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金沢 21 世紀美術館(館長:蓑 豊、所在地:石川県金沢市広坂 1-2-1)では、本年 11 月
23 日(木・祝)から 2007 年 3 月 21 日(水・祝)まで、「リアル・ユートピア〜無限の
物語」展を開催いたしますので、お知らせいたします。
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展覧会概要

■展覧会名称： 「リアル・ユートピア〜無限の物語」展
■英文名称:
Real Utopia ~ Stories of the Unlimited
■会期：
2006年11月23日（木・祝）〜2007年3月21日（水・祝）
開場時間：午前10時から午後6時まで（金・土曜日は午後8時まで）
休場日：毎週月曜日（ただし、07年1月8日と2月12日は開場、各翌日火
曜日は閉場）/06年12月5日̶12月10日/年末年始(06年12月29日̶07年
1月1日)
■開場時間：
10 時〜18 時(金・土曜日は 20 時まで)
※チケットの販売は閉場 30 分前まで。
■料金:
・当日
一般600円、大学生500円、小・中・高生250円、65歳以上の方500円
・前売り、団体
Ở Ở Ở Ở Ở Ở Ở Ở Ở 一般＝500 円Ở
大学生＝400 円Ở 小中݄生＝200 円
※本展観覧券にてコレクション展 II（2006年9月1日（金）-2007年4月12日（木））
奈良美智展「Moonlight Serenade ‒月夜曲」（2006年9月1日（金）-2007年
3月21日（水・祝））も併せてご覧いただけます。

■会場：
金沢 21 世紀美術館 展示室 7〜12、展示室 14
■出品作家：
イ・ブル、草間彌生、岸本清子、木村太陽
■出品点数：
約 30 点(絵画、インスタレーション、立体、映像など)
 ڦ前売りチケット取扱い：
チケットぴあ（Tel:0570-02-9999、展覧会チケットPコード：687-058）、
ファミリーマート、サンクス、サークルK 販売期間：2006年11月1日
より2007年3月21日まで（ご予約は3月18日まで）
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展覧会について
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出品作家
■ イ・ ブ ル
1964 年、ヨンウォル（韓国）生まれ。ソウル在住。
1980 年代後半から制作活動を始める。様々な地域の歴史、美術史、神話などにおいて継承されているテーマ
を作品内に取り入れている。例えば、
《サーレーン》は、ギリシャ神話において上半身は女、下半身は鳥の姿
をした海の精「サイレーン」を源泉とする作品である。
《出現》は、ギュスターブ・モローのサロメを主題と
した作品《出現》に由来する。西洋文化だけでなく、例えば、
《サイボーグ W8》のように、韓国や日本のア
ニメーションからインスピレーションをうけて制作された作品もある。伝統的な図像や大衆性のあるモチー
フを扱いながらも、個人的経験や想像、そして、制作という過程を踏まなければ生まれてこない造形など実
に多様な要素を複雑に作品内に居住させ、過去の偉人が成し遂げたイメージに触れながれもそこから決別し、
彼女独自の壮大な世界を創出している。
■ 草間 彌 生
1929 年、松本市生まれ。東京都在住。
幼い頃からの自身の体験を絵に表し、同一イメージの反復と増殖を描く。特に、一貫したモチーフの一つに、
反復的で増殖的なドットや網がある。ドットや網は、時にカンヴァスという平面で展開され、さらにはカン
ヴァスを超えて、床、壁、天井、そして机や椅子、テーブル、ソファといった日用品にまで及んでいく。ドッ
トや網というモチーフは媒体を問わず、提示される空間を無の空間と化し、鑑賞者をこの空間の中に取り込
む。例えば、《Iʼm Here, but Nothing》における無数に存在するドットは、果てしない無限空間や空虚感を
作り出す。そして、この空間では、自己も他者も、全てが消えていく存在となりながら、一つのドットとい
う生命として存在する。さらに、草間の作品は、人間の意識を、生も死も、現実も理想も、ありとあらゆる
ものが混在している無限の時空に還元する。
■ 岸本 清 子
1939 年、名古屋市生まれ。1988 年同市にて没。
岸本は最初の作家活動として 1960 年代の東京で起こった「ネオ・ダダ・オルガナイザーズ」に参加し、そ
の後、パフォーマンス活動や絵画制作を精力的に行い、常に社会構造に対する痛烈な批判を制作の根底に据
えた。1980 年代には実際に政治活動に傾倒していき、参議院選挙にも出馬する。岸本は、過去 2000 年間の
社会を「男性型文化支配」や「権力支配思考型文化」が蔓延するピラミッド型構造と考え、そこでは人々が
上昇競争し、弱者は底辺に蹴落とされ存在していると認識していた。それに対し、岸本が謳った理想的社会
は逆三角形の構造を持ち、人々は下降競争する。そして、岸本自身は「地獄の使者」として逆三角形の底に
存在し、他者の困難を請け負う。このような思想をもとに、
《21c. Erotical Flying Machines 銀河の旅》
、
《怪
獣文明̶このあえなきものに祈りて》、《ホワイトマウンテンゴリラ》を含む多様な作品を制作した。
■ 木村 太 陽
1970 年鎌倉市生まれ、同市在住。
木村の作品の多くは、日常的にどこにでもあるものー牛乳パック、ゴミ袋、洗濯籠など、この国で生活すれ
ば誰しも必ず目にするものを用いている。さらには、カレー、トマト缶、肉といったように人間に消費され
排泄される食料も作品に取り入れている。例えば、
《Video as Drawing》では、カレーライスで顔を洗う模様
が繰り返し映し出され、身体的な不快感やそこにいる居心地の悪さといったものが感じられる。一方で、木
村は、個人と群衆の関係についても示唆するような作品を制作している。《We know you know we know
your pleasure you never know》は約 600 体のハトが床に並べられ、そのハトの上を鑑賞者はフレームで組
まれ、底板が接合された箱や、傘が置かれた同様の箱を滑らせる作品であるが、床のハトの頭部はキャスター
で作られていることから、この箱は押される力に合わせて集団のハトの上を滑っていく。頭部がキャスター
のハトの上に箱を転がすという行為自体不気味であるが、不規則に並ぶ集団のハト、鑑賞者という人間など
といった要素は、群集心理、個人と群衆との関係について物語る。
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提供できる画像
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㸯ᖳ᭮偆ᅰ假ࠉ᭮偆ᅰ假ࠉᖳ᭮偆ᅰ假ࠉ᭮偆ᅰ假ࠉ᭮偆ᅰ假ࠉ
᭮偆ᅰ假ࠉᅂ㸯 
㞗ྙሔᡜ㸯㔘Ἁୠ⣎⨶⾙㤃 ࣝࢠࢲ࣭࣭ࣔ࣌ࣜ 
ᩩ㔘㸯↋ᩩ偆ࡒࡓࡊࠉᮇᒈࡡびぬไᚪこ假

ͤࣥ࢘ࣤࢹࡢ㒌ྙ࡞ࡻࡽን᭞࡞ࡾࡆ࡛࠵ࡽࡱࡌࠊ
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