物を管理しており、仕事における「稽古場」とし

て機能している。 
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同時開催 

モエレ沼公園での展覧会と同時期に、札幌市内の 2 つのカフェ、ギャラリーで狩野哲郎展が開催されます。おいしいコーヒーやスイーツ

とともに、モエレ沼公園会場とは異なる魅力の狩野作品に出合いに行きませんか。salon cojica では狩野展にあわせた特別メニューもご

用意しています。 

２つの会場からモエレ沼公園へは、バス停「バスセンター」とバス停「モエレ沼公園」を往復する北海道中央バスの期間限定バス「東 6 モ

エレ沼公園」行が運行していて、展覧会を巡るのに便利です。ぜひご利用ください。 

 

野生のストラクチャ / Savage structures 

会期：2013 年 7 月 27 日［土］―8 月 24 日［土］ 

時間：14:00-22:00 休廊日：日曜日/月曜日 

会場：salon cojica 札幌市中央区北 3 条東 2 丁目中西ビル 1F  

TEL:011-522-7660  www.salon-cojica.com 

アクセス：地下鉄東西線バスセンター駅 3 番出口から徒歩 10 分／札

幌駅から徒歩 7 分／大通駅から徒歩 15 分 

主催・企画：salon cojica 協力：公益財団法人札幌市公園緑化協会 

 

 

FAbULOUS WALL 

類推の峰、峰 / Metaphysical peaks 

会期：2013 年 7 月 11 日［木］-8 月 11 日［日］ 

時間：11:00 - 23:30（最終日は 21:00 まで） 

定休日：なし（パーティー等で貸切となる場合があります） 

会場：FAbULOUS 札幌市中央区南 1 条東 2 丁目 3-1 NKC ビル 1F 

TEL:011-271-0310 www.rounduptrading.com 

アクセス：地下鉄東西線バスセンター駅 3 番出口から徒歩 1 分・大

通駅 34 番出口から徒歩 5 分 

主催：FAbULOUS 企画：RAWPLAN 協力：公益財団法人札幌市

公園緑化協会 

 

 

 

お問い合わせ 

担当：モエレ沼公園 学芸員 宮井和美 〒007-0011 北海道札幌市東区モエレ沼公園 1-1 

TEL:011-790-1231 FAX:011-792-2595   E-mail: miyai.kazumi@sapporo-park.or.jp 

www.sapporo-park.or.jp/moere/ https://www.facebook.com/moerenumapark  https://twitter.com/moerenumapark 

《野生のストラクチャ/ Savage structures》2013 年 ©KANO Tetsuro 

《島々の花輪/ Necklace Islands》2012 年 ©KANO Tetsuro 
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図版 1 《自然の設計/Naturplan》2011 年 ©KANO Tetsuro  

 

図版 2 《自然の設計/Naturplan》2012 年 ©KANO Tetsuro   *p.1,p.4 の図版もあり  


