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アペルト 01

金光男  White light White heat 
APERTO 01  KIM Mitsuo: White light White heat

2014.9.13 –11.24

本展は、新進気鋭の作家を個展形式で紹介
する新しいシリーズ「アペルト」の第1回目。作
家とキュレーターが作品発表の機会を共に創出
し、未来の創造への橋渡しをすることを目指す。
金光男はシルクスクリーン技法でイメージの反
復と、反復に手繰り寄せられたイメージ間の関
係性を探求し、板にパラフィン・ワックスを薄く
敷き、その上にシルクスクリーンで画像を転写
し、その表面に熱を加え、パラフィン・ワックスが
溶融してイメージが崩壊する寸前で固められた
作品群を展開する。ワックスの盛り上がりによっ
てかき乱された表面は、作家自身の身体行為の
痕跡でもある。崩れてはっきりとしないフェンス
の曖昧な境界線の向こう側に、もうひとつの光
の世界が感じられる。作品は相対する現象が同
じ世界にあることを暗示させ、本来のあるべき
姿から本質を失っている状態を可視化しようと
している。翌年、本展が評価され、金は京都市
芸術新人賞を受賞した。                 （立松由美子）

This was the first in the new exhibition series 

“Aperto,” which introduces up-and-coming 

young artists in a solo exhibition format. 

Artists and curators collaborate in creating 

opportunities for exhibiting works and seek 

to lay the groundwork for future creative 

endeavors. KIM Mitsuo employs silk-screen 

techniques to explore the relationship be-

tween serial images and the image they pro-

duce as a total effect. Spreading a thin layer 

of paraffin wax on a board, he transfers an 

ink image to the wax using a silk screen. He 

then exposes the surface to heat and melts 

the wax, halting the process to let it harden 

just before the image disappears entirely. 

The surface is disturbed by projections of 

the wax and shows traces of the artist’s own 

physical actions. Beyond the ambiguous 

boundary of the indistinct, broken lines of a 

fence we sense another world of light. Kim’s 

works suggest that opposing phenomena 

exist in the same world and seek to give 

visual embodiment to a situation in which 

the essential spirit of what we expect to see 

is missing. This exhibition was recognized 

the following year when Kim won the Best 

Young Artist Award by City of Kyoto. 

(TATEMATSU Yumiko)

《row-kanaami #23》 2014年  

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

《row—tile #2》（部分） 2014年

壁面左から：

《row—umi  #14 》 2014年

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H80.3×W116 cm

《row-kanaami #22》 2014年  

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

《row-kanaami #23》 2014年

パラフィンワックス、シルクスクリーン／パネル、バーナー

H227.3×W162.3 cm

床：《row—tile #2》 2014年

シルクスクリーン／パラフィンワックス、電球

H177×W357 cm

row-kanaami (row—wire netting) #23, 2014  

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row—tile #2 (detail), 2014

from left:

row—umi (row-seascape) #14, 2014

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row-kanaami (row—wire netting) #22, 2014

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row-kanaami (row—wire netting) #23, 2014  

paraffin wax and screen printing on panel, burner

row—tile #2, 2014 

floor: screen printing on paraffin wax, lightbulb

1–3.

collection of the artist

photo: KIOKU Keizo
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2014年9月13日–11月24日

会場：長期インスタレーションルーム

観覧料：無料

入場者数：76,584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］

協力：MA2Gallery、日本精蝋株式会社、

ホルベイン工業株式会社、マルオカ工業株式会社、

かゆう堂

出品作家：金光男

リーフレット：『金光男 White light White heat 

（アペルト01）』

21×15 cm、6p.（ポストカード付き）、

370円＋税

巡回なし

企画・構成：立松由美子

関連企画

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

 夕暮れおしゃべりツアー

（2014年9月27日、ツアー担当：立松由美子）

◇レクチャー：木幡和枝「後成的風景」

対談：木幡和枝 ＋ 金光男、

モデレーター：立松由美子

（2014年11月23日、レクチャーホール）

2014.9.13–11.24 

Venue: Long-Term Project Room

Ticket Price: Free

Number of visitors: 76,584

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In Cooperation with: MA2 Gallery,  

Nippon Seiro Co., Ltd., Holbein Works, Ltd.,  

Maruoka Kogyo Inc., Kayudo Co.,Ltd

Artist: KIM Mitsuo

Leaflet: KIM Mitsuo: White light 

White heat (APERTO 01)

21 × 15 cm, 6p. with a postcard, ¥370 + tax

Curator: TATEMATSU Yumiko

アペルト01  金光男  White light White heat 

APERTO 01　KIM Mitsuo: White light White heat


