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ボーダーライン コレクション展Ⅰ
Borderline

Collection Exhibition I

1. 展示室4：展示風景
手前左から：北川宏人

2013.4.13–7.15

《ニュータイプ 2005—ワンピース》
《ニュータイプ 2005—ホワイト》
《ニュータイプ 2005—ブルー》

私たちは、様々な場面で自らが属する「内部」

In many situations, we make a distinction

とそれ以外の「外部」を区別している。その境

between the “inside” to which we belong

界上ではしばしば軋轢が生じるが、それは内部

and the “outside” beyond this. Friction often

と外部が交渉しながら新しいルールを見つけ出

arises on the border between these two, but

し、境界を更新する契機ともなりうる。言い換え

this also provides the opportunity for the

るならば、境界は内部を拡張する可能性を秘め

discovery of new rules and the drawing up

た領域でもあるのだ。このような視点から、境

of new borders as inside and outside

界を「分断するもの」から「繋がり、広げるもの」

negotiate with each other. To put it another

《ニュータイプ 2005—グリーン》
2005年
テラコッタ、アクリル彩色
奥：横溝静「ストレンジャー」シリーズ、1999–2000年
Cプリント
2. 展示室6：展示風景
木村太陽《We know you know we know your pleasure
you never know》2006–2007年
ミクスト・メディア
サイズ可変
3. 展示室2：展示風景

として捉え直し、
「ボーダーライン コレクション展」

way, borders have the potential to expand

では、1年を通じて「境界」をキーワードに私た

our inner realm. Based on this perspective,

ちの周囲に存在する様々な境界に気づき、体感

the “Borderline Collection exhibition” series

し、内と外の関係性を考察することを試みた。

devoted an entire year to reconsidering

コレクション展Ⅰでは、私たちにとって一番身近

borders not as a cause of “division” but as

な身体を基本に据え、レベッカ・ホルン、アン・

means of “connection and expansion,”

ウィルソン、木村太陽、北川宏人、横溝静、中島

encouraging visitors to notice and physically

晴美、小谷元彦らの作品を通して、身体を介し

experience the various borders around them

terracotta, acrylic paint

た他者との距離や関係性、人間の存在性、世界

and examining the relationship between

back: YOKOMIZO Shizuka, “Stranger” series,

の捉え方を考察した。

inside and outside in line with the key word
（米田晴子）

“borderline.” In “ Borderline Collection Ex-

アン・ウィルソン《逸脱の行動》2004年
ヴィデオ・サウンド・インスタレーション
1. Gallery 4: Installation view
front (from left): KITAGAWA Hiroto,
New Type 2005—dress, New Type 2005—white,
New Type 2005—blue, New Type 2005—green,
2005

1999–2000
C-print
2. Gallery 6: Installation view

hibition I,” we focused on the human body

KIMURA Taiyo, We know you know we know your

as the border most familiar to us all, examin-

pleasure you never know

ing through works by Rebecca HORN, Anne
WILSON, KIMURA Taiyo, KITAGAWA Hiroto,
YOKOMIZO Shizuka, NAKASHIMA Harumi

2006–2007
mixed media
dimensions variable
3. Gallery 2: Installation view

and ODANI Motohiko how we distance our-

Anne WILSON, Errant Behaviors, 2004

selves from and maintain relationships with

video and sound installation

others through our bodies and how we view
human existence and the world.

Composer: Shawn Decker
Animator: Cat Solen
Post-production Animator and Mastering:
Daniel Torrente

(YONEDA Seiko)
1-3. photo: WATANABE Osamu
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ボーダーライン コレクション展Ⅰ
Borderline

Collection Exhibition I

2013年4月13日–7月15日

2013.4.13–2013.7.15

会場：展示室1–6、通路

Venue: Gallery 1–6, Corridor

観覧料：一般＝350円／大学生＝280円／

Ticket Price: Adult = ¥350, University = ¥280,

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝280円

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

入場者数：36,078人

Number of Visitors: 36,078

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

Organized by:
21st Century Museum of Contemporary Art,

出品作家：レベッカ・ホルン、木村太陽、北川宏人、

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

中島晴美、小谷元彦、アン・ウィルソン、横溝静

Development Foundation)

カタログなし

Artists: Rebecca HORN, KIMURA Taiyo,
KITAGAWA Hiroto, NAKASHIMA Harumi,

巡回なし

ODANI Motohiko, Anne WILSON,
YOKOMIZO Shizuka

企画・構成：米田晴子、北出智恵子
Curators: YONEDA Seiko, KITADE Chieko
関連企画
◇学芸員によるギャラリートーク
（2013年5月26日、6月8日、6月23日、7月14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
（ 2013年5月18日、ツアー担当：米田晴子）
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