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「誰が世界を翻訳するのか」※は、異なる文化
に立脚した現代美術作家たちが、自らが属する
共同体を取り巻く世界の有り様をどのように捉
え、伝えていこうとしているのかについて、「翻
訳」をキーワードに読み解こうという試みであっ
た。美術の領域に現れる作品は、「ABC」や「あ
いうえお」といった決まった記号（コード）による
表現とは異なり、さまざまな素材や方法を自由
に組み合わせることで曖昧でユニークな表現を
可能にしている。また、グローバル化によって異
文化間を「移動」「横断」していくことが常態化
している人々にとって、国家民族、あるいは個人
間の関係性が流動的であることにも着目して、
本展ではこれまでに描かれた歴史や価値観の
見直しを文化人類学の視点も交えて考察し、文
化（作品）が世界を翻訳することを見届ける試み
としたものである。

※「誰が世界を翻訳するのか」は、同名の書籍『だれが世界を
翻訳するのか』（真島一郎（編著）、人文書院、2005年） に借りた。

（黒澤浩美）

“Who interprets the world?”* was an attempt 

to discern using the key word “interpret” how 

contemporary artists rooted in different cul-

tures see and convey the state of the larger 

world beyond their community. Works of art 

are created by freely combining a wide range 

of materials and methods. They are unique 

and ambiguous and cannot be reduced to 

signs interpretable using simple A-B-C or 

other codes. As well, noting how in a glo-

balized world, “moving” and “crossing over” 
between cultures is normal and relationships 

among nations, peoples and individuals are 

increasingly fluid, this exhibition was also an 

attempt to consider afresh including cultural 

anthropological perspectives the re-exami-

nation of existing historical perspectives and 

social values, and to assure ourselves that 

culture (artworks) interprets the world.

 
*The exhibition title “Who interprets the world?” is a trans-

lation of the title of the book Qui traduit le monde? (Jimbun 

Shoin, 2005) edited by MAJIMA Ichiro 

(KUROSAWA Hiromi)
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誰が世界を翻訳するのか
Who interprets the world? 

2015.9.19–12.13

手前：エル・アナツイ《空っぽの器》 2015年

スチール、銅線

H104.5×W388×D139 cm

奥：エル・アナツイ《パースペクティブス》 2015年

瓶のキャップ（アルミニウム）、銅線

H1185×W1140×D53 cm

ペドロ・レイエス《人々の国際連合 武装解除時計》 2013年

溶接された金属のスクラップ、機械部品

H243.8×W243.8×D271.3 cm

照屋勇賢《遥か遠くからの未来より》 2015年

麻、着色顔料

H168×D140 cm

foreground: El Anatsui, Empty Vessel, 2015

steel, copper wire

back: El Anatsui, Perspectives, 2015

bottle caps (aluminum), copper wire

Pedro Reyes, pUN—Disarm Clock, 2013

welded scrap metal, mechanical parts

TERUYA Yuken, Parade from far far away, 2015

linen, color pigment

1–3.

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary   
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2015年9月19日–12月13日

会場：展示室7–12、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：190,158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］

助成：公益財団法人 野村財団

協賛：株式会社ユニオン、株式会社メープルハウス

協力：シンガポール航空カーゴ、アエロメヒコ航空、

株式会社ライブアートブックス、

ライトアンドリヒト株式会社

後援：外務省、在日メキシコ大使館、

ポーランド広報文化センター

出品作家：アルトゥル・ジミェフスキ、

ジャナーン・アル＝アーニ、エル・アナツイ、 

イザベル&アルフレド・アキリザン、シルパ・グプタ、
邱志杰（チウ・ジージエ）、リクリット・ティラヴァニ、

スサンタ・マンダル、照屋勇賢、ザイ・クーニン、

ペドロ・レイエス

カタログ：

『ザ・コンテンポラリー 2　誰が世界を翻訳するのか』

マイブックサービス、2014年

23.7×32 cm、135p.、3,780円（税込）

ISBN: 978-4-903205-28-1

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇アーティスト・トーク：スサンタ・マンダル

（2015年9月19日、レクチャーホール）

◇ワークショップ

「アキリザンとワークショップここからあそこへ」

（2015年9月19日–21日、プロジェクト工房）

◇レクチャーシリーズ Session 1：真島一郎 

「いのちの壁 いのちの通路ーふたたび翻訳を問う」

（2015年10月16日、レクチャーホール） 

◇レクチャーシリーズ Session 2：川口幸也

「エル・アナツイ、足もとの歴史をかたる」

（2015年10月17日、レクチャーホール）

◇レクチャーシリーズ Session 3：鈴木裕之

「結婚を通してアフリカとつながる—家族、音楽、

そして人類のこと」（2015年10月18日、レクチャーホール）

◇絵本を読もう（2015年11月21日）

◇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

（2015年11月27日、ツアー担当：黒澤浩美）

◇人々の国連総会［公開ワークショップ］

（2014年12月5日、12月6日、展示室11）

◇アーティスト・トーク：ペドロ・レイエス

（2014年12月6日、展示室11）

2015.9.19 –12.13

Venue: Gallery 7–12, 14

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

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 190,158

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Grants from: Nomura Foundation

Sponsored by: UNION CORPORATION, 

MAPLE HOUSE

Supported by: Singapore Airlines Cargo, 

Aeromexico, Live Art Books, Light and Licht Ltd.

In Cooperation with: Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, Embassy of Mexico in Japan,

Instytut Polski Tokio

Organized by: 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promotion and Development Foundation)

Artists: El Anatsui, Qui Zhijie, Pedro Reyes, 

Isabel and Alfred Aquilizan, Shilpa Gupta, 

Susanta Mandal, Artur Zmijewski, 

Jananne Ai-Ani, Teruya Yuken, Zai Kuning,

Rirkrit Tiravanija 

Catalogue: The Contemporary 2

Who interprets the world?

My Book Service Ine., 2014

23.7 × 32 cm, 135p., ¥3,780 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-28-1

Curator: KUROSAWA Hiromi

ザ・コンテンポラリー 2　誰が世界を翻訳するのか
The Contemporary 2   Who interprets the world?


