
Alberto Ariza アルベルト・アリーサ

青―現在・未来・過去

デジタル写真、コラージュ、携帯電話
2019
42 x 28 ㎝

大学でデザインを学び、1990年代後半より主に映像作品を制作。コロンビア、南米各地でグループ
展に参加。

ボゴタの危険地区として悪名高かったブロンクス(Bronx)。本作はかつてドラッグの売人や路上生活
者が出入りしていた家屋のファサードを題材に制作したフォトコラージュシリーズのうちの一つで
ある。2016年より警察と市当局の介入によりそれまで公権力が及ばなかったこの地区の一斉捜索・
クリアアウトが実施され、ブロンクスはアート・文化地区として変貌を遂げるための第一歩を踏み
出した。街路の一部は写真パネルの常設展示を含むストリートミュージアムに変貌し、2018年6月に
はボゴタ市の主催でコンサート、アートのワークショップ等のプログラムを含むイベントが実施さ
れた。本作品にはスマートフォン画面の埋め込まれており、ブロンクス地区の過去（コロニアル様
式の建築）、現在（危険地区からの脱却）未来（文化観光地区としての新たなイメージの獲得）と
いう複数のレイヤーをベースとしながらブロンクス地区のイメージにおける重層性を表現したもの
である。

シリーズの他の作品 https://armatrostes.tumblr.com/imaginariosdelbronx



Manuel Rojas マヌエル・ロハス

薬指

写真　
フレキシブルなプリントサイズ　

ボゴタコンテンポラリーアートミュージアム (Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá など主
にコロンビア国内で13の個展を開催、40以上のグループ展に参加。

本作品は農業従事者やナイフ研ぎ師、家具職人などコロンビアのさまざまな肉体労働者の手を撮
影した15作品からなるシリーズのうちのひとつである。作家が取材したこうした労働者の手には
長年の重労働の結果皺がより、一部の指が欠損している場合もある。ここで問題提起されるのは
同じモノを作る、物質を操作する存在でありながら、多くが知的エリートであるアーティストに
とって、肉体労働者が社会的他者であり続けてしまうことへのジレンマと言えるのかもしれない
。自らの制作に饒舌になりがちなアーティストとは異なりここで表象される「他者」の手は私的
な領域であり、「見る」という行為によってほとんど対象化されることがないという点は重要で
ある。



Ana Maria Chamucero アナマリア・チャムセロ

Churrusco (掃除ブラシ）

馬の鬣、針金
2019
50 x 50 cm

ボゴタ市ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) にて美術を専攻。在学中の2016年より
多くのグループ展に参加。2019年クロアチアのYICCA(International Contest of Contemporary 
Art)にて最優秀賞受賞。

コロンビアの家庭で伝統的に使われる馬の鬣（たてがみ）で作られた清掃用のブラシを並列しモ
ノクロームの彫刻として完成した作品である。多くの家庭で使われながらこれまでほとんど気に
留められることがなかったこれらの用具は、経済のグローバル化によってアジア諸国などから流
入した安価な代替品に押され使われることが少なくなっている。作家によれば耐久性に優れ何年
もの使用に耐えるこの掃除ブラシは、経済的貧困の中で家庭内のあらゆる物的資源を活用し生き
延びようとするコロンビア庶民の思考をもっとも象徴的に表すものであるという。



Nicolas Franco  ニコラス・フランコ

風景のエラー

バイナリエディタによってレタッチされたデジタル写真
2019
フレキシブルなプリントサイズ

現在ボゴタ市ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) にて美術を専攻、これまで４つの
グループ展に参加。

コロンビアでは2002年のアルバロ・ウリベ政権誕生以降、国内の左翼ゲリラを強硬に排除する政
策を重要視してきた。そのため観光客が国内を旅行する上での治安は大きく改善したが、エスカ
レートした政治暴力の影響でこれまで多くの人々が命を落としている。この作品の題材となるア
ンティオキア、ナリニョ、カウカという三つの県は人権活動家やアクティビストらの暗殺件数が
とくに多いとされる。作者はこれら３つの場所で撮影された典型的な観光地の風景写真をバイナ
リエディタにより数字の羅列に還元し、そこに政治運動のさ中命を落とした人々の氏名をコード
化したものを挿入する。デジタル画像にとってDNAともいうべきデータを改変された写真はグリッ
チ効果により本来の読解が不可能なものへと変貌し、観光産業の言説からは見えにくいコロンビ
アにおける社会的実態を暗示する存在となる。



Francisco Lozada　フランシスコ・ロサーダ 

不可逆な改変 (Alteración permanente) 

木製の額、油絵具、ガラス板、セメント
2016-2020
30 cm x 25 cm

バジェ大学 (Universidad de Valle) にて美術を専攻。コロンビア国内のグループ展に多数
参加。

本作品もまた前述のブロンクス地区を題材としたものである。作者は強制排除後の同地区で
拾い集めた複数の廃品のうち、かつて誰かが写真を飾っていたであろう木製の額に大きな興
味を抱く。市政府当局の介入による地区のストリートミュージアム化やメディアでの報道を
通じわれわれはブロンクスの地区の歴史を知ることができるが、ブロンクスに出入りしてい
た人々個々人のライフヒストリーは知られることのないまま忘却されてゆく。この作品で作
者は額縁に麻布を張り、表面を黒い油絵具で塗り潰す。作品タイトル「不可逆な改変」は、
こうしてそれぞれにとって大事な何かを表象する額というモノが本来持つ機能を恒久的に無
効化することを意味するのだろう。



Adrián Preciado　アドリアン・プレシアド

燕のバナー

布、刺繍
2017
40 x 44 cm

ベネズエラ、サンクリストバル出身、ボゴタ在住。ベネズエラのロスアンデス大学 (Uni-
versidad de los Andes) にて美術を専攻。Bienal del sur (サウスビエンナーレ）など
30以上のグループ展に参加、複数の個展を開催。

ベネズエラ出身の作者は、近年のベネズエラ経済危機による国民の海外流出という現象に
テキスタイル作品を通じ取り組んでいる。国境線の視覚化は作者が制作上重要視している
問題の一つで、観光客の視点から見れば恣意的にしか見えない国境線も経済危機に瀕する
国の市民から見れば死活問題であり、自らの生や生命の可能性を外部的に規定するものと
なる。本作品は作者によるこうした特定の線形の内側に生を受けたという事実に対する終
わりなき問いかけの一部をなし、日本が描かれていることからも判るように日本のオーデ
ィエンスとの対話を意図して制作された作品である。



Valeria Montoya バレリア・モントーヤ

非=居住

写真　
2017
各30 x 20 ㎝

現在、ハベリアナ大学 (Universidad Javeriana) にて美術を専攻。2015年より複数のグ
ループ展に参加。

８つの写真からなる本シリーズは危機に遭遇したときに頭部を隠すダチョウの習性にイン
スピレーションを得て制作されたものである。作品はボゴタのような大都市で犯罪の蔓延
に象徴される貧富の格差やニュース映像に現われる社会の暗部に接しながら暮らさざるを
得ない一般市民にとって、日々の典型的な行動様式についてのひとつのメタファーとして
みることができる。当然のことながら暗い現実に目を閉ざし個々の私的ユートピアに内閉
しようとしても、現在世界が直面している社会的危機を回避したりそれらから身を守るこ
とにはならない。



Salomé Bravo サロメ・ブラボ

中断 (suspended) 2

透明なアクリル板に油彩
各27 x 37 cm

ハベリアナ大学 (Universidad Javeriana) にて美術を専攻。2008年より複数のグループ
展に参加。アートスペースRio Laboratorio代表

コロンビア社会では良く知られたソアチャの母と呼ばれる人々がいる。2008年ウリベ政権
当時、首都に隣接するソアチャ市で19名の若者が遠隔地での仕事を口実に連れ去られ、そ
の後政府軍の手により暗殺された。暗殺は政府軍がゲリラ兵殺害の実績を示すため行われ
た一般市民の殺害、別名falsos positivos （偽の標本）が必要だったためだと言われて
いる。その後これらの若者の母親や妻、娘たちによる政府や軍を相手として長い戦いが始
まった。本作は政府軍による犯罪行為を糾弾するこれらの女性たちと一般社会の忌むべき
無関心を題材とするものである。



Eduardo Soriano エドゥアルド・ソリアノ

防護用具　

カラー写真によって編まれたオブジェ
2008

ボゴタ首都特別区立大学（Universidad distrital Francisco José de Caldas) にて美術
を専攻。コロンビアのほかスペイン、アメリカ合衆国などでグループ展に参加。

本作品はコロンビア太平洋岸地方に住む先住民族エンベラのコミュニティーにおけるフィ
ールドワークの一環として制作された。コロンビアでは長期化する内戦により多数の市民
が土地を追われ、先住民コミュニティーもまたこうしたプロセスの犠牲となった。本作は
新しい土地に再定住したエンベラの人々が、伝統に基礎を置く日常を再構成してゆくこと
のメタファーとして、従来の素材のかわりに短冊状に切り取られた同色のフォトプリント
を使用し彼らの伝統的な装飾品を編み上げたものである。写真は共同体とその外部―観光
客や人類学者ら―のコンタクトに不可欠なメディアであり、本作はそうした外部文化との
接触を経て先住民文化が再創造されていくプロセスとそれにまつわる文化の真正性に係る
言説に一石を投じるものだと言える。



Jovida Cárdenas  ホビータ・カルデナス

十字架の道行き

水彩、ボールペン、月経時の血
各25 x 17 cm

ナリニョ大学 (Universidad de Nariño) 大学院にて美術を専攻

カトリック教会の影響が強いナリニョ県出身の作者は、カトリックにおける男性優位の価
値観に異議を申し立てる作品を制作する。本作は聖書の核心をなすエピソードであるキリ
ストの道行き（キリストの拘束、受難から復活まで）を視覚化した絵画を題材に、カトリ
ック教会の支配的な言説ではタブーとされてきた月経時の出血や、コロンビアの日常的現
実の一部である女性に対する性的暴力の場面を挿入したものである。植民地化プロセスの
一翼を担ったカトリック教的世界観と社会的現実の乖離を題材とした作品である。



Andrea Galindo アンドレア・ガリンド

生き延びた

ビデオ　
3分27秒　
https://www.youtube.com/watch?v=V2Z8IO-dx2I&feature=youtu.be
2018

ボゴタ市ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) でデザインと美術を専攻。都市
の日常や大衆文化を題材に作品を制作。

誰でもときに映画の主人公であるかのように振舞いたくなる瞬間がある、と語る作者は、
トイストーリーのメインキャラクター、ウッディの衣装を身に着け、街に出る。コロンビ
アにおいても若者の多くがハリウッド映画をはじめとする北米の大衆視覚文化の影響を受
けて育ったことは言うまでもない。しかしながら本作は作者の「映画の主人公のように振
舞う」という意図を超え、ボゴタ都市空間の「影」ともいうべき部分をシャープに描き出
す。たとえば、不揃いの靴を履きほとんど使われなくなった鉄道線路を歩くウッディは、
農村出身の労働者や路上生活者の姿と重ねられる。またまるで子供のように都市のインフ
ラストラクチャーと戯れる行為は、マージナルな生活者にとってのこの都市で十全な政治
参加をすることの困難さを浮き彫りにする試みだとも言える。



Greis Botina  グレイス・ボティーナ

不可欠(indispensable)

版画
各75 x 50 ㎝

ナリニョ大学 (Universidad de Nariño) 大学院にて美術を専攻

ナリニョ地方の農村における日常的な農機具や仕事用具を題材とした版画作品である。こ
れらの用具には地方独特の命名法が存在し、先住民文化の影響を色濃く反映する特定の土
地に根差した生活様式の遺産とみることができる。これらの用具をフォトリアリズム風に
表象することで、コンテンポラリーアートにおける場所の固有性やヴァナキュラーなもの
の位置付けを再考する作品である。



Pedro Montilla  ペドロ・モンティージャ　

コジモ・ピオバスコ

キャンバスに油彩
30 x 40 cm
2019

ペインター。ボゴタ、ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) にて美術を専攻。これま
で３つのグループ展に参加。

イタリアの幻想文学作家イタロ・カルヴィーノ (Italo Calvino) の小説「木登り男爵」（1957）
の主人公コジモにインスピレーションを得て制作された絵画である。12歳の時にカタツムリ料理
を拒否して木に登ったコジモはそのまま地上に降りることなく大人になり、恋愛も革命もすべて
木の上で経験することになる。本作はこのシュールなストーリーを、メキシコ壁画運動にルーツ
を持つグラフィティーなどストリートでの制作を連想させる鮮明な色彩で描く。パンデミック
の影響で我々の日常空間へのかかわり方が変化を余儀なくされている現在、示唆に富んだ
作品だと言える。



Santiago Andrés Torres  サンティアゴ=アンドレス・トーレス 

コスミック・ランドスケープ

ブラックライトで撮影された写真
50 x 50 cm
2019

ボゴタ出身。マドリッド、コンプルテンセ (Universidad Complutense) 大学で国際関係
学を専攻、コミュニティーワーカーとしてコロンビア紛争地域で平和構築に携わる。2019
年からアーティストとして活動を開始。

コロンビアの重要な地下資源である石炭のディテールを背景に作家がこれまで制作してき
た抽象彫刻作品をブラックライトのもとで撮影した写真作品である。多国籍企業による大
規模な採掘の影響でローカルな炭鉱夫らが働き口を失い土壌が汚染されるなど、炭鉱はコ
ロンビアのアートコミュニティーでは喫緊の社会問題としてしばしば取り上げられる。本
作品は、「ブラックボックス内部への旅」と作者が語るように石炭という物質を惑星の地
表に喩えながら原初的なレベルにおける人間にとっての地表という存在や、地球環境への
かかわり方への再考を迫る作品である。



David Julian Cortés  ダビッド=フリアン・コルテス　

チョコレート・ジェット

紙に色鉛筆
22 x 30 cm
2018

現在ボゴタ市ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) にて美術を専攻。これまで
３つのグループ展に参加。

作品で描かれるイメージは1961年以来販売されコロンビアではポピュラーなチョコレート
菓子であるJetの包装紙だが、ほんらい原材料が表示されている箇所はマルクス『資本論』
の使用価値と交換価値に関連する引用字句で置き換えられている。1960年代から現在まで
親米右派が政権を握るコロンビアでは政府とコロンビア革命軍（FARC)のあいだで熾烈な内
戦が続き、その過程で共産主義思想は政治ディスコースの中でつねに周縁化されてきた。
こうした文脈において包装紙に描かれるジェット機はこの時期コロンビアと米国政府の合
意によって実行されたコロンビア計画 (Plan Colombia) による大規模なゲリラ掃討作戦や
、疲弊する経済や悪化する治安を前に富裕層が国外に流出していった現象など、過去半世
紀におけるコロンビアの政治的混乱を象徴するメタファーとしても解読できるのかもしれ
ない。



Felipe Moreno フェリペ・モレノ

油断しないで (No de papaya)

カトリック教のお祈り用カード、デジタルコラージュ
6.4 x 4.6 ㎝

ボゴタ市ホルヘ・タデオ・ロサノ大学 (Universidad Jorge Tadeo Lozano) にて美術を専攻。グルー
プ展のほかコロンビア国内で３つの個展を開催。

カトリック教徒にとってお守りであるキリストが描かれたカードに、コロンビアで多用されるスラン
グである No de papaya (No dar papaya）というフレーズを挿入した作品。No de papayaは直訳する
と「パパイヤを渡すな」となるが、盗難など犯罪の多い社会状況を想定したうえでの「油断しないで
」や、人間関係やビジネスなどにおける交渉の際に「隙を見せるな」というような意味合いで、ユー
モアをこめて使われることが多い。そうした意味でこのフレーズは旧約聖書で描かれる隣人愛等の考
え方とは対極をなすものであり、理想化された世界観と、多くの市民が「家族や身内以外は誰も信用
できない」と考えがちなコロンビアにおける日々の現実を対比したものである。

会場では100枚程度が台やテーブルの上に置かれ、観客が自由に手に取り持ち帰ることができる小規
模なインスタレーションとして設置される予定である。



Javier Burgos ハビエル・ブルゴス

極端な他者性

ドローイング
各25 x 35 cm
2020

ナリニョ大学大学院にて美術を専攻

『百年の孤独』等の作品で有名な同国出身の作家ガブリエル・ガルシア=マルケスにちなみコロ
ンビアはしばしば「魔術的リアリズムの国」と称される。しかしコロンビアの日常ではこのフ
レーズがアイロニーとして使われることがたびたびあり、現実としては信じがたいほどの貧富
の格差や庶民が政治スキャンダルをすぐに忘却してしまうことなど、社会批判を意図した表現
となる。本シリーズは政治家やキリストなどを題材に、コロンビアにおける日常的現実におけ
る「魔術的」な多層構造をテキストとイメージを駆使して描いたものである。



Jonahtan Chaparro　ジョナサン・チャパロ

入口II
「鏡のなかの鏡」シリーズ

ポリエステルに昇華転写プリントされたデジタル写真
ガラス板、プロジェクター
2019

メキシコ国立自治大学(UNAM)大学院にて美術を専攻。メキシコ、コロンビアで個展を開催するほ
か多くのグループ展、アーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加。

文化人類学者ガルシア=カンクリーニによればラテンアメリカの大都市は植民地経験に由来する文
化の異種混淆性（ハイブリディティー）を体現する空間として見ることができる。コロンビアの
首都ボゴタも例外ではなく、北部を中心とした高層アパートメントやショッピングモールに象徴
されるアメリカナイズされた生活スタイルと、南部を中心とするカトリック教会や数世代が親密
な関係の下で暮らす「ファミリア」の伝統に基づく庶民の日常が同居しており、後者はしばしば
アーティストにとって自らのルーツを反芻するリサーチの対象となる。作者はボゴタ南部に住む
祖父母の家を訪れ、半世紀以上前の様々なオブジェで装飾された居間の風景に接するうち、そこ
では祖父母らが現在とは切断されたまるで鏡の向こうの世界であるかのような、過去の時間を生
きているのではないかという仮説を立てる。本作はこの居間で撮られた300枚以上の写真を基に構
成されたイメージを鏡に見立て、背後から光を投影することにより窓の向こう側の（半世紀前）
の世界とこちら側に想像上の回路を開く試みである。



Anthony Echeverri　アンソニー・エチェベリ　

根源的な電波、アイロニーの感覚（Señal de la origen, sentido de la ironia)

アクリル樹脂、ポリ塩化ビニール
各56cm x 25cm x12cm
2018

カリ市県立ファインアートインスティテュート (Instituto Dapartamental de Bellas Artes)
で美術を専攻、コロンビア、アルゼンチン、ペルーなどでグループ展に参加、個展を開催。

政見放送等の途中などで突然電波が途切れたテレビ画面をイメージした平面の上にアクリル樹
脂製ののこぎりを配した作品である。コロンビアの日常会話で「のこぎり」はさまざまなメタ
ファーとなるが、ここでは公共事業等で得られた金銭を内輪で山分けするという意味から、政
界の汚職という意味を持つ。作者はのこぎりを軟らかい素材であるアクリル樹脂で制作するこ
とにより、本来の機能を果たすutensilo (器具）を、使用価値のない¨inutensilo¨ （非器具
）へと変貌させる。inutensiloはinutil (仕事をしないもしくはできない人間などを指す中傷
表現）にもつながり、後者は庶民の間では無責任な政治家などを指してよく使われる表現であ
る。



Lorena Gamez　ロレナ・ガメス　

センチメンストラル (sentimenstral)

刺繍　
30 x 30 cm 
2019

現在コロンビア教育大学 (Universidad Pedagógica Nacional)で美術を専攻。これまで４つ
のグループ展に参加。

ほんの数十年前までカトリック教国のコロンビアでは月経は日常会話におけるタブーとして
扱われていた。作者によればこうしたタブー視ゆえ、使い捨ての生理用品を消費することに
ついても人々の意識向上が図られることはほとんどなかった。子宮外妊娠を経験し卵巣を摘
出して以来、毎日のように生理用ナプキンを使用する生活を送ることになった作者は、漂白
剤や、吸水剤 （ポリアクリル酸ナトリウム）を含んだ使い捨てナプキンの使用がいかに女
性ホルモンの働きや細菌のコントロール、そして自然環境にたいして有害であるかを自覚す
ることになる。刺繍を施された布製のナプキンは無自覚に使い捨ての商品を使用することへ
の警鐘であると同時に、カトリック教における男性優位の価値観を前にした告発とみること
ができる。



Felipe Salgado  フェリペ・サルガド　

マクドナルド

カンバスに油彩

50cm x 50cm
2018 

ボゴタ市ロスアンデス大学 (Universidad de los Andes) にて美術を専攻。コロンビアやアメ
リカ合衆国で複数のグループ展に参加。

作者はこれまでファストフードの広告に特徴的な視覚言語がどのように我々の日々の消費欲求
を形成しているかという問題をリサーチしてきた。ファストフードが低所得者層の食事と位置
付けられる本国アメリカ合衆国の場合とは違い、コロンビアにおいてマクドナルドやKFCなど
の商品は日常的な物価と比較するとやや高く、庶民の多くにとってどちらかと言えば高級品と
して捉えられる傾向がある。本作はこれらの商品イメージが発信され受容される主要なメディ
アであるインスタグラムの1x1フォーマットに依拠しながら、「インスタ映え」現象において
視覚化されることが少ない消費行為の実態を明らかにする。



Roman Ramirez ローマン・ラミレス　

サイレンス

ボールペン、紙
50 x 35 cm

ペインター。コロンビアナリニョ県在住

太平洋岸に有名なホエールウォッチングのスポットを持つコロンビアでは、世界的な論争の的
である日本の捕鯨やイルカを食用に用いることに対する関心は低くない。タイトルの「サイレ
ンス」という言葉が暗示するのはクジラが絶命しているという事実と当時に、世界規模での非
難や批判を前にただ黙々と作業することを強いられる漁師らの挙動と、彼らが「伝統を守るこ
と」の困難さに関する省察でもある。背後にかかる掛け軸の意味をなさない文字は危機に直面
する伝統を前に発話するということ困難さを代弁したものとみることができ興味深い。



Ingrid Cuestas イングリッド・クエスタス　

召し上がれ（Buen Provecho)

陶器の皿にマーカー
直径28 cm
2019

ハベリアナ大学 (Universidad Javeriana)で美術を専攻。コロンビアのほかブラジルなどでグルー
プ展やアーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加。

陶器の皿にマーカーで描かれたドローイングを通じラテンアメリカ大陸における多国籍企業の経済
搾取やそれに付随する自然環境へのダメージなどを告発する作品である。作者はアーティスト、ア
クティヴィスト、料理人として「食べること」―我々の本能的欲求に基づく消費行動―がいかに意
図せずこうしたグローバルな危機に加担しているかを訴えてきた。「食べること」は我々の生存に
とって不可欠かつ社会関係や感情的連帯が再選産される重要な場である。本作はははそうした日常
に係る「聖域」において、社会的メッセージ―モンサント社の農薬による土壌崩壊や、地下資源の
過剰採掘による地盤沈下など―を挿入することでメッセージのより直接的な伝達を意図したものだ
といえる。



Germán Mejilla　ヘルマン・メヒジャ 

無題

カンバスに油彩
50 x 50 cm

ナリニョ大学大学院 (Universidad de Nariño) にて美術を専攻。

エクアドル国境からほど近いイピアレス市の貧困地区の日常をフォトリアリズム風に描い
た作品。まるで突然カメラを向けられているかのような驚いた表情の少女と背後の段ボー
ル紙で修繕された窓は、貧しく暴力が蔓延する環境下でも人々がポジティブに日常を送っ
ている事実を伝えることを使命とする、ドキュメンタリー写真の視覚言語と通じるものが
ある。



ルイスカルロス・カマルゴ  Luis Carlos Camargo

祖国

ガムプリント (ゴム印画）
35 x 25 cm
2020 

写真家。コロンビアのほかメキシコ、キューバ、アルゼンチンなどでグループ展に参加。

独立戦争の重要な舞台となったボヤカ県の農業労働者のポートレートを19世紀に頻繁に使用さ
れたガムプリント（アラビアゴムと重クロム酸カリウムで感光させる技法）で現像したシリー
ズの一部である。19世紀当時写真のピクトリアリズムにおいて主要な技法として位置付けられ
ていたガムプリントを用い、かつコロンビア国旗を表すトリコロールで市井の人々を描き出す
ことで、ヨーロッパ中心史観に陥りがちなコロンビア独立の経緯や国家自画像にかかわる言説
を相対化する試みである。



Mario Alvarez  マリオ・アルバレス

コロンビア（左）
ラス・ラハス聖堂（右）

ボールペンによるドローイング（コロンビア）
墨によるドローイング（ラス・ラハス聖堂）
各20 x 20cm
2020

ナリニョ大学大学院 (Universidad de Nariño) にて美術を専攻。

エクアドル国境に接しコロンビア内戦勃発いらい多くの市民が政治的暴力の犠牲となってきたナ
リニョ県はまた、カトリック保守勢力の影響力の強い土地でもある。言うまでもなくカトリック
はスペイン人のアメリカ大陸侵攻と同時に渡来し、以降西欧中心・男性優位的価値を再生産する
主要なイデオロギーとして機能してきた。これら２作品は教会建築、なかでも装飾として多用さ
れる魔除けの怪物（ガーゴイル）をモチーフとしながら、キリスト教的価値観がいかにコロンビ
アの忌むべき政治的現状を肯定することに加担してきたかを視覚化するものである。


