
 
 

 

 

 

プレスリリース  

2019 年 1 月 15 日｜香港 

エンカウンターズ - 世界で活躍するアーティストによる意欲的な 12 のプロジェクトの

開催を発表 

 

2019 年度のエンカウンターズ部門では、12 の大型インスタレーション作品を展示いた

します。その内 8 作品は今回のアート・バーゼル香港で初めて発表される作品です。ア

ートスペースシドニーのエグゼクティブ・ディレクターでキュレーターのアレクシィ

ー・グラス・カントワーは「Still We Rise」というタイトルを掲げ、トニー・アルバー

ト、ジョエル・アンドリアノメアリソア、ホセ・ダビラ、ラティファ・エシャクシュ、

エルムグリーン＆ドラッグセット、ゲラシモス・フロラトス、ミット・ジャイイン、

イ・ブル、ピナリー・サンピタック、塩田千春、サイモン・スターリング、そして ザオ

ザオ（赵赵）らの作品を紹介する予定です。 

MGMリゾーツ・アート＆カルチャーの支援の元、作品は２つの展示会場を横断する 4

つの大通りに沿って展示されます。UBS をリードパートナーとするアート・バーゼルは

香港コンベンション＆エキシビションセンター（HKCEC ）を会場に、2019 年 3 月 29

日（金）から 3 月 31 日（日）まで開催されます。  

今年の当部門では、昨今議題となっている過去と未来への不透明な方向性と不確実性に

焦点を充て、平凡なマテリアルの再構築を通して現代社会の複雑さの表彰を試みる様々

な経歴と年代のアーティストを紹介します。部門キュレーターのアレクシィー・グラ

ス・カントワーは「今年のエンカンターズでは、行動を促しながらも同時にまるで絶望

の中に希望を見出すように、再生、刷新そして昇華といった命題を提唱してゆきます。

展示される大型作品は、訪れる観客それぞれに、探求と発見、そして今日の問題にどの

ように取り組むべきかを考える場を提供してゆきます。」と語ります。 

 

最初の展示は、SF や近代主義、ディストピア的物語などを参照するイ・ブルの

『Willing To Be Vulnerable – Metalized Balloon』で幕を開けます。ギャルリ タダエ



ス・ロパック、リーマン・モーピン、そして PKM ギャラリーによって発表されるこの作

品は全長 10 メートル、1937 年のヒンデンブルク号事故時のツェッペリン型飛行船をレ

プリカにしており、イ・ブルが継続して取り組んできた理想郷の不可能性を検証してい

ます。ホセ・ダビラは、ジョセフ・アルバースの数学的に決定された正方形の色彩を通

して、その理論の後世への影響と洞察を試みる自身の継続したシリーズ『Homage to 

The Square』を出品します。ショーン・ケリーより発表されるこのインスタレーション

は動く彫刻から成り、その動きと色彩の屈折は来場者が作品を通るたびに連動して織り

なされます。 

 

クッチェ・ギャラリー、マッシモ・デ・カルロそしてペロタンの 3 ギャラリーは共同で

エルムグリーン＆ドラッグセットの新作を発表します。香港などの街の持つ超現実性を

取り上げ、街と建物を逆さまに展示する作品『City in the Sky』は、観客それぞれに理

想の街の未来像について考えることを促します。 

 

2019 年度は、多くの参加作家の作品の中から幅広い観客にまだ馴染みの薄い作品を取

り上げます。日常のマテリアルを使用しながらもそこに多くの命題を含有した作品とし

て、ミット・ジャイインの『Planes (Electric)』（シルバーレンズ＋TKG⁺）、中国人作

家 ザオザオ（赵赵）の『In Extremis』（當代唐人藝術中心）、そしてオーストラリア

人作家、トニー・アルバートの『Native Home』（サリヴァンアンドストランプフ）な

どが展示される予定です。 

 

 

エンカウンターズ部門で紹介される全作家は以下の通りです。 

トニー・アルバート、サリヴァンアンドストランプフ 

ジョエル・アンドリアノメアリソア、サブリナ・アムラニ 

ホセ・ダビラ、ショーン・ケリー 

ラティファ・エシャクシュ、カメル・ムヌール 

エルムグリーン＆ドラッグセット、クッチェ・ギャラリー、マッシモ・デ・カルロ、ペ

ロタン 

ゲラシモス・フロラトス、ピラー・コリアス  

ミット・ジャイイン、シルバーレンズ、TKG⁺ 

イ・ブル、ギャルリ タダエス・ロパック、リーマン・モーピン、PKM ギャラリー 



ピナリー・サンピタック、STPI  

塩田千春、テンプロン 

サイモン・スターリング、 ノイガーリームシュナイダー 

ザオザオ（赵赵）、當代唐人藝術中心（Tang Contemporary Art） 

 

詳しくは artbasel.com/hongkong/encounters をご覧ください。 

 

編集者の皆様へ 

 

アレクシィー・グラス・カントワーについて  

キュレーター、執筆家、そしてシドニーの現代美術施設・アートスペースシドニーのエ

グゼクティブ・ディレクターであるアレクシィー・グラス・カントワーは、これまでア

ジア太平洋地域並びに国際舞台におけるキュレーションに携わってきました。彼女が協

働で手がけてきたキュラトリアル・プロジェクトに、アートソンジェセンター（韓

国）、Protocinema（トルコ）、クンストハレ・トリビシ（グルジア）、ダッカ・アー

ト・サミット （バングラディッシュ）、パフォーマ 15 ＋プリンテッド・マター・イン

ク（ニューヨーク）、ICA＋チセンヘール・ギャラリー（ロンドン）、第 12 回アデレー

ドビエンナーレ（南オーストラリア州立美術館、オーストラリア） 、伊比利亚当代艺术

中心（Iberia Center for Contemporary Art、北京）、第 13 回 SITE サンタフェ・ビ

エンナーレ（ニューメキシコ）、ガートルード・コンテンポラリー＋メルボルン国際ア

ートフェスティバル+MONA（ホバート）などがある。 

 

アート・バーゼルについて  

1970 年、バーゼルのギャラリストたちによって設立されたアート・バーゼルは、近現

代美術を紹介する世界随一のアートフェアを、バーゼル、マイアミ・ビーチ、香港で開

催しています。開催都市と地域によってそれぞれのフェアには独自性がうまれ、それは

参加ギャラリーや展示される作品、また各回ごとに展開される地元機関とのコラボレー

ションにより同時開催されているプログラム内容にもあらわれています。 

 

アート・バーゼルの役割はアートフェアの領域を超えて拡大し、多くのイニシアチブも

展開しています。その一つのアート・バーゼル・シティズでは、各パートナー都市に合

http://www.artbasel.com/hongkong/encounters


わせた文化プログラムを考え、協働しています。詳しくは artbasel.com をご覧くださ

い。 

 

アート・バーゼル香港 選考委員会  

マッシモ・デ・カルロ、マッシモ・デ・カルロ・ギャラリー（ミラノ／ロンドン／香

港） 

エミ・ユ、STPI（シンガポール） 

デヴィッド・モーピン、リーマン・モーピン・ギャラリー（ニューヨーク／香港／ソウ

ル）  

ウル ス・マイレ、ウルス・マイレ・ギャラリー（ルツェルン／北京） 

蜷川敦子、タケ ニナガワ （東京） 

ボヨン・スン、クッチェ・ギャラリー（ソウル／釜山） 

張巍（Zhang Wei）、ヴィタミン・クリエイティヴ・ スペース（広州／北京） 

 

ディスカバリーズ・インサイト部門専任担当 

ヴァネッサ・カルロス、カルロス/イシカワ（ロンドン） 

パトリック・リー、ワン・アンド・ジェイ・ギャラリー（ソウル） 

サイモン・ワン、アンテナ・スペース（上海） 

 

パートナー  

UBS は過去 25 年間に渡り、グローバル・リード・パートナーとして、アート・バーゼ

ルを支援してきました。アート・バーゼルのグローバルネットワークが広がるにつれ

て、UBS は 3 ヶ所全てのフェア、並びにアート・バーゼル/UBS グローバルアートマー

ケットリポートの共同出版者として、そのパートナーシップを拡大しました。UBS はま

た、長年にわたり、現代美術に深くかかわってきた実績をもっています 。世界的に最も

優れた現代美術の企業コレクションのひとつに数えられているコレクションは、世界 75

カ国の作家による 30,000 作品を保有しています。美術界をリードする世界中の美術機

関とのパートナーシップを通して、人々が現代美術に触れられる機会を積極的に創り出

しています。UBS の現代美術への取り組みについては、ubs.com/art をご覧ください。 

 

MGM リゾーツ・アート＆カルチャーは、エンカウンターズ部門を支援しています。長年

に渡り、MGM リゾーツ・アート＆カルチャーが実現してきたひとつひとつのインスタレ

ーション、コレクション、並びに共同事業は、そのアーティストや環境、それらがもた

http://ubs.com/art


らす全ての経験を慎重に考慮して進められてきました。より詳しい情報はこちらをご参

照下さい。（mgmresorts.com/artandculture） 

 

アソシエイト・パートナーとしてフェアを支援するのは、世界有数のエンターテインメ

ント会社のひとつであり公共空間においてのアートの紹介や支援に長年に力を注いでき

た MGM リゾーツ・インターナショナルと、オーデマ・ピゲ・アート・コミッションを

立ち上げ現代美術の領域でもその活動を拡大しつつあるオーデマ ・ピゲです。アート・

バーゼルはまた、協働で BMW アート・ジャーニーを立ち上げた BMW 社や、ルイナー

ル、サンロレント、ラ・プレーリー社からもからも国際的な支援を受けています。 

 

香港の地域パートナーは、ディオール、スワイヤー・プロパティーズ、HTC Vive、クイ

ンテセンシャリー、ムレイ・ホテル香港、ザ・ペニンシュラ、そしてスイス・エアライ

ンズです。グローバルメディアパートナーはフィナンシャル・タイムズです。パートナ

ーシップについての詳細は artbasel.com/partners. をご覧ください。 

 

内覧会 （招待制） 

2019 年 3 月 27 日（水）午後 2～8 時 

2019 年 3 月 28 日（木）午後 1～5 時  

2019 年 3 月 29 日（金）正午～午後 1 時 

2019 年 3 月 30 日（土）正午～午後 1 時 

 

ヴェルニサージュ 

2019 年 3 月 28 日（火）午後 5～9 時 

 

一般公開 

2019 年 3 月 29 日（金）午後１～8 時 

2019 年 3 月 30 日（土）午後 1～8 時 

2019 年 3 月 31 日（日）午前 11 時～午後 6 時 

 

 

プレス認定 

プレス認定のオンライン登録は、2019 年 1 月の末より開始されます。 

詳しくは artbasel.com/accreditation をご覧ください。  



 

今後のアート・バーゼル開催予定 

香港   2019 年 3 月 29-31 日 

バーゼル  2019 年 6 月 13-16 日 

マイアミ・ビーチ 2019 年 12 月 5-8 日  

 

オンラインプレス情報  

プレス情報、画像は artbasel.com/press から直接ダウンロードしていただけます。  

報道関係者の方はメディアメーリングリストにご登録いただくと、アート・バーゼルの

情報を受け取ることができます。  

 

アート・バーゼルに関する最新情報は artbasel.com、また、facebook.com/artbasel 

をはじめ、インスタグラム、ツイッター、Weibo、Wechat などの SNS では 

@artbasel でフォロー頂けます。 

 

プレス連絡先 

アート・バーゼル  

Sarah Degen 

Tel. +41 58 206 2706、press@artbasel.com  

 

アジア向け PR 担当 

SUTTON Erica Siu  

Tel. +852 2528 0792、erica@suttonpr.com 

 

欧州向け PR 担当 

SUTTON Rosie O'Reilly 

Tel. +44 20 7183 3577、rosie@suttonpr.com 

 

南北アメリカ、中東、アフリカ向け PR 担当  

FITZ & CO Allison Therrien 

Tel. +1 646 589 0922、atherrien@fitzandco.art 
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