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村正彰「金沢でJunglin’」おぼろげ 
HIROMURA Masaaki: Junglin’ in Kanazawa Indistinct Landscapes

2015.11.21–2016.5.8

2010年より始まった、デザイナー 村正彰
による映像インスタレーションのプロジェクト
「Junglin’ジュングリン」を、金沢の代表的な3

つの風景をモチーフとして、新しい視点で「気
づき」を問いかけることを企図したものである。
新作「おぼろげ」は、私たちが普段どのよう
風景を見ているのか、見落としているものは何
か、「知っている」と思っていた風景は、視点の
少しの変化で簡単におぼろげなイメージになっ
ていることを気づかせ、そのおぼろげな風景
は、絵葉書の写真のような記号的なイメージか
らは遠く離れ、その場所の原始的な姿を見せて
くれる。周辺から本質を見ると未来が見えてく
るというデザイナーの思考プロセスにより、金
沢の風景を読み解いた。

（立松由美子）

For this exhibition, designer HIROMURA 

Masaaki brought his video installation pro-

ject “Junglin’,” which he began in 2010, to 

Kanazawa, questioning “perception” by look-

ing at three representative local landscapes 

from a fresh perspective. 

How do we usually perceive landscapes 

and what is overlooked? In the new work 

O-bo-ro-ge, Hiromura reminded us that 

scenes we think we “know” can easily be 

turned into indistinct images by a slight shift 

of perspective. These indistinct landscapes, 

which are far removed from symbolic 

images l ike those seen in postcards, 

reveal to us the primitive form of the three 

locations. Applying the thought process of 

a designer, in which the future becomes 

visible by looking at the essence of things 

from the periphery, Hiromura interpreted the 

landscape of Kanazawa. 

(TATEMATSU Yumiko) 

デザインギャラリー：展示風景

兼六園

7時の開園と同時に何台ものツアーバスが到着し、大勢の

人が園内に流れ込む。広い園内とはいえ、休日は人が途

切れることはなく、庭園と観光客は一体となってひとつの

風景になる。何層にも重なる表情豊かな緑と、その手前を

ゆっくり移動する観光客との対比を意識的に観察すると、

兼六園のまた違う表情を見ることができる。

金沢21世紀美術館

美術館のまわりを人々が外壁にそってゆったりと歩いてい

る。外にあるアート作品とふれあい、芝に腰掛けて話をす

る。それらは、現代美術というコンテンツや特徴的な円形

の建築から生まれた金沢の新しい人の流れのようである。

この世界的な美術館がどのように金沢の風景になってきて

いるか、その一面を垣間見る。

Design Gallery: Installation view

Kenroku-en

At 7am when the park opens, many tour buses arrive 

and great numbers of people stream into the park. 

Although quite large, the park becomes filled with 

tourists on holidays, and the park and the tourists merge 

to create a single landscape. When we consciously 

observe the contrast between the rich beauty of the 

lush, many-layered greenery and the tourists moving 

slowly before it, a different face of Kenroku-en appears.

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

People walk in a leisurely way around the museum 

along its outer wall. Enjoying contact with the artworks 

outside, they sit on the grass and talk. We can think 

of this as a new flow of people appearing in Kanazawa 

due to the museum’s contemporary art theme and 

its building’s distinctive round design. From this 

perspective, we glimpse how this world-renowned art 

museum has become a Kanazawa landscape.

1–3. collection: Hiromura Design Office

2, 3. courtesy of Hiromura Design Office
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2015年11月21日–2016年5月8日

会場：デザインギャラリー

観覧料：無料

入場者数：164,102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］、 村デザイン事務所

協賛：株式会社そごう・西武、株式会社ロフト

協力：アットアロマ株式会社、株式会社アマナ、

スーパーファクトリー、特種東海製紙株式会社、

株式会社中川ケミカル、株式会社山田写真製版所

企画・構成：立松由美子

関連企画

◇アーティスト・トーク： 村正彰

（2016年4月16日、レクチャーホール）

2015.11.21–2016.5.8

Venue: Design Gallery 

Ticket Price: Free

Number of visitors: 164,102

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation), Hiromura Design Office

Sponsored by: Sogo & Seibu Co., Ltd., 

THE LOFT Co., Ltd.

Supported by: AT-AROMA Co., Ltd, 

amana Co., Ltd., SuperFactory, 

Tokushu Tokai Paper Co., Ltd., 

Nakagawa Chemical Co., Ltd.,

YAMADA PHOTO PROCESS Co.,Ltd.

Curator: TATEMATSU Yumiko

村正彰「金沢でJunglin’」おぼろげ　
HIROMURA Masaaki Junglin’ in Kanazawa Indistinct Landscapes


