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ボーダーライン コレクション展Ⅱ
Borderline

Collection Exhibition II

2013.9.2–2014.3.16
境界を「分断するもの」から「繋がり、広げる

As the ﬁrst step in an attempt to change our

もの」と捉え直す試みの第一歩として、
「 ボー

view of borders from things that “divide”

ダーライン コレクション展Ⅰ」では、一番身近

to things that “connect and expand,”

な身体を基本に据えて内と外の関係性を考察

“Borderline Collection Exhibition I” took

した。続く
「ボーダーライン コレクション展 Ⅱ」

as its basis that which is familiar to us—

では、それを社会的な境界へと広げることとし

the body—and pondered the relationship

た。進化の過程で巨大な大脳を持つようになっ

between inside and outside. With “Borderline

た人類は、意識という内部を獲得した。私たち

Collection Exhibition II” we sought to expand

の社会に存在する、自己と他者、公と私、国境、

this to include social borders. Having come

2チャンネル・ヴィデオ／オーディオ・インスタレーション、

民族、ジェンダーなどといった様々な境界の多

to possess through the evolutionary process

16 mm白黒フィルムをヴィデオに変換

くは、人間が意識の中で引いた線が制度化さ

a massive cerebrum, humans also acquired

1. 展示室8：展示風景
手前：モナ・ハトゥム《地図》1998年、ガラス玉、
展示空間に合わせる
奥壁面：シリン・ネシャット
《無題（歓喜シリーズ）》1999年
ゼラチン・シルバープリント
2. 展示室12：展示風景
手前：さわひらき《airliner》2003年、DVD、3分
奥：宮㟢豊治《眼下の庭》1993年、鉄、漆
3. 展示室7：展示風景
シリン・ネシャット
《荒れ狂う》1998年

10分

れたものである。本展では、シスレイ・ジャファ、

the inner realm of consciousness. Many of

シリン・ネシャット、モナ・ハトゥム、グレイソン・

the boundaries that exist in our societies—

front: Mona HATOUM, Map, 1998, glass marbles,

ペリー、ジュン・グエン＝ハツシバ、さわひらき、

between the self and others, public and

Dimensions determined by the space

宮㟢豊治、木村太陽の8作家22点の表現を通

private, and between countries, ethnicities

して、人間の意識が作り出した境界に立ち向か

and genders—are the result of lines that

い、横断しながら、外部と接することで自己とい

were drawn by people in their conscious-

う内部の領域を拡張していこうとする人間の可

ness becoming institutionalized. Through

front: SAWA Hiraki, airliner, 2003, DVD, 3 min.

能性を探った。

22 works by eight artists (Mona HATOUM,

back: MIYAZAKI Toyoharu, The Garden Below, 1993,

（米田晴子）

KIMURA Taiyo, MIYAZAKI Toyoharu, Shirin

back wall: Shirin NESHAT, Untitled (Rapture series),
1999
gelatin silver print
2. Gallery 12: Installation view

iron, Japanese lacquer,
3. Gallery 7: Installation view

NESHAT, Jun NGUYEN-HATSUSHIBA,

Shirin NESHAT, Turbulent, 1998,

Grayson PERRY, SAWA Hiraki and Sislej

Two-channel video/audio installation,

XHAFA), at times confronting borderlines

16 mm black-andwhite

created by human consciousness, at times

ﬁlm transferred to video
10 min.

traversing them, this exhibition explored

courtesy of the artist and Gladstone Gallery,

the potential for people to expand the inner

New York and Brussels

realm of the self through contact with the
outside.

1, 2. photo: SAIKI Taku
3. photo: KIOKU Keizo

(YONEDA Seiko)
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1. Gallery 8: Installation view
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ボーダーライン コレクション展Ⅱ
Borderline

Collection Exhibition II

2013年9月28日–2014年3月16日

2013.9.28–2014.3.16

会場：展示室7–12、通路

Venue: Gallery 7–12, 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：33,324人

Number of Visitors: 33,324

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,
Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and

出品作家：モナ・ハトゥム、木村太陽、宮㟢豊治、

Development Foundation)

シリン・ネシャット、ジュン・グエン＝ハツシバ、
グレイソン・ペリー、さわひらき、シスレイ・ジャファ

Artists: Mona HATOUM, KIMURA Taiyo,
MIYAZAKI Toyoharu, Shirin NESHAT,

カタログなし

Jun NGUYEN-HATSUSHIBA, Grayson PERRY,
SAWA Hiraki, Sislej XHAFA

巡回なし
Curators: YONEDA Seiko, KITADE Chieko
企画・構成：米田晴子、北出智恵子
関連企画
◇学芸員によるギャラリートーク

（2013年10月19日、11月9日、12月14日、2014年1月11日、
2月8日*、3月8日）

*特別ゲスト：宮㟢豊治
◇絵本を読もう

（2013年11月30日、2014年2月15日、3月15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
（2014年2月8日、ゲスト：宮㟢豊治、ツアー担当：米田晴子）
◇「ボーダーライン

コレクション展Ⅱ」

クロージング・パフォーマンス：
ジュン・グエン＝ハツシバ×contact Gonzo
「エンター・ザ・ゲンバ」
（2014年3月16日、展示室11）
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