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Asialink Arts was thrilled to present Juan Ford at the 5th Nakanojo 
Biennale in Japan for the presentation of ‘Flock Propagation’. Our 
involvement signals a continuation of Asialink Arts presence and 
commitment to the Asian region, in particular to Japan throughout 
2015. Our core purposes to expand opportunities for cultural 
exchange, and develop international capabilities for Australian 
artists, curators and organisations has been articulated in over 100 
exhibitions and biennale projects produced by Asialink since 1990. 

The Nakanojo Biennale takes place in 37 locations over 6 areas in 
the Nakanojo, Gunma Prefecture (160 kms north-west of Tokyo) 
and utilises abandoned sites including schools, the train station, as 
well as buildings within the famous onsen towns of Shima Onsen 
and Sawatari Onsen. With a declining population of 17,000 the 
Biennale brings visitors to the area and reignites often forgotten 
spaces.

Ford joined 19 artists from 6 countries to participate in the social 
project, ‘Empty Gardens’ curated by Tomasz Wendland that was 
installed in the abandoned Nakanojo Elementary School. Ford is 
a respected Australian artist, who has for over 15 years, blurred 
the boundaries of contemporary painting. There is an enduring 
confidence in Ford’s paintings; portraiture and landscape. His 
practice has consistently been engaged with opening up new 
possibilities for realism in painting, characteristically involving 
an examination of the human figure and its relationship to its 
environment and landscape. 

What preoccupies Ford is the effect of global population 
growth and the unavoidable consequence this has on landscape. 
For Nakanojo, Ford created site-specific installation, ‘Flock 
Propagation’ which utilised tens of thousands of black bird 
silhouette stickers, attached to the abandoned surfaces of a 
classroom. He worked with the local Nakanojo community and 
biennale visitors to ‘build’ this installation, establishing a panoramic 
and seemingly endless landscape as each participant selected a bird 
and placed it onto a surface. The visual outcome was always going 
to be uncontrolled and unknown, resulting in an unpredictable 
landscape of black birds flying, diving, resting and perhaps 
ultimately looking to migrate. In this way ‘Flock Propagation’ 
contemplates demographic ideas such as overpopulation, 
migration, emigration, static or active populations, and much more.

I congratulate and extend gratitude to Juan Ford for his 
commitment to this project, for his responsive and considered 
art; to Vincent Alessi for his beautifully poetic essay; to Nakanojo 
Biennale Director Tetsuo Yamashige; ‘Empty Spaces’ curator 
Tomasz Wendland;  to Kouji Ohno for his ongoing support in 
Nakanojo and photography; to Dianne Tanzer of Dianne Tanzer 
Gallery. Thanks also to the Australian Embassy in Tokyo for their 
support as well as our program funders, the Department of Foreign 
Affairs and Trade and the Australia Council for the Arts whose 
ongoing support for Australian engagement in Asia and Asialink 
Arts makes projects such as this possible.

Sarah Bond 
Director Visual Arts, Asialink Arts

Foreword
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アジアリンク・アーツは、第五回中之条ビエンナーレにて、ジュアン・フォード
の作品、「群れの繁殖（Flock Propagation）」 を展示させて頂きました。 こ
の企画を通してアジアリンク・アーツのアジア地域、特に日本における2015
年の当団体の継続的な取り組みを展開しております。当団体は、その使命の
中核として文化交流機会の開拓・発展とオーストラリアの芸術家やキュレー
ター、団体の国際的な能力の育成を位置づけており、1990年より展開され
てきた100展以上にのぼる展示やビエンナーレ企画によりこの使命を実現
してきました。  

中之条ビエンナーレは、東京から北西160kmの距離にある、群馬県中之条
内の6地域における37カ所で展開される企画で、廃墟となった学校、駅など
の建物や、温泉名所とし て知られる四万温泉や沢渡温泉の各町村を活用す
る芸術展です。年々減少しつつある現在人口1,7000人の地域に訪問客を集
めることにより、このビエンナーレは、普段忘れられ去られている「場」の再活
性化を促しています。

フォードは、6カ国からの19のアーティストと共に廃校となった中之条小学
校にて、トマーシュ・ウェンドランド（Tomasz Wendland）が企画した社会的
プロジェクトにEmpty Garden に参加しました。フォードはオーストラリアの
著名な芸術家で、十五年間に渡る創作活動を通して現代絵画の境界線を掠
れさせる作品を展開してきました。フォードの肖像画や風景画という絵画に
は、不朽の自信感があります 。彼の創作活動には、 絵画におけるリアリズム
の新たな可能性を切り開く取り組みが常にあり、人体とその環境や風景との
関連性を追求する特徴的な模索があります。

フォードは、世界的な人口増加の影響や免れようのない帰結点に関心を持
っています。中之条では、何万という黒い鳥のシルエットのシールを見捨て

られた教室の表面に貼付けたサイト・スペシフィック・インスタレーション「群
れの繁殖」を制作しました。彼は、中之条の地域住民の方々や訪問者との恊
働によりこのインスタレーションを「構築」し、各訪問者が黒い鳥を選び、シ
ールを貼付けることにより、パノラマ的であたかも果てしない風景のインス
タレーションを 展開しました。その視覚的な結果はもとより制御不能で知り
得ないものであり、黒い鳥が飛び交い、急降下し、あるいは休み、いずれは
移動を望むかのような予測不能な風景を作り出しました。この過程を通して

「群れの繁殖」は、人口増加や、移住、移民、定常人口、活動人口などの人口
統計学上の概念に思念を向けています。

最後に、この場を借りてフォードがプロジェクトに対して注いだ大いなる努
力と反応的で考え抜かれた作品 とともに、ヴィンセント・アレッシイ先生の
麗しくも詩的なエッセイや、中之条ビエンナーレの総合ディレクター山重徹
男様、Empty Spacesキュレーター・トマーシュ＝ウェンドランド様、写真や現
地でのサポートをしていただいた大野公士様、ダイアン・タンザー・ギャラリ
ーのダイアン・タンザー様に対して厚い感謝の意を示させていただきたいと
思います。また、支援をしていただいた在日オーストラリア大使館やプログラ
ム資金提供者である豪州外務貿易商や豪州芸術諮問委員会 によるオース
トラリアのアジアでの取り組みやアジアリンク・アーツに対する継続的な支
援によりこのようなプロジェクトは可能とされていますゆえ、厚く 御礼を申し
上げます。

サラ・ボンド

ヴィジュアル・アーツ・ディレクター

アジアリンク・アーツ 

前書き
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Since the beginning of this decade Japan’s population has been in a 
state of constant decline. Within fifty years the number of people 
living there is expected to fall by at least a third: a problem which is 
at odds with Japan’s neighbours who continue to battle population 
growth which threatens living standards, places enormous pressure 
on resources and poses world-wide questions about how the planet 
can sustain more and more people. In Japan the word Haikyo is 
now used to describe the phenomena of abandoned houses and 
communities due to migration and the inevitable death of an 
ageing population. Nakanojo in the west-central Gunma Prefecture 
is a town, which faces such issues. Described as beautiful and 
surrounded by magnificent nature, a rural landscape covered with 
morning dew, atmospheric historical onsen villages, wooden school 
buildings trapped in time and old farm houses, it has an ageing 
population and continues to battle the exodus of young people 
moving to bigger cities looking for employment and lifestyle 
opportunities.2 It is a town which wears its history openly and is 
populated with ghosts of the past: souls, as Murakami describes, 
which leave their traces but perhaps like the young that now leave, 

move to other parts of Japan and the world. Juan Ford’s new 
installation responds to these ghosts as well as addressing issues of 
migration, demographics and tension between human activity and 
the natural world. 

Ford is an artist who for over fifteen years has interrogated man’s 
relationship with the natural world. Working across a number of 
mediums including painting, sculpture and installation, his works 
have posed questions about our place in the world, the potential 
failure of our attempts to control nature and more broadly the 
human condition. He has always been aware of contemporary 
society and the shifts, which have defined its zeitgeist. While 
his work has over a long period responded to the Australian art 
historical cannon, in particular his landscape-inspired paintings 
which capture the uniqueness of the country’s flora, Ford is very 
much an international artist. He is aware and understands both 
the long-standing traditions and movements of the past as well as 
current contemporary practice. 

The flight of wandering souls:  
Juan Ford’s  

Flock Propagation

Beyond the window, some kind of small, black thing shot across the sky.  
A bird, possibly. Or it might have been someone’s soul being blown to the far side of the world.

Haruki Murakami1
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Ford’s new work, Flock Propagation, included as part of the Empty 
Garden project at the 2015 Nakanojo Biennale, is testament to his 
international perspective and the universality of the themes which 
he explores. A continuation of both his painting practice and his 
more recent installation-based works – including the immersive, 
semicircular-constructed project You, me and the flock for the 
National Gallery of Victoria’s ambitious exhibition Melbourne 
Now – it engages with the architecture it sits within, the town it is 
located in and the broad ideas of the exhibition of which it is part. 

Curator Tomasz Wendland’s project Empty Garden is part of an 
ongoing series of exhibitions exploring the continuing migration 
and movement of humans around the world. First realised in 2012 
at the Scope Art Show in New York, the project has responded 
to sites in Hanover and Montevideo and in November 2015 post 
Nakanojo it will travel to Indonesia as part of the Jogja Biennale. 
Always interested in issues of migration in all its manifestations 
Wendland’s curatorial focus is firmly placed on the contemporary 
movement of people. ‘Today in the post-global world migration 
does not have to be a decision for the rest of our lives’, he 
declares.3 It can be temporary over a number of years or part of 
the enormous tourist industry. In both instances the destination is 
typically city-focused, resulting in the invisibility and abandonment 
of villages and small towns. Empty Garden poetically responds to 

these concerns in that it seeks to explore the declining population 
of Nakanojo and the Biennale’s role in creating the temporary 
migration of hundreds of thousands of tourists. A magical 
and beautiful town, Wendland seeks to recreate the energy of 
Nakanojo’s bygone era for both the visitor and the permanent 
resident. Through the intervention of artists in unison with locals 
and tourists, Wendland hopes ‘that the Garden will be again full  
of joy.’4

Ford’s installation takes the silhouette of a flying bird as its core 
visual foundation. Representative of the wonder and joy of nature 
of which Wendland speaks, the bird is also a migratory species, 
constantly moving across lands and in some cases oceans finding 
a temporary home. Ford’s flock of birds symbolically references 
notions of emigration, migration and demographics at both a local 
and universal level. 

On a local level the work responds to the issues faced by Nakanojo. 
Poetically located in a classroom in an abandoned school, the 
flying birds speak of the fleeing of the young to big cities and the 
consequence of a remaining population which continues to age and 
will inevitably pass. Likewise, the black haze of birds references 
the temporary influx of tourists during the months of the Biennale, 
which has a positive impact both socially and economically. 
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However, like birds, this new community of people is transitory 
and as such only temporary: when the season has finished they will 
fly to other corners of the globe. 

On a universal level Ford responds to the associations linked with 
the abandoned classroom. Emigration over the centuries has at its 
core the permanent physical abandonment of one’s home and lands 
for another. The impact of such movement is great for both those 
who leave and those who remain. For those left behind they face 
the prospect of a declining ageing community where structures 
like schools are no longer required. They become relics of the past, 
where all that remains are memories and the architecture of those 
who came before. For those that leave they are often in a constant 
transitory state – not necessarily of one place or the other. 

Ford’s installation engages the audience as active participants. 
The initial grouping of birds was seeded in the space by the artist. 
Congregating in the corner of the room across both walls and 
windows the dense flock of black birds flies out in all directions 
across the room. Throughout the duration of the exhibition visitors 
have the opportunity to participate by way of adding to the scene of 
flying birds. Ford is acutely aware of the personal nature of the act 
of placing a sticker within this defined space: ‘it is my experience 
that when people participate in placing stickers, they identify with 

them and place them accordingly.’5 Some add stickers to continue 
the logical direction of those already there. Others begin new 
constellations away from the ever emerging and dense flock. It 
reveals the plurality of human behavior and experience where some 
find great comfort in being a part of and close to a community 
while others stridently confront new frontiers.

While this work responds intimately to its surroundings, in 
particular the abandoned school, and issues of emigration 
and migration, it is part of Ford’s ongoing exploration of the 
relationship between humans and the natural world. Over the 
course of the exhibition the flock of birds continues to expand 
becoming denser with every newly applied sticker. Ford equates 
this process of growth and the subsequent claustrophobia with 
human history. Originally starting as a species with distant and 
sparse population centers we have over the lifetime of human 
existence continued to expand and overcrowd the planet. 
Ford notes that the natural endpoint for this installation is an 
overcrowded nightmare. Even though visitors act under their own 
agency and will, their contributions will inevitably fully cover  
the original space with a menacing and dense black cloud.  
‘Will we’, asks Ford, ‘choke ourselves and the natural systems that 
sustain us?’6  
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Flock Propagation is a work, which is equally poetic as it is 
challenging. The overriding analogies of the work being located 
in an abandoned school confront the viewer with the reality of the 
challenges faced by towns such as Nakanojo. The quiet halls of 
the school and empty classrooms are overwhelmingly somber: the 
optimism and future associated with youth is no longer present. 
Instead, the silence only speaks of depopulation, migration to 
mega-cities and above all an impending death of a community. 
In this context we are confronted with mortality – both of the 
human kind and of a way of life. Likewise, we become witnesses 
to the destructive outcome of human activity and our attempts to 
control the natural world: crowds and claustrophobia with no room 
to move or grow. While Ford openly lays these challenges and 
confronting issues before us, he does so not with a megaphone but 
instead with poetry. There is both beauty and a sense of joy in the 
thousands of black birds dancing across the walls of this emptied 
classroom but it is a joy that Ford reminds us subtly, can be easily 
lost if we do not treasure what we once had and respect what  
still remains.

Dr Vincent Alessi
Senior Lecturer, Creative Arts and English
La Trobe University, Melbourne, Australia 

(Endnotes)

1. H. Murakami, 1Q84, 2012, Vintage Books, London, p. 204.

2. Nakanojo Biennale 2015 website.  http://nakanojo-biennale.com/english 

3. Nakanojo Biennale 2015 website: http://nakanojo-biennale.com/emptygarden/

4. Ibid.

5. Discussion with the artist, email 17 September 2015.

6. Ibid.
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2010年初頭より日本の人口は減少を続けている。日本の在住人口は、五十
年以内に三分の一以下に落ち込むと予測されている。これは、生活水準を低
下させる人口増加の問題と戦いながら、資源を逼迫させ、この地球がさらな
る人口増加にいかに耐えうるのかと、難題を世界に突きつける日本の近隣
諸国とは対照的な立場だ。日本では、「廃墟」という言葉を使って、転居や高
齢化する人口にいずれは訪れる死による家屋や地域の放棄という現象を表
現するようになった。群馬西部に位置する、中之条もこのような問題に直面
する町だ。美しく壮大な自然に包まれ、朝靄に包まれる田園風景、古くから続
く情緒ある温泉郷、時が止まったかのような木造校舎や古民家があると描
写される。この中之条でも、若年層が雇用や多様なライフスタイルを求め都
市部に流出する過疎化や高齢化といった課題と対峙している。2中之条は、
歴史を羽織り、ひと昔前の面影を残す霊魂の住処。この霊魂は、村上氏の描
く魂のように、跡は残しながらも、今の若者たちのように去りゆき、日本や世
界の各地に移りゆくものなのだろうか。ジュアン・フォード (Juan Ford) の新
しいインスタレーションはこれらの面影に呼応しながら、移住・人口動態・人
の営みと自然の拮抗という問題に問いを投げかける。

フォードは15年以上にわたり、人間と自然の関係を問い続けてきたアーティ
ストだ。フォードの作品は、絵画・彫刻・インスタレーションなど様々な媒体を
駆使し、世における私たち人間の居場所や、人間が自然の制御に失敗する
可能性、云うなれば人間のありように関して問いを投げかけ続け、常に現代
社会とその潮流である時代精神に敏感に反応してきた。フォードの作品は、
風景画に触発され、オーストラリア独特な植物を捉える絵画を中心に、オー
ストラリアの芸術史の規範に応え続けてきたが、フォードは、オーストラリア
国内にとらわれることのない国際的なアーティストで、長らく伝わる伝統的
な技法や美術の歴史的な遷移と共に、現代アートの作風も熟知している。

2015年中之条ビエンナーレにおける Empty Garden プロジェクトの一部
であるフォードの新作品『群れの繁殖 (Flock Propagation)』は、彼の国際
的視点と彼が扱うテーマの普遍性を裏付けている。当作品は、直近のインス
タレーションを基盤とする、ビクトリア国立美術館で開催された意欲的な展
覧会「メルボルン・ナウ (Melbourne Now)」にて展示された体験型の半円
形プロジェクト『君と僕と群れ (You, me and the flock)』を含む作品群と従
来の絵画作品を両作品群の延長線上にあり、展示されている建築空間・展
覧会を取り囲む街・そして展覧会全体のコンセプト自体と関わり合いながら
展開されている。

彷徨える魂の旅立ち  
ジュアン・フォードの 

「群れの繁殖」

窓の外の空を何か小さな黒いものが素速く横切っていった。鳥かもしれない。あるいは誰かの魂が世界の
果てまで吹き飛ばされていったのかもしれない。

—村上春樹1
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キュレーター、トマーシュ・ウェンドラド (Tomasz Wendland) のキュレーシ
ョンの下で開催されるEmpty Garden プロジェクトは、人間の移住や流れ
を探る、世界各国で繰り広げられている展覧会シリーズの一部だ。2012年ニ
ューヨークのスコープ(SCOPE) アート・ショーに始まり、ハノーバー、モンテ
ビデオといった開催地に呼応している。中之条展の後、当展覧会シリーズは
2015年11月にはインドネシアに上陸し、ジョグジャ・ビエンナーレの一部と
して開催される。移住に関する問題の表象全てに関心を持つウェンドランド
の展示企画の焦点は、現代の人の流れというものに確固と根ざしている。

彼は,「今日のポスト・グローバル時代において、移住は生涯をかけた決断で
ある必要はない」と宣言する。3何年かにわたる一時的な滞在もあれば、莫大
な観光業の一部という滞在、いずれにおいても目的地は都市を主としてお
り、村や町の不可視化、放置にもつながっている。Empty Garden は、中の
条が対峙する人口減少や、何十万人にも上る観光客誘致という一時的な移
住を促すビエンナーレの役割を探り、この地域の対峙する課題に対して詩
的な答えを提供し、観光客と永続的住民両方のために、魅惑的で美しい町
である中之条のかつての活気ある面影を再生させようとしている。ウェンド
ランドは、地元民と観光客とが芸術家と一体になれば「庭園 (Garden) は再
び、喜びにあふれることだろう」と語る。4

フォードのインスタレーションは飛ぶ鳥の影を視覚的基盤の中核に据えて、
ウェンドランド曰く、驚愕と喜びの象徴ともいえる「鳥」は、同時に移住性動物
であり、仮の住まいを求めて大陸や海洋を横断する。フォードの描く鳥の群
れは、移民・移住・人口移動といった概念を局所的／普遍的の両レベルで表
象している。

局所的なレベルでは中之条の直面する問題に対応している。廃校となった
建物に存在する教室。そこに叙情的に配置された「飛ぶ鳥」の群れは、若者
が大都市に逃げていく様とその結果残された人口が老い続け、いずれは消
えゆく様を表している。鳥の群れの成す黒色の集合体は、ビエンナーレが開
催される期間中に訪れる社会・経済両面で好影響となる観光客の一時的な
流入を表している。しかしこの新しいコミュニティは鳥のように、季節が終わ
ればまた地球の別の場所に飛び去って行く、流動的であるからにもつかの
間のコミュニティでしかありえない。
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さらに普遍的レベルでは、フォードは放置された教室から連想されるものに
応えている。いつの時代でも移住という行為は他所に行くために自分の家と
土地を完全に棄てるということが基にある。そのような移動は残された者、
立ち去る者の双方にとって強烈な影響を及ぼす。残された人々は、老い廃
れ、学校のような建築物が不要となるようなコミュニティと対峙せざるを得
ない。それらは思い出と先人たちの残した建築物として過去の遺物となる。
立ち去るものは、大抵は一か所にとどまらず、どの場所にも根付かない存在
となる。

フォードのインスタレーションは来場者を能動的参加者として引き込む。最
初の鳥の一群はアーティスト自身によって配置される。両壁にまたがって部
屋の片隅に固まっている真っ黒な鳥の群れは、部屋の中で、あらゆる方向に
向かって飛び立っている。展覧会の期間中、来客者は飛ぶ鳥の場面に鳥を
付け加えていくことで参加するチャンスを得る。フォードはこのように枠組み
のはっきりした空間にシールを貼るという行為の個人性を強く意識してい
る。「私の経験上、人はシールを貼ることを通して参加するとき、シールに自
分を宿らせるようにして貼る場所を決めます。」 すでに示された方向の延長
線上にシールを貼る人もいれば、どこからともなく出現している濃い群れか

ら離れ、新しい鳥たちを配置し始める人もいる。この行為は、コミュニティの
一部に属しそばにいることで安心感を得る人もいれば、新境地に勇ましく立
ち向かっていく人もいることを見せ、人間の挙動と体験の多様性をつまびら
かにする。5

この作品は、放置された教室を中心とした周囲の環境と移住・移民という問
題と親密に呼応しながら、人間と自然界の関係というフォードが展開し続け
る探求の一部でもある。展覧会の期間中、鳥の群れはシールが一枚加わる
ごとに膨らみ濃厚となる。フォードはこの群れの膨張過程とそれに続く閉塞
感を人類の歴史と同一視している。離れ離れに点 と々小さな集合体として生
息する生物種として始まった私たち人間は、人類史が進むにつれ膨張を続
け、ついには地球を過密状態に至らせた。このインスタレーションがやがて
行き着くところは過密状態の悪夢だとフォードは語る。来場者は自己の主体
性と意思を持って行動しているとはいえ、個々のもたらすものはやがて元来
あった空間を不穏な真っ黒い雲で完全に埋め尽くしてしまうだろう。フォード
は「私たちは自分自身と、私たちを養ってくれる自然を窒息させてしまうのだ
ろうか」と問いかける。
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『群れの繁殖』は詩的であると同時に挑戦的な作品でもある。廃校舎に設置
された作品という、根底から作品の全てに関連する暗喩が、中之条という町
の直面している問題の事実性を傍観者に突きつける。学校のしんとした廊
下とがらがらの教室は重苦しく憂鬱であり、楽観性と未来を連想させる若さ
は既に失われている。代わりにある静けさの物語るものは過疎化、巨大都市
への遷移、そして逃れられようのない、共同体の死の一例のみだ。この状況
下において立ちはだかるものは、一定の生活様式の死の必然性だ。そして、
ごみごみとした群衆やのびのびできる場所のない閉塞感を通して人間活動
のもたらす破壊的結果と人類の自然に対する支配欲の目撃者となる。フォー
ドはこれらの難題を私たちに突きつけるが、それをメガホンでがなりたてる
のではなく詩で詠う。がらんとした教室の壁を舞い横切る何千羽の黒い鳥は
美しくも喜ばしくもあるが、フォードはこの喜びでさえも、かつて存在したもの
を大切にし、いまだ残るものを尊重しなければ、いとも簡単に失われてしま
うのだということをさりげなく思い起こさせる。

オーストラリア メルボルン市 ラ・トローブ大学 
英文学・クリエイティブアーツ学科教授
ヴィンセント・アレッシィ 博士 (Dr Vincent Alessi)

(Endnotes)

1. 村上春樹『1Q84 Book 1』(新潮社:2009), 256. 
2.  中之条ビエンナーレ2015ウェブサイト：http://nakanojo-biennale.com  
3.  中之条ビエンナーレ2015ウェブサイト：http://nakanojo-biennale.com/emptygarden/

4. 同上。
5. アーティストとのメール通信。2015年9月17日。
6. 同上。
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Born 1973, Juan Ford lives and works in Melbourne, Australia. 

He has participated in over 140  group exhibitions at various 
venues including ; The Queensland Gallery of Modern Art (GoMA), 
Brisbane; National Portrait Gallery, Canberra; McClelland Gallery 
and Sculpture Park, Melbourne; Ian Potter Museum of Art, 
Melbourne; Art Gallery of New South Wales, Sydney, as well as many 
art fairs, regional galleries and university institutions  locally and 
internationally.  In 2012, Ford participated in Hotel de Immigrantes, 
a project in Manifesta 9. In 2015 he participated in Empty Garden 
at The 5th Nakanojo Biennale in Japan, and an international survey 
exhibition of Hyperrealist painting in Korea at The Daejeon 
Museum of Art.

Ford has held over 20 solo exhibitions since 1998 at contemporary 
art institutions, ARIs and commercial galleries, most recently at 
the National Gallery of Victoria for Melbourne Now (2013); Art Basel 
Hong Kong (2013);Northern Territory Centre for Contemporary Art 
- 24HR Art, Darwin (2009); The Western Plains Cultural Centre, 
Dubbo; and a major installation, Lord of the Canopy at La Trobe 
University Art Museum (2012);. National Gallery of Victoria’s 
Children’s program (2010). 

Ford completed a M.A.by research, RMIT University, Melbourne 
2001. Selected awards, residencies and grants include; Australia 
Council for the Arts New Work Grant (2015 & 2010); The 2006 
Fisher’s Ghost Art Award; the 2004 Fletcher Jones Art Award; Art 
OMI Residency, Omi International Arts Centre, Columbia County, 
New York State, USA (2011); Bundanon Trust Residency (2010); 
Australia Council Studio Residency in Rome (2006).

His work is represented in many significant collections, including 
the National Gallery of Victoria (Australia)

www.juanford.com

Juan Ford
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ジュアン・フォード（1973年～）はメルボルンを拠点に活躍するアーティスト
です。

国内外で140以上のグループ展に参加しており、開催地はクイーンズランド
近代美術館（GoMA）（豪州ブリスベン）・国立肖像美術館（豪州キャンベラ）
・マクレランド美術館兼彫刻園（豪州メルボルン）・イアンポッター美術館（
豪州メルボルン）・ニューサウスウェールズ美術館（豪州シドニー）の他、多
数の芸術祭、地方の美術館、大学等。2012年にはマニフェスタ９のプロジェ
クト、Hotel de Immigrantes（移民たちのホテル）に、2015年には日本の第
五回中之条ビエンナーレと、韓国大田市立美術館（Daejong Museum of 
Art）開催の国際的なハイパーリアリズム絵画の総集展に参加しています。

個展は1998年より、現代アート美術館やアーティスト・イニシアティブ
（ARI）、ギャラリー等で20展以上の開催しており、最近では、メルボルン・ナ
ウ（2013：ビクトリア国立美術館）・アート・バーゼル・香港（2013）・ノーザン
テリトリー現代アートセンター＝(24HR Art) (date??)・ウェスタンプレーン
ズ文化センター（ダッボ）やラトローブ大学美術館における大規模インスタ
レーション、Lord of the Canopy（林冠の君臨者：2012）・ビクトリア国立美術
館の子供向けプログラム（2010）等があります。 

2001年にメルボルンのRMIT大学にて研究修士課程を修了。受賞・レジ
デンシ－・奨励金獲得歴は、豪州芸術委員会新規作品奨励金（2010及び
2015）・フィッシャーズ＝ゴースト賞（2006）・フレッチャー＝ジョーンズ芸術
賞（2004）・アートOMIレジデンシ－・オミ国際芸術センター（米ニューヨー
ク州：2011）・バンダノントラスト＝レジデンシ－（2010）・豪州芸術委員会
ローマレジデンシ－（2006）等を含む。

フォードの作品は、ビクトリア国立美術館を始め多数の著名なアートコレク
ションに含まれています。

www.juanford.com

ジュアン・フォード
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Asialink Arts is a multidisciplinary arts organisation based at 
The University of Melbourne, Australia. Asialink Arts operates 
nationally and internationally to generate new models and 
platforms for cultural exchange. Partnering with organisations 
throughout Asia and Australia, we undertake touring exhibitions, 
residencies, research and special projects. The Exhibition Touring 
Program develops international contemporary projects of 
Australian art and provides opportunities for artistic exchange and 
development for artists and curators. 

http://asialink.unimelb.edu.au/arts

Asialink Arts

アジアリンク・アーツは、オーストラリアのメルボルン大学に拠点を
置く総合芸術団体です。オーストラリア内外に展開する活動を通し
て、アジアリンク・アーツは、アジアやオーストラリア各地の団体との
提携による、巡回展やレジデンシー、研究プロジェクト、特殊プロジ
ェクト等の、文化交流における新しい基盤とモデルを創り出してい
ます。巡回展プログラムは、オーストラリア芸術の国際的で現代的な
プロジェクトを展開し、芸術交流と芸術家やキュレーター育成の機
会を提供しています。 

http://asialink.unimelb.edu.au/arts

アジアリンク・アーツについて
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Begun in 2007, the Nakanojo Biennale celebrates the 5th edition  
of art and local community engagement under the broader theme 
of restoration of land and rejuvenation of community. Situated 
north-east of Tokyo in the Gunma Prefecturen, the Nakanojo 
Biennale incorporates all aspects of the local towns -including 
nearby Onsen towns and abandoned wooden school buildings –  
to present and play host to commissioned projects, exhibitions  
and installations by more than 130 (mostly Japanese) artists. 

http://nakanojo-biennale.com/

Nakanojo Biennale

大地の復興と地域の活性化をテーマに開催される中之条ビエンナ
ーレは、2007年に始まり、アートと地域住民の交流の場として今年
で第5回目を迎える芸術祭です。関東北東部、群馬県に位置する中
之条の温泉街や木造校舎など町内各所で、総勢130組を超えるア
ーティストが繰り広げる、アート展示・インスタレーション・依頼制作
等、様々な芸術作品が催されます。

http://nakanojo-biennale.com/

中之条ビエンナーレについて
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