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この度 MASAHIRO MAKI GALLERY はニューヨーク、ブ
ルックリンを拠点に活動するジャスティーン・ヒルの日本
で初めての個展「Pull」を開催いたします。ヒル独特の不定
形のキャンバスに色彩豊かに描かれた作品 14 点は、私たち
の想像力を掻き立て、様々なインスピレーションを与えて
くれるでしょう。

ヒルは、プリミティブな形、計算された色彩で構成され
る抽象的な表現で、独自の境地を開いているアーティスト
です。彼女の作品を特徴づけるのは ‘Cut Outs’ と呼ばれる
不定形に切り取られたキャンバスを組み合わせたもので、
ヒルは自身の作品を ‘風景画’ として見ています。

制作のなかで一番時間をかけるのは形であり、それは何
度もスケッチを重ねたうえで選び出されます。シンプルに
研ぎ澄まされた線は、何かを具体的に特定しているのでは
なく、多様な意味を感じさせます。あるいは人類が古くか
ら使ってきた記号をそこに見ることもできるでしょう。実
際、最近のモチーフである ‘足’ はエジプトの古代文字ヒエ
ログリフを参照しています。綿密に練られた線が決定され
たのちに、ペインティングの作業に入ります。ペインティ
ングの作業では、色の配分や明るさがコントロールされ、
さらにメディアを複雑に組み合わせ、様々な透明度を取り
入れることによって、独創的で鮮明な色のレイヤーを生み
出します。

ペインティングでは、グラフィック的な要素やパターン
で ‘マークメイキング’ を施し、それは作品にある種のリズ

ムを醸し出しています。これら装飾的な要素についてヒル
は、1970 年代のアートに影響を受けていると話します。特
にシンシア・カールソンやロバート・クシュナーといった、

「パターン・アンド・デコレーション※」のアーティストか
らの影響は大きいといいます。近年の作品では、グラフィッ
ク要素を減らしパターンを規則的に描くことで、より抽象
性を生み出しています。さらにヒルは形を合理的に組み合
わせることや、コラージュを取り入れること、ペインティ
ングのメディアを多様化するなど、さらに作品を発展させ
ています。
「Bookends」は、初めて形の組み合わせを合理化させた

作品です。この点について彼女は「各々の作品は、三つ－
グループを作るために必要最低限の数－のパーツから成り
立ち、パーツを合わせると新たな安定したフォルムになり
ます」と語ります。さらに「アーティストとしてずっとルー
ルに着目してきました。我々が住む世界の最も勢力的なルー
ルは、様々な意味で我々が自ら作ったものではありません。
物理的な力は社会を制御するルールを自然と覆します」と
しています。自然がもたらすルールがヒルのなかで意識さ
れ、より制作コンセプトが明確になったことで、本展覧会
のタイトル「Pull」が導き出されました。「引力と結びつけ
て作品（ペインティング）について語ることが多いです。
だれもが無意識に従っている力だからです。作品自体をコ
ントロールし、どのように制作されなければならないのか
もコントロールする力が作品に内在している、という考え
方が好きです」（ジャスティーン・ヒル）。

Justine Hill, Feet, 2020, acrylic, oil stick and colored pencil on canvas, 183.0x274.0cm            C
ou

rt
es

y 
of

 Ju
sti

ne
 H

ill

展覧会名 Pull

作家名 Justine Hill （ジャスティーン・ヒル）

会期 2020 年 4 月 11 日（土）－ 5 月 9 日（土）

会場 MASAHIRO MAKI GALLERY, 東京 

Justine Hill - Pull
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作家紹介

— Justine Hill （ジャスティーン・ヒル）

1985 年、ニューヨーク州タリータウン生まれ。ジャス
ティーン・ヒルは色、明度、透明度によって異なる原始的
なマークや形を引用した抽象絵画を制作している。その形
状や鮮明度は、物理的で恒常的でありながらデジタルペイ
ンティングのツールを彷彿させ、いくつものレイヤーが重
ねられている。わたしたちが慣れ親しんでいる伝統的な長
方形の絵画も制作しながら、「Cut Outs（切り取り、切り抜
き）」と彼女自身が呼んでいるユニークな形状のキャンバス
がいくつも組み合わせられた作品も制作。まるでエリザベ
ス・マレーを思わせる「Cut Outs」は、平面でありながら
立体作品としての表現も持ち合わせている。

ジャスティーン・ヒルはマサチューセッツ州ホリー・ク
ロス大学を卒業した後、ペンシルバニア大学にて美術学修
士（MFA）を取得。近年の展示には「Breaking the Frame」
Hollis Taggart（ニューヨーク、2019 年）、「Bookends」David B. 
Smith Gallery（ デ ン バ ー、2019 年 ）、「Backdrops」Art-in-
Buildings（ニューヨーク、2019 年）、「Freestanding」Denny 
Gallery（ ニ ュ ー ヨ ー ク、2018 年 ） や、 ブ ル ッ ク リ ン の
Victori + Mo にて行われた Ali Silverstein との二人展「Movers 
and Shapers」（2018 年）がある。The Davis Museum（マ
サチューセッツ州、ウェルズリー）やコロンバス・メトロ
ポリタン図書館（オハイオ州、コロンバス）等、重要なコ
レクションに作品が所蔵されている他、「Art in America」、

「Hyperallergic」、「New York Magazine」、「The Observer」、「The 
Huffington Post」、「The Art Newspaper」、「Artsy」、「Artspace」、

「Two Coats of Paint」のレビューや特集で取り上げられてい
る。
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　彼女が制作の上で大事にしている点について「何より
もパーツの配置です。どのように各々の形が繋がり、お互
い関連付けられるのかが、一枚のペインティングで定義さ
れます。作品を整えて、完成したフォルムを保ってくれる
力やエネルギーを知ることが、作品を理解する鍵です」と
語るように、これらフォルムが引き合う力も彼女の作品の
テーマといえるでしょう。そうした観点で見てみると、‘風
景画’ と自らが称する作品は、平面的でグラフィカルな要
素が強いものであるにも関わらず、立体的な動きを感じさ

せ、まるで舞台上で繰り広げられる演劇を観るような高揚
感に包まれます。

　最新作の「Stilts」と「Feet」では、これまでの作品の
変化が包括的に表現されるとともに新しい試みもなされて
います。「Feet」に関しては、本展にも展示される「Hold 
the capstone」シリーズで現れた ‘足’ のモチーフがさらに
明確に打ち出されています。そして、より長方形に近いフォ
ルムにまとめられた作品全体に多くの足が現れることで、
どれ程作品が擬人化されうるか、というアイデアが試され
ました。「Stilts」ではさらに、‘足’の存在は増し、方向性をもっ
て大きく踏み出しています。この作品には、‘足’ が自由に
動きまわれるかのように、周囲に広い空間が見られますが、
水平線のような長い弧を描くパーツがその空間の確保に一
役買っています。

　ジャスティーン・ヒルの日本初の個展となる今回の展
覧会。ここ数年、アーティストに湧き起こったアイデアの
変遷を見ることができ、またこれからも進化するであろう
作品を堪能できる機会となっております。ぜひ、ギャラリー
にてご高覧いただけますと幸いです。

※ 1970 年代半ばから 1980 年代初期までのアメリカの芸術運動の 
ひとつ。‘P ＆ D’ または ‘新しい装飾性’ とも呼ばれる。

Feet (Detail)
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MASAHIRO MAKI GALLERY
〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-11-11
tel: +81 (0)3 6434 7705 | fax: +81 (0)3 6434 7706 | email: info@MakiGallery.com | web: www.MakiGallery.com

営業時間 : 火曜 - 土曜 11:30-19:00 | 定休日 : 日曜、月曜

本企画に関するお問い合わせはギャラリーまでお願い致します。

作品紹介

Justine Hill

Bookend 11 (Cyclops)

2019 

Acrylic and pencil on canvas

144.8x104.1cm

Justine Hill

Stilts

2020 

Acrylic, colored pencil and pastel on canvas

198.0x178.0cm

All photos courtesy of Justine Hill


