
10月 16日から11月 15日まで、NY

のサンダラム・タンゴア・ギャラリー
での個展「KISETSU (SEASONS)」
を成功させたMiya Ando。鉄やア
ルミといったメタル素材を使って多彩
なアートを生み出してきた彼女、今
回は大きな作品を手がけたり、これ
まで以上にカラフルなメタル作品や、
新しい素材を使った作品を披露。日
本とロシア系アメリカ人のハーフで、
北カリフォルニアのサンタクルーズで
生まれ育ち、NYを活動拠点にする
も、刀鍛冶・安藤正勝の子孫で、幼
少の頃は祖父のいる岡山のお寺で過
ごしてきたバックグラウンドは、今回
の作品にも活かされている。
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から、それは「儚い」の反対になる。そこも考

えて作ってたんです。

FLJ　前にもメタルで作る作品の魅力は、光

が反射したり、映り込んだりして、その時を逃

したら同じものが観れないところだって言っ

てたから、今回もそれは強く出てるのかな。

MIYA　その微妙さが好きなんです。光も

ちょっと変わると色も変わる。そこがメタ

ルの魅力で、スゴく面白いと思ってずっと

作品に使ってる。朝の光でその作品を観る

のと、夕方観るのとでは全然違うっていう

のも、何か微妙で好きなんです。

FLJ　メタルの作品は、昔は全部鉄で作っ

ていて、今はアルミナでAluzome（アルゾ

メ）っていう染め方で作っているっていう

話を前に聞いたんだけど、技術的な面では

今回はどう作ってるの？

MIYA　8年間はずっと鉄で作っていて、そ

こからアルミナのアルゾメを始めるように

なって。今回は鉄と同じテクニックで、漆に

似ているラッカーを使ったりして。今回の

新しいマテリアルは、車のペイントに使う

ジェラティンで、薄いクリアを使ってる。あ

とは、顔料とかウレタン、樹脂とかを使って

るのね。

FLJ　今回は、黄色とかゴールドとか、スゴ

くきれいな色が出てるのも新鮮だった。

MIYA　ゴールドは新しいかな。基本的に

アルミナとか鉄ってシルバーだし、私もグ

レーとかの渋い色がスゴく好きだから。今

回は夏の気持ち、明るい太陽であったかく

て、海がブルーな感じとか、緑の草とか、

そんな感じを入れてみたの。ゴールドの色

にもチャレンジしようと思って。どういう

風にシルバーのグレーの色のマテリアル

をゴールドにできるのか。毎回同じような

感じだとつまらなくなってしまうから、自

分でどういう風にチャレンジしたり、テク

ニックを使ってどうやろうかな？って考え

るのがスゴく楽しいのね。

FLJ　いろんなカラーのものが80枚ほど並

んでいるのは？

MIYA　「Shiki」（四季）っていう作品なんだ

けど、最初は全部春っぽい色で、次は夏っぽ

い感じで、秋と冬が続いてたのね。でも別々

じゃなくて混ぜた方が面白いんじゃないか

なと思って。最後に全部混ぜて全体を観る

と、これが一年かなと思って。一年間でいっ

F L J　今回のソロ・エキシビジョンは

「KISETSU (SEASONS)」がタイトルってい

うことで、一年の四季を表現しているの？

MIYA　そうそう。季節を感じさせるもの、

紅葉狩りとか紅葉、真っ暗な冬とか、春夏秋

冬のフィーリングを表現した空の色の変化

とか、そういうのを入れたかった。「季節」が

今回のテーマで、そういう色、気持ち、気分

を入れたかったのね。春の気分もあるし、冬

の気分もある。秋の葉っぱのインスタレー

ションで「Koyo」（紅葉）っていう作品があ

るんだけど、葉っぱの色の変化をグリーン

とか、薄い透明な感じとか、黄色や赤にし

て、それは秋の季節がインスピレーション

になっている。空の色が変化するのがスゴ

く好きだし、そういう空の色とか紅葉って、

自分の人生みたいで、儚い感じがするのね。

何かが変化して、それがまた毎年繰り返し

あるっていうのもスゴく好きだから。それ

で今回はそういう作品ばかりになった。

FLJ　今回は一年の季節の変化を表現してい

るから、今まで以上にいろいろな色があった

し、細かなニュアンスが入っているよね。

MIYA　メタルの作品は全部アルミナ（酸化

アルミニウム）なんだけど、アルミナって車

とかにも使われるインダストリアルな（工

業用の）固い、冷たいもので、それを空の色、

秋の色、夏の色と、季節によってどういう風

に変化できるのかチャレンジするのが面白

くて。メタルは全部の作品が光で変わるん

です。作品の前で動いたら光も動くんです

ね。そういう儚いものが好きで。光の変化も

あるし、それにプラス、季節も変化しますよ

ね。毎日天気も変わるし、季節も一年を通

して変化する。だけどそれはpermanentな

（永続する）ものでしょ。毎年冬は寒くて、春

は暖かくなる。それが繰り返しやって来る

ぱいいろんな色がある。派手な色もあるし、

大人しい色もある。気持ちも、オレンジ色と

か、真っ白とか、ちょっと違うのが入ってる

んです。

FLJ　「Momiji Gari (Viewing of Autumn 

Leaves)」という作品では、紅葉の色の変化

を表現しているよね。

MIYA　一つの葉っぱが赤から茶色になる。

それを表現したらどんな感じになるのかな

と思って。それも一つずつ、一つずつやって

いって。色は赤と茶色の二つだけなのね。だ

から、薄い赤はアルゾメで5秒とか10秒か

けてる。それと1分間とか5分間、8分間とか

10分間かけてるのがあって、一番濃い色は

20分間とか30分間、ずっとアルゾメの中に

入って染めているの。だから、この作品の

意味としては時間も入ってるのね。紅葉狩

りって、秋で、大人しい感じの時間ですよ

ね。春は花見だから、ちょっと違う。秋って、

ちょっと自分の人生とか考えたりして、素

敵だけど儚いっていうのが入ってくる。私

はスゴく好きなのね。

FLJ　儚いと言えば、霧を描いた3枚続きの

作品「Kiri (Fog)」も儚くて素敵だった。

メタル素材などを使って
「四季」の自然を表現するアート

安藤美夜
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Koyo (Transformation of Autumn Leaves) Blue Light Pink Polyptych

Akagane (Copper) triptych



Momiji Gari (Viewing of Autumn Leaves)

Kiri (Fog) Triptych

Cloud Cube Sculptures

Shiki (Four Seasons)
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ていう意味もある。英語だったら「empty」

になるんだろうけど、「empty」って、何か

があったんだけどなくなったり、あったけ

ど今はない、っていう意味で。ちょっとネガ

ティヴな感じがしますよね。だけど、「空」

にはそういうネガティヴさはない。もっと

大きくてオープンなアイデアだから。そう

いう日本語のスゴく詩的なコンセプトは

ちょっと紹介してもいいんじゃないかなと

思って。私、ハーフだから、そういう日本語

と英語を比べたりするの。

FLJ　アメリカと日本の両方を知っている

から、二つの異なる文化のバランスを取る

ことが好きなのかもね。

MIYA　そうそう。だから、両方の「美しさ」

のバランスを取った作品って、大人しいけ

ど考えが入っている。私のお母さんって茶

MIYA　私、霧が大好きなのね。私の故郷のサ

ンタクルーズって霧が多い。日本もちょっ

と霧がありますよね。子供の時から日本と

サンタクルーズを行ったり来たりで。サン

タクルーズでも日本でも、霧のイメージっ

て同じだよねと思いながら、楽しいなと

思って。霧が3つ。一つの同じ場所なんだ

けど、1分、2分、3分経って、1日、次の日、ま

たその次の日になる。同じ場所なんだけど

ちょっと変化している感じ。霧っていつも

動いてるものだから、そのちょっとした動

きがスゴく好きなのね。それでフワーッと

なってるのがメタルと一緒になる。柔らか

いものと固いものが一緒になってるのがス

ゴく好きなのね。刀にも刃紋ってあります

よね。刀の刃に雲みたいなイメージが入っ

てるんですよ。その刃紋も私はスゴく好き

なのね。

FLJ　メタルのプレートを繋げて制作した

着物「Formal Black Kimono」も良い作品

だね。

MIYA　着物は毎年作ってる。今回は真っ黒

な着物なんだけど、何年か前に私のいとこ

が岡山のお寺で結婚したのね。その結婚式

の時に、みんな家紋の入った真っ黒な着物

を着て。こういう真っ黒な家紋を使って着

物を作りたいなと思って。それで、アルゾメ

を使って、真っ黒ばかりじゃなく、真っ黒が

道の裏千家の先生なんですね。それが少し

私に影響が入っているような気がするの

ね。だから、静寂、ハーモニー、リスペクト

とかそういうのがスゴく好きなんです。だ

から今回はそういうのを作りたかったんで

すね。トラディショナルなマテリアル、日本

の漆とか、屏風とかはインスピレーション

にはなるんだけど、私はそういうトラディ

ショナルなものは作りたくはなかったの

ね。マテリアルとかテクニックが大好きだ

から、アルミナとかちょっと違う面白いマ

テリアルを使いたいなと思って。でもアイ

デアはけっこう古い昔の、歴史のあるもの

がいっぱい入ってるかな。

FLJ　それで今回は自然をそういうマテリ

アルで表現しているんだ。

MIYA　今はインターネットとか iPhoneと

ちょっと薄くなったり、濃くなったりする

のがスゴく好きで。黒い着物って、お葬式と

か結婚式とか、そういう時しかみんな着な

いから何か切ないのね。それを新しいコン

テンポラリーのマテリアルを使って、変え

たいけど守りたい、っていうアイデアもそ

こには入ってる。歴史を守りたいなってい

う気持ち、プラス、紹介したい気持ちもある

のね。今回の着物とか、家紋、紅葉、紅葉狩り

とか、そういう言葉って英語にはないから。

着物も、大事な時に着る服だし、みんな同じ

服を着るのって、スゴく素敵なアイデアだ

から、そういうのを紹介してもいいんじゃ

ないかなと思って。

FLJ　そこは日本人ならではの感覚だからね。

MIYA　そうなの。岡山って田舎じゃないん

だけど、東京とは違うから。それで、今回、焼

杉板の外に小さい下駄を置いた作品がある

のね。下駄、つまり靴を脱いでまた違う部屋

に入るのって、これはまた全然違う場所に

入ることになるから。アメリカだと靴をほ

とんど脱がないでしょ。日本だったら、ちゃ

んと玄関で脱ぎますよね。だから、この場所

と場所の間にある玄関で靴を脱いで、新し

い場所に入ります、っていうのが大切なこ

とだと思うのね。下駄が並んでて、誰かがそ

の部屋の中にいます、っていう感じのこと

はちょっと言いたかったのね。で、焼杉板は

岡山で使われてるものなんです。うちのお

寺とか、おじいちゃんとおばあちゃんの家

の外が全部焼杉板。焼いた真っ黒な杉で、

それは火事にならないようにするため。う

ちのサンタクルーズの家のすぐ外に、雷に

当たられたスゴくデッカいレッドウッドの

木があったのね。そのレッドウッドは燃え

ちゃって、中が真っ黒になって。その大きい

木の中が私たちのトゥリーハウスみたいな

ところで、毎日学校が終わるとそこで遊ん

でたの。で、真っ黒な木って、サンタクルー

ズと日本と一緒じゃん、と思って。サンタク

ルーズと岡山ってほとんど似てないんだけ

ど、私、ハーフだから、日本とアメリカで似

てるものがあったらホッとするのね。そう

いうのもあって、焼杉板の部屋を作ったの。

で、焼杉板って燃やすともっと強くなるも

のだし、その燃やしたものが人を守る、って

いうのがスゴく好きで。それで、燃やすって

いうのは、intenseな（激しい）アクション

で。私もインダストリアルでケミカルなも

のをいっぱい使って作品を作ってる。そう

いうトランスフォメーションがスゴく好き

なのね。で、その中の小さな部屋に入った

ら、一つの大きな作品が四つの壁全部にあ

る。だから「空（くう）」をタイトルにして。

空っていうのは難しい言葉で、禅の言葉で

すよね。スペースだし、空だし、何もないっ

かゲームとか、スゴい速いインフォメー

ションですよね。速いから、自然の気持ちと

か、自然の色とか、stop for a momentとか

見えない。だから今回はけっこう大人しい

作品を作ったんです。

FLJ　今後の活動予定は？

MIYA　NYに大きな教会でショーをやる予

定。新しい作品で言うと、私、真っ黒の漆

が大好きで、安藤ファミリーには漆がある

のね。それで真っ黒な作品をいっぱい作っ

たの。ちょっとだけ光と色が入った作品。

明るい感じばかりじゃなくて、暗い感じも

好きだから。やっぱりバランスかな。あと、

ビッグ・ニュースなんだけど、来年のヴェネ

チア・ビエンナーレ国際美術展に出展が決

まったの。 

Formal Black Kimono

miyaando.com

Ku (Emptiness/The Sky) Shou Sugi Ban




