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展示室8：展示風景 シリーズ〈ポートレート〉及び〈星〉　

展示室13：展示風景 シリーズ〈基層〉

展示室14：展示風景 シリーズ〈press++〉

1.

2.

3.

トーマス・ルフ展
Thomas Ruff

2016.12.10–2017.3.12

トーマス・ルフ（1958年ドイツ、ツェル・アム・ハル

マースバッハ生まれ）は、アンドレアス・グルスキー
やトーマス・シュトゥルートらとともにデュッセルド
ルフ芸術アカデミーでベルント＆ヒラ・ベッヒャー
夫妻に学んだ「ベッヒャー派」として、1990年代以
降、現代の写真表現をリードしてきた存在である。
本展では、世界が注目する写真家の、初期か

ら初公開の最新作までを紹介した。ルフは初期
に発表した高さ約2メートルにもなる巨大なポー
トレート作品で注目され、以降、建築、都市風景、
ヌード、天体などさまざまなテーマの作品を展開、
それらを通じ、現代人をとりまく世界のあり方に
ついてのユニークなヴィジョンを提示してきた。
私たちの視覚や認識に深く組み込まれた写真

というメディアそれ自体も、ルフ作品の重要なテー
マの一つである。ルフは自ら撮影したイメージだ
けでなく、インターネット上を流通するデジタル画
像からコレクションしている古写真まで、あらゆる
写真イメージを素材に用い、新たな写真表現の可
能性を探究している。
作品選択や展示構成にルフ自身が参加する

など、作家の全面的な協力を得て実現した今回

の展覧会では、未発表の新作を含む158点を通
して彼の作品世界の全貌を紹介した。

（中田耕市）

Thomas Ruff (born in 1958 in Zell am Harm-

ersbach, Germany) has been a leading 

figure in contemporary photography since 

the 1990s when he emerged as part of the 

Becher School. Along with Andreas Gursky 

and Thomas Struth, Ruff studied photog-

raphy with Bernd and Hilla Becher at the 

Kunstakademie Düsseldorf.

The exhibition introduced a wide range 

of works by this world-renowned photog-

rapher, spanning from his earliest efforts to 

his most recent and never-before-shown 

photographs. Ruff first received acclaim for 

a series of large-scale portraits measuring 

two-meters in height. Since then, he has 

explored a variety of themes, including ar-

chitecture, urban landscapes, nudes, and 
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celestial bodies. Through these subjects, he 

has developed a unique vision of the world 

in which we live.

The medium of photography, closely en-

twined with our vision and perception, is an-

other important theme that permeates Ruff’s 

work. He searches for new possibilities in 

photographic expression using a multitude 

of images as his material. These not only 

include Ruff’s own pictures but everything 

from digital images from the Internet to old 

photographs he has collected.

This exhibition consisted of a total of 18 

series, 158 works, including Ruff’s first effort 

Interieurs; Porträts, which earned him wide-

spread acclaim; cassini and ma.r.s., inspired 

by his boyhood interest in outer space; and 

nude and jpeg, which examine visual and in-

formation spaces in the age of the Internet, 

and his most recent photographs, press ++.

  

(NAKATA Koichi)

1.

2.

3.

Gallery 8: Installation view  series “Porträts” and “Sterne”

Gallery 12: Installation view  series “Substrate”

Gallery 14: Installation view  series “press++”

1–3. Photo: KIOKU Keizo
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2016年12月10日（土）–2017年3月12日（日） 

会場：展示室7–14

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／65歳以上の方=800円

入場者数：82,345人　

　　　

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］、読売新聞社

後援：テレビ金沢

協力：Lufthansa Cargo AG、全日本空輸（株）

出品作家：トーマス・ルフ

カタログ：『トーマス・ルフ』

読売新聞東京本社、2016年

30 × 23 cm、272p.、3,500円（税込）

巡回：東京国立近代美術館　

2016年8月30日（火）–11月13日（日）

企画・構成：中田耕市

関連企画

◇アーティスト・トーク：トーマス・ルフ

（2016年12月10日、レクチャーホール）

聞き手：

増田玲（東京国立近代美術館主任研究員）

田中義久（本展アートディレクター）

中田耕市（当館キュレーター）

◇ゲストレクチャー：清水穣

「トーマス・ルフ：アイデンティティの写真から、写真

のアイデンティティへ」

（2017年1月28日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2017年2月4日）

◇視覚の冒険 

̶認知科学を通して見るトーマス・ルフ̶

（2017年3月3日、展示室7–14）

講師：伊丸岡俊秀

（金沢工業大学情報フロンティア学部教授 専門：視覚認知）

田中吉史（同 教授 専門：認知科学）

渡邊伸行（同 准教授 専門：表情認知）

広報件数：61件

トーマス・ルフ展
Thomas Ruff

2016.12.10 (Sat.)–2017.3.12 (Sun.)

Venue: Gallery 7–14

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 82,345

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation), The Yomiuri Shimbun

Supported by: Television Kanazawa Corporation

with the cooperation of Lufthansa Cargo AG, 

ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD

Artist: Thomas RUFF

Calalogue: Thomas Ruff

The Yomiuri Shimbun, 2016

30 × 23 cm, 272p., ¥3,500 (tax included)

Venue of the touring Exhibition: 

The National Museum of Modern Art, Tokyo, 

August 30–November 13, 2016

Curator: NAKATA Koichi


