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LINES IN THE SAND by Robin Peckham

Not every artist thinks of a painting as a place. For many artists—I would venture to guess the vast major-
ity—a painting can be anything from a discrete object or a window into a fantasy to an object out of time 
or a representation of an ongoing practice. Some painters, though, think of painting in architectonic 
terms, imagining how future viewers somewhere down the long temporality of art history might approach 
the work, wondering what kind of spaces paintings might one day be displayed within, considering how 
paintings themselves might evoke or even create spaces for meditation, conflict, romance, salvation. 

This is, in some important ways, the more classical approach to painting, in that it is beholden to a 
religious sensibility. Every painter of a medieval altarpiece, for instance, knew exactly where that paint-
ing would reside for the duration of its worldly existence; removal would be tantamount to cataclysm. 
Through modernism, the artist wrests control of the siting of the work away from the commissioning 
institution—the image slinks from the church to the museum, freed from something spiritual and bonded 
instead to systems of circulation. Museums are, all of them, tomb raiders. 

In the twentieth century, artists who have built homes for their prized works have been subject to ambig-
uous admiration and derision, the accusation of arrogance and egoism no doubt stemming from a lin-
gering religious aura that has, despite it all, never been entirely stripped away from painting: in creating 
paintings for particular spaces the artist is seen as rejecting the invisible hand of circulation, and in cre-
ating spaces for particular paintings the he builds a temple to his own hand. The Rothko Chapel, which 
technically functions as a place of worship; Ellsworth Kelly’s Austin, often oddly described as an atheist 
temple; Monet’s Water Lilies, suspended in the air against a wall of their own; Mark Bradford’s Pickett’s 
Charge, and its immediate predecessor in the Gettysburg Cyclorama. These are all grand, masculine ges-
tures that stake their claims into the frontier like so many flagpoles thrust into the surface of the moon, 
or the wastelands west of the Mississippi. 

Charles Munka, forever a guest on the island of Sado, treads more softly. Working on the site of an old 
Noh stage, his paintings make place by being born of a place, as he suggests in the title: Riken no Ken, to 
see a detached seeing, to understand at a distance, to grasp formalized beauty and its referent—real, past, 
or imagined—all in the same instant. 

On the exterior of the Haguro Shrine’s stage, he constructs five dark panels, five paintings of negative 
space that derive their graphic forms from the abstract choreographic manuals of the Noh tradition. The 
same pattern is repeated topographically, in Adrift, by stacked cairns of scavenged buoys, an object that 
washes up locally on the tides after being loosened, by nature or by accident or by villainy, from grids 
engaged in the aquaculture of oysters. They are nautical navigational aids, sculptural reinventions of the 
diagrams, street signs, and informational graffiti that Munka has lifted from the surfaces of walls, streets, 
and roadmaps time and time again, from rural France to the dense heart of Hong Kong. One imagines 
the criss-crossing wakes of the ships that have brought him here. His choreography appears again, a third 
time, inside of the shrine, but here reversed: crisp black lines on a light canvas, a confusion of routes 
that may once have traversed this very space, sucking all of the air and all of the history out of a room that 
nearly collapses under its own weight. Every mark, from beginning to end, is revealed to be intentional. 

In making a place for these paintings, in making a place out of these paintings, Munka maps paths that 
do not move forward but rather pull us backward, spin us around, and deliver us right back to where we 
started. As viewers we stand at an altar without a specific purpose, other than to remind us that we can see 
what we are seeking only by stepping back from what is in front of us, to see our own detachment, and to 
allow the world to wash over us in waves.



LINES IN THE SAND by Robin Peckham

芸術家がおしなべて絵画を場所ととらえているわけではない。芸術家の多くにとって、おそらくは大多数に
とってといえるかと思うが、絵画は個別の対象や、幻想を垣間見る窓といったものから、時代遅れの事物
や、実行中の行為の表現といったものに至るまでのあらゆるものであり得る。しかしながら、画家のなかに
は絵画を建築学的な用語でとらえる者もおり、長期に及ぶ美術史の時間の流れを下ったどこかの時点で将
来の鑑賞者がどのような姿勢でその作品に臨むかを想像し、いつの日か絵画が展示されることになる空間
がどのようなものかに思いを巡らし、絵画そのものがどのように瞑想、対立、ロマンス、救済の場を呼び起こ
す、もしくは自ら創出しさえするかを検討している。

これは宗教的な感性に依拠しており、いくつかの重要な点でより古典的な絵画へのアプローチといえる。例
えば、中世の祭壇画を描いた画家はだれでも、その絵画がこの世に存在するかぎりどこにあるかを正確に
知っていた。その場所から取り外されるのは、大災害と同じような事態だった。近代思潮を通じて芸術家は
作品の展示場所の決定権を依頼者側から奪い取り、絵画は教会から美術館へと移動し精神的なものから
解放されたが、代わりに流通システムに組み入れられることになった。美術館はそのすべてが墓の盗掘者の
ような存在だ。

20世紀に貴重な作品を収蔵する施設を建てた芸術家は、賞賛と嘲笑の両義的な反応にさらされ、傲慢や
うぬぼれという非難を受けてきたが、これは間違いなく、先に述べたいっさいの変化にもかかわらずけっし
て絵画から完全に取り除かれることなく存在し続ける宗教的なオーラに由来している。特定の空間に絵画
を制作する芸術家は見えざる流通の手を拒絶しているように見られており、特定の絵画のための空間を創
出する芸術家は自らの手で聖堂を建築している。実際に礼拝の場として機能している『ロスコ・チャペル』、
無神論者の聖堂と奇異な説明をされることの多いエルズワース・ケリーの『オースティン』、壁に向かって空
中に吊り下げられたクロード・モネの『睡蓮』、マーク・ブラッドフォードの『ピケットの突撃』と、『ゲティスバ
ーグ・サイクロラマ』に見るその直接的な先行者。これらはすべて、月面やミシシッピ川の西に広がる荒地に
突き刺されたきわめて多くの旗竿と同じく、フロンティアへの権利を主張する壮大で勇ましい行為だ。

佐渡島に移住したシャルル・ムンカの歩みはもっと穏やかなものだ。いにしえの能舞台の現場に取り組む
彼の絵画は、タイトルで示唆しているように、ある場所から生み出されたものとしての場所を創り出すも
のだ。『離見の見』というそのタイトルは、分離した視点からの見、離れた位置から理解し、様式美と、現
実、過去、想像というその指示対象とをすべて同時に把握することを意味する。

ムンカは羽黒神社の舞台の外側に、能の伝統にもとづく抽象的な振付けマニュアルから図像的な形態を
引き出した余白中心の5点の絵画である、5枚の黒いパネルを建てた。『Adrift』（漂流）では同じパターン
が地勢的に繰り返され、取り去られたブイが墓標のように積み上げられている。自然の力によって、ある
いは偶然に、あるいは邪悪な行為によって、カキの養殖に用いる碁盤状の設備から外れ、波に流されて浜
辺に打ち寄せられた光景だ。これらは航海用の航路標識、図形を彫刻に作り直したもの、街路標識、ある
いは情報提供の落書きで、フランスの田園地帯から人口の密集した香港の中心部までムンカが繰り返し
壁、街路、道路地図から取り上げてきたものだ。ムンカをこの地に連れてくることになった複雑な航跡を
想像できる。神社の内部にみたびムンカの演出が見られる。ただし、今度は逆さまだ。まさにこの空間をか
つて横切っていた道路の混雑を表す、明るいキャンバスに描かれたきびきびした黒のラインで、部屋から
すべての空気とあらゆる歴史を吸収してほとんど自重で崩れ落ちそうな感じがする。

初めから終わりまで、あらゆるしるしが意図的なものとわかる。これらの絵画のための場所を創出し、ある
いはこれらの絵画から場所を創出するにあたって、ムンカは前方へと伸びる道筋を描き出すのではなく、
見る者を後ろに引っ張り、転回させ、スタート地点までまっすぐ戻させるような描き方をしている。私たち
は鑑賞者として明確な目的もなく祭壇に立っている。後方に引き下がって眼前のものから離れていき、自
分自身の分離を確認し、世界が自分を波状に襲ってくるのをなすがままにして、望んでいるものを観賞で
きているのだとただ思い起こすだけだ。
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Installation view of the inside of Anyoji Haguro shrine Noh stage, Sado
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“Ishizumi”, dimensions variable, salvaged buoys, 2020



Aerial view of Anyoji Haguro shrine Noh stage, Sado









Untitled I (Riken no Ken)
175 x 168 cm
carbon paper and acrylic on canvas
2020

Untitled II (Riken no Ken)
175 x 167 cm
carbon paper and acrylic on canvas
2020



Untitled III (Riken no Ken)
175 x 136 cm
carbon paper and acrylic on canvas
2020

Untitled IV (Riken no Ken)
175 x 139 cm
carbon paper and acrylic on canvas
2020



Untitled V (Riken no Ken)
175 x 135 cm
carbon paper and acrylic on canvas
2020



Untitled 0 (Riken no Ken)
155 x 135 cm
Oil on canvas
2020

Untitled 0 II (Riken no Ken)
155 x 135 cm
Oil on canvas
2020



Untitled 0 III (Riken no Ken)
155 x 135 cm
Oil on canvas
2020



Isntallation view at Anyoji Haguro shrine, Sado
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