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コレクション展Ⅱ
感光と定着
2014年9月13日（土）→
2014年10月13日（月）

展覧会名
会

期

コレクション展 II

感光と定着

2014年9月13日
（土）→ 10月13日（月）
開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）
休 場 日 / 毎週月曜日
（ただし、
9月15日、
10月13日は開場）
9月16日

会

場

金沢21世紀美術館 展示室7-12

料

金

一般 360円（280円）/ 大学生 280円（220円）/ 小中高生 無料 / 65歳以上の方 280円
※（

）内は団体料金（20名以上）及び前売りチケット料金

出品作家

ホンマタカシ、カールステン・ニコライ、野口里佳、ゲルハルト・リヒター、トーマス・シュトゥルート、杉本博司

出品点数

91点

主

催

お問い合わせ

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]
金沢21世紀美術館

本資料に関するお問い合わせ

TEL076-220-2800

金沢21世紀美術館 広報担当： 落合 事業担当： 中田
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp

PRESS RELEASE

展覧会について

2014年度、
「透過と反射」に続くコレクション展のテーマは「感光と定着」です。この2つの言葉は光をとら
え、像をつくるまでのプロセス、つまり「写真」を指しています。
写真は絵画や彫刻に比べると新しい表現領域です。
「今、ここ」を留めおきたいという強い願望は、光の作用
によって化学的な変化を引き起こす方法を、さらにはその変化を像として定着させる方法を編み出しまし
た。1826年にニエプスが最初の写真画像をつくりだすことに成功し、続く30年代にはダゲールとタル
ボットがそれぞれ別の方法で、写真の実用化に道を開いて以来、現在まで約180年にわたって絶え間ない
進化を遂げてきた写真。化学や工業といった技術的な発展と、あるいは社会情勢や美術の動向と深く結び
つき、独特の歴史をつくってきました。
当館では「1980年以降に制作された新しい価値観を提案する作品」を、作品収集の大きな柱としています
が、この「1980年以降」は特に写真にとって極めて大きな変化が訪れた時代なのです。デジタル技術の進
化は暗室作業に代わる新たな画像加工の方法を容易にし、フィルムからデジタルへの移行はカメラそのも
ののメカニズムに大幅な変更を加えました。
もちろん大きな変化が初めてというわけではありません。180年余の歴史の中で写真は幾度と無く革新の
時期を迎えました。例えば1920年代から30年代にかけて、コンパクトカメラの開発やフィルムの改良、そ
して印刷技術との連携などを通して、写真に革新的な状況がもたらされましたが、
「1980年以降」はそれを
超えるような変革でした。こうした過渡期に、はたして写真家やアーティストは、光をどのように扱い、そし
て定着させてきたのでしょうか、あるいは写真をどう捉え、写真を用いてどのような表現をつくりだしてき
たのでしょうか。今一度、彼らの取り組みに注目し、当館のコレクションから選んだ写真作品を展観します。

関連プログラム

ギャラリートーク
本展担当学芸員によるトーク。
作品の見どころをご紹介します。
[日時] 2014年10月11日
（土） 14:00[集合場所] 金沢21世紀美術館 総合受付前
[料金] 無料
（ただし、
当日の本展の観覧券が必要）
※ 都合により、
イベントの内容を変更する場合があります。
最新情報は当館ウェブサイトにてご確認ください。

出品作家について

画像1〜6を広報用にご提供いたします。
ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し込みください。
Email: press@kanazawa21.jp
＜使用条件＞
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、
レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送り下さい。
※アーカイヴの為、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録のDVD、CDなどをお送りください。
以上、ご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

ホンマタカシ

1962年東京生まれ。
現在、
東京在住。
写真家。

HOMMA Takashi

1999年、
写真集
『東京郊外 TOKYO SUBURBIA』
で第24回木村伊兵衛
写真賞を受賞。写真の記録性や再現性といったメディアの特徴を捉え、
「写真とは何か」を意識した作品を発表している。作家の主体性とコン
セプトを重視したホンマのアプローチは、写真が事実を忠実に記録す
るドキュメンタリーとしての役割を越えて、絵画や彫刻同様に、美術に
おいて自律性を得た表現であることを示している。

1.

《Tokyo and My Daughter》
2006年
タイプCプリント、フォトアクリル
46.7×58.8 cm
金沢21世紀美術館 蔵
©HOMMA Takashi
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カールステン・ニコライ

1965年カール・マルクス市（旧東ドイツ、現ケムニッツ）生まれ、ベルリ
ン
（ドイツ）
、
ケムニッツ
（ドイツ）
在住。

Carsten NICOLAI

ヴィジュアル・アーティストとしての活動以外に、サウンド・アーティス
ト、レコードレーベル「ラスター・ノトン（raster noton）」の主宰者とし
て活躍。大学ではランドスケープ・デザインを学んだカールステン・ニコ
ライは、
事象を個別としてではなく、
複合的な全体として捉え、
絵画、
彫
刻、建築、サウンド、自然科学、哲学など様々な領域を融合させながら、
新たな領域の創出を探求している。近年は空間を変容させることに
よって、
鑑賞者が実際に視覚的・音響的な体験をする実験室のような作
品を発表している。

2.

《ミルク（10hz）
》2000
チバクローム・プリント／アルミニウム板
H89×W70.5cm
©carsten nicolai
courtesy: Galerie EIGEN+ART Leipzig/Berlin

野口里佳

1971年埼玉県さいたま市
（日本）
生まれ、
ベルリン
（ドイツ）
在住。
1992 年より写真作品の制作を開始。
1994 年、
日本大学芸術学部写真

NOGUCHI Rika

学科卒業。
1995 年、
同学大学院芸術学研究科映像芸術専攻を中退し、
同年の個展にて
《潜る人》
のシリーズを発表。
水の中とダイバーを撮った
この
《潜る人》
、
富士山と登山者を撮った
《フジヤマ》
などに見られるよう
に、
野口の作品には、
被写体との微妙な距離がつくり出す浮遊感と透明
感が漂う。
また、野口は、視界に入った光景を撮るのではなく、むしろ自身が求め
るイメージに向かって視点を定めていく。
こうした制作姿勢は、
《フジヤ
マ》
以降、
野口の制作の主流となり、
数々のシリーズ作品として結実して
いる。
3.

《フジヤマ#4》1997
Cプリント
H95.6×W66.9cm
©NOGUCHI Rika

ゲルハルト・リヒター

1932年ドレスデン
（旧東ドイツ）
生まれ、
ケルン
（ドイツ）
在住。
東ドイツ政府の下、美術教育を受けたが、西ドイツ旅行中に出会った抽

Gerhard RICHTER

象表現主義に強い影響を受け、ベルリンの壁のできる半年前にデュッ
セルドルフへ移住。
1962年に新聞の写真を元にした
《机》
を発表。
以後、
あらゆる存在を反映する基盤として「シャイン」
（光、見せかけ、仮像）を
テーマとし、
高度な絵画技術をもって多様なスタイルを同時期に並行さ
せ、可視性と不可視性、写真と絵画、現実と虚構との境界を行き交いな

4.

《1999年11月5日》1999
油彩／写真
H10×W15cm
©Gerhard RICHTER
photo: SAIKI Taku

がら、
「見ること」
を探求し続けている。

1954年ゲルデルン
（ドイツ）
生まれ、
デュッセルドルフ
（ドイツ）
在住。

トーマス・シュトゥルート

当初画家を志し、デュッセルドルフ芸術アカデミーでゲルハルト・リヒ

Thomas STRUTH

ターのもとで学ぶ。
その後、
写真を撮り始め、
1976 年同アカデミーに開
設した写真科へ移籍、ベルント＆ヒラ・ベッヒャーに師事。都市の街路、
家族の肖像、歴史上の名画とその前に佇む鑑賞者のいる美術館空間な
どを大型カメラで撮影し、シリーズとして制作している。様々な場所や
状況をある一定の視点と法則に落とし込む撮影手法により、内包され
る感情、文化、社会とそれらの差異、さらには、被写体と写真家、作品と
鑑賞者といった多重の関係性を浮き彫りにする。

5.

《パラダイス16、
屋久島、日本 1999》1999
Cプリント
H176.0×W214.5cm
© Thomas Struth, 2014

1948年東京都生まれ、
ニューヨーク及び東京在住。

杉本博司

1970 年に渡米し、
ロサンゼルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザ

SUGIMOTO Hiroshi

インで写真を学ぶ。1974 年よりニューヨークに移り、本格的に写真作
品の制作を開始する。
「劇場」
「海景」
などに代表される写真作品は、
明確
なコンセプトと卓越した技術で高い評価を確立している。
2000年ハッ
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セルブラッド国際写真賞受賞。
2003年からは、
歴史をテーマとし、
杉本
の自作と収集品によって構成される「歴史の歴史」という表現が行われ
ている。精力的に新作発表を続けながら2005年より初の回顧展が日

6.

本を皮切りに米国、ヨーロッパを巡回した。2008-09年、当館にて「杉

《日本海 礼文島》1996
ゼラチン・シルバー・プリント
H119.4×W149.2cm
©Hiroshi Sugimoto
courtesy: Gallery Koyanagi

本博司 歴史の歴史」
展を開催。
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