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ヨーガン レール 文明の終わり
Jurgen Lehl The End of Civilization
Jurgen Lehl

The End of Civilization

2017.8.5–11.5
展示室の入り口で歓声が上がる。色鮮やか

Gasps of excitement can be heard at the en-

で柔らかな光に満ちた展示室の中を来場者

trance to the exhibition room. Visitors walk

1. 展示室13：展示風景
《ヨーガン レール 最後の仕事》2011–2014年
2. 展示室5：展示風景

が公園のように光を浴びながら歩く。ヨーガン

through the exhibition room filled with color-

レールが生きていたら、この光景をどのように

ful and soft light as if strolling through a park

1980年代–2014年

眺めただろうか。
「文明の終わり」と題された本

on a pleasant day. One wonders how Jurgen

3. 展示室4前：展示風景

展では、自然を敬愛し続けたヨーガン レールが

Lehl would have looked upon this sight

「最後の仕事」として取り組んだ、130を超える

should he have been alive to witness it. The

プラスティックの照明が展示された。それらの

exhibition entitled “The End of Civilization”

プラスティックは、ヨーガンが愛した石垣島に打

featured over 130 lighting implements made

ち寄せられ、決して自然に還ることなく、そこに

from plastic, the “last work” in life for Jurgen

残されたゴミをヨーガンが拾い集めたものであ

Lehl who had continued to express a deep

る。人の役立つものとして美しく輝く照明を生

love and respect for nature. The plastic used

み出したのはヨーガンの反骨精神でもあった。

was that which had washed up on the beach-

（瑪
もう一つの展示室5に並べられたババグーリ

es of Ishigaki Island, a place where a Lehl had

瑙石）の美しさこそ、ヨーガンが本来愛し、大切

cherished. Lehl collected this harmful plastic

にし続けた自然の営みである。二つの美しさの

that cannot return to soil and had been left

対比によってヨーガンのメッセージを伝えること

discarded as garbage upon the shore. Using

を意図した展覧会であった。

such materials to create lights that beautifully
（高橋律子）

illuminate spaces and serve people usefully
had been a reflection of Lehlʼs rebellious
spirit. Also displayed in the exhibition were
the “babaghuri” agates that Lehl long sought
after and collected, fascinated by each stoneʼs
unique beauty conceived through the workings of nature. The exhibition imparted Jurgen
Lehlʼs message of respect for nature through
contrasting these two forms of beauty.
(TAKAHASHI Ritsuko)
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《ババグーリ（瑪瑙石）
：ヨーガン レールが拾集した石》

1. Gallery 13: Installation view
Jurgenʼs upcycle project, 2011–2014
2. Gallery 5: Installation view
Babaghuri (agate): The stones collected by Jurgen Lehl,
1980s–2014
3. In front of Gallery 4: Installation view
1–3. Photo: KIOKU Keizo
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Jurgen Lehl The End of Civilization

– 2017年11月5日（日）
2017年8月5日（土）

2017.8.5 (Sat.)–2017.11.5 (Sun.)

会場：展示室5、13

Venue: Galleries 5, 13

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

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

小中高生＝400円／ 65歳以上＝800円

Elem/JH/HS＝¥400, 65 and over＝¥800

※「日々の生活̶気づきのしるし」展と共通チケット

*Common ticket with the exhibition

入場者数：182,777名

“Everyday Life ̶ Sign of Awareness”
Number of visitors: 182,777

主催：
金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

Organized by:
21st Century Museum of Contemporary Art,

出品作家：ヨーガン レール

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion
and Development Foundation)

巡回なし
Artist: Jurgen Lehl
企画・構成：高橋律子
Curator: TAKAHASHI Ritsuko
広報件数：24件
Publicity: 24
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Jurgen Lehl The End of Civilization

出品リスト List of Works
1
ヨーガンレール
Jurgen Lehl
ヨーガンレールの最後の仕事
Jurgenʼs upcycle project
2011–2014
海岸に流れ着いたゴミ、ランプ
サイズ可変
Jurgen Lehl
2
ヨーガンレール
Jurgen Lehl
ババグーリ（瑪瑙石）
：ヨーガン レールが拾集した石
Babaghuri(agate):The stones collected by Jurgen
Lehl
石
Jurgen Lehl
3
ヨーガンレール
Jurgen Lehl
同じ場所で撮られた異なる風景
Beach viewed by two different directions
2013–2014
写真
Jurgen Lehl
4
On The Beach
2012–2014
映像
13分
Production: OBSERAI Inc.
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