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“ぱーっ ”

Koji Kakinuma—Exploring Calligraphy

2013.11.23–2014.3.2
1970年生まれの柿沼康二は、5歳から筆を

Born in 1970, KAKINUMA Koji took up the

持ち、父である柿沼翠流、手島右卿、上松一條

brush at the age of ﬁve, studying ﬁrst under

に師事し、
「書はアートたるか、己はアーティスト

his father, KAKINUMA Suiryu, and then

たるか」との命題を立て、書、現代アート、サブ

under TESHIMA Yukei and UEMATSU Ichijo.

カルチャーなどと自由に関連させ、既存の書に

Asking “Is Shodo art? Am I an artist?” Kakinuma

収まらない新たな書の地平に挑み続けてきた。

has continually pushed the boundaries of

本展では約700点を展示。古人や能筆家との

Shodo, the Japanese art of calligraphy,

対話の場である臨書、臨書から形式発展させ、

drawing freely from calligraphy, contemporary

他者の言葉を柿沼流に作品化する「エンカウン

art and sub-culture. This exhibition presented

ター（出会うこと）」、書の原理である墨を使って

some 700 works representing a variety of

絵画的に展開する超大型の作品群、あるいは、

expressive styles. Rinsho (calligraphy based

大型の作品での例が多い制作プロセスを観客

on a model) is a platform for dialogue with

と共有するパフォーマンス、また、ひとつの言

master calligraphers and people of the ancient

葉にこだわり、それを執拗に繰り返す「トランス

past. “Encounters” —an offshoot of Rinsho—

ワーク」、書を時間的、空間的に発展させて、巨

are his interpretations of others’ words in the

大なスケールで展開したインスタレーションな

Kakinuma style. His super-large-scale works

ど多様な表現世界を展覧会に凝縮させ、自由

are pictorial investigations using sumi ink.

で未来に向かって開かれた、可能性としての書

In addition there is performance, where he

を提示することとなった。

shares the creative process with an audi（秋元雄史）

ence, “trancework” —countless repetitions of
simple, powerful phrases, and installations
that give temporal and spatial development
to calligraphy on a grand scale. Together
they presented a vision of a calligraphy of
possibility, free and open to the future.
(AKIMOTO Yuji)
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1. 展示室6：展示風景
《不死鳥》2013年
H750×W1100 cm
2. 展示室14：展示風景
《649の月》2013年
H34.5×W45 cm
3. 展示室4：展示風景
左から：
《命》2002年、H360×W480 cm、
《一》2003年、H360×W480 cm、
《喰》2011年、H360×W720 cm
1. Gallery 6: Installation view
Phoenix, 2013
H750 × W1100 cm
2. Gallery 14: Installation view
649 Moon, 2013
H34.5 × W45 cm
3. Gallery 4: Installation view
from left: LIFE, 2002, H360 × W480 cm
One, 2003, H360 × W480 cm
B-beat, 2011, H360 × W720 cm
1–3. photo: NOSE Shoichi
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Koji Kakinuma—Exploring Calligraphy

2013年11月23日–2014年3月2日

2013.11.23–2014.3.2

会場：展示室1–6、14

Venue: Gallery1–6,14

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歳以上の方＝800円

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

入場者数：64,404人

Number of Visitors: 64,404

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

Organized by:

創造財団］

21st Century Museum of Contemporary Art,

後援：北國新聞社

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

協力：株式会社湯山春峰堂、

Development Foundation)

一般財団法人 世界紙文化遺産支援財団 紙守、

Patronized by: THE HOKKOKU SHIMBUN

株式会社桐葉堂、岡本太郎記念館、

In Cooperation with: Yuyama Shunpodo,

栃木県矢板市

General Incorporated Foundations World Paper
Heritage Support Foundation KAMIMORI,

出品作家：柿沼康二

Toyodo, Taro Okamoto Memorial Museum and
Yaita City, Tochigi Prefecture

カタログ：
『柿沼康二「書の道

ぱーっ」』

マイブックサービス、2014年

Artist: KAKINUMA Koji

30×30 cm、108p.、3,000円＋税
ISBN: 978-4-907490-03-4

Calalogue:
KOJI KAKINUMA: Exploring Calligraphy

巡回なし

My book service Inc, 2014
30 × 30 cm, 108p., ¥3,000＋tax

キュレーター：秋元雄史

ISBN: 978-4-907490-03-4

関連企画

Curator: AKIMOTO Yuji

◇講演会：笹原宏之「文化史から見る新しいことば
と漢字」
（2014年2月15日、レクチャーホール）
◇アーティスト・トーク：柿沼康二、
中田英寿（ゲスト）、秋元雄史（金沢21世紀美術館館長）
（2013年11月23日、レクチャーホール）
◇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1月18日、ツアー担当：秋元雄史）

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度
13

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

