2005 年 6 月 15 日
金沢 21 世紀美術պ

展覧会開催のお知らせ

マシュー・バーニー:拘束のドローイング展
Matthew Barney:Drawing Restraint

2005 年 7 月 2 日（土）~8 月 25 日（木）
（休պ日：7 月 4 日(月)、7 月 11 日(月)、7 月 19 日(火)）
※夏休み期間中(7/20~8/25)は無休。

金沢 21 世紀美術պ(պସ:蓑豊、所在地:石川県金沢市広坂 1-2-1)では、本年 7 月 2 日(土)
から 8 月 25 日(木)まで、『マシュー・バーニー:拘束のドローイング展』を開催いたしま
すので、お知らせいたします。

『拘束のドローイング 9』より
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展覧会概要
■展覧会名称：「マシュー・バーニー:拘束のドローイング展」
■英文名称:「Matthew Barney:Drawing Restraint」
■会期：2005 年 7 月 2 日（土）~2005 年 8 月 25 日（木） 
休պ日：7 月 4 日(月)、7 月 11 日(月)、7 月 19 日(火)
※夏休み期間中(7/20~8/25)の間の月曜日は臨時開պします。
■開պ時間：10 時~18 時（金・土曜日は 20 時まで。チケットの販売は閉պ 30 分前
まで。）
■料金(予定): ・当日
一般＝1,000 円 大学生＝800 円 小中ݗ生＝400 円、
65 歳以上＝800 円
・前売り、団体
一般＝800 円 大学生＝600 円 小中ݗ生＝300 円
 映像作品「拘束のドローイング 9」鑑ऩ券
・当日
一般＝1,000 円 大学生＝800 円 小中ݗ校生＝400 円
65 歳以上＝800 円
前売り
一般＝800 円 大学生＝600 円 小中ݗ校生＝300 円
■会場：金沢 21 世紀美術պ 展示室 5~展示室 12、展示室 14
■出品点数(予定)：彫刻 22 点、写真 74 点、ドローイング 11 点、ビデオ作品 6 点、
映像作品 1 点
■主催：
 金沢 21 世紀美術պ、朝日新聞社
■海外巡回先： Leeum,サムスン美術պ、ソウル
（会期：2005 年 10 月 13 日~2006 年１月８日）
 サンフランシスコؼ代美術պ
（会期：2006 年６月 23 日~9 月 19 日）
■後援：アメリカ大使պ
■協賛：

■ 協 力 : 

共同船舶株式会社
■前売券取扱い:チケットぴあ、セブンイレブン、ファミリーマート、サンクス、
【展覧会 P コード：686-097／上映会 P コード：551-391】
本資料に関するお問い合わせ先
金沢 21 世紀美術պ
広報担当:落合
TEL：076-220-2800
FAX：076-220-2802
〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1
http://www.kanazawa21.jp
E-mail:press@kanazawa21.jp


※展覧会の作品写真、美術պの写真などは上記へお問い合わせ下さい。
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展覧会について
この展覧会は、アメリカを代表する若手現代作家の一人、マシュー・バーニーの日本
での初の個展です。
マシュー・バーニーは、1968 年生まれ、1980 年代より彫刻、パフォーマンス、ビデ
オの作品を多く手掛け、23 歳のとき、最年少でサンフランシスコؼ代美術պの個展でデ
ビュー、以来その作品は国際アート界で絶えず注目を集めてきました。
この展覧会は、日本をテーマにした新作の世界に先駆けてのプレミアム発表となりま
す。新作『拘束のドローイング９』は、「捕」ژと「茶道」といった日本の文化をテー
マに、映画、彫刻インスタレーション、写真など多彩なメディアで展開される作品です。
映画撮影は日本ロケを中心に行われ、日本の文化に対する新鮮なビジュアルӕ釈がなさ
れています。またパートナーであるアイスランド出身のボーカリスト、ビョークが映画
音楽と展示インスタレーションの音楽を担当。バーニーと映画においても共演するなど、
話題を呼ぶ内容となっています。
これにあわせて、この展覧会では、1980 年代後半より制作している『拘束のドローイ
ング』シリーズすべてを展示します。この『拘束のドローイング』は、主にドローイン
グ、映像、彫刻から構成される連作です。『拘束のドローイング』には、そのタイトル
から連想されるように、ドローイングを行う際に身体に拘束、制限を与え、そこから生
まれる未知の形に挑戦するという意味があります。人間の身体とそれを取り巻く世界、
あるいは身体内での活動、エネルギーの問題を主題とする作品なのです。
クールな視点でとらえられた日本のൌ景やバーニーとビョークがژに変身する華༚な場
面による映像、展示空間をうめるダイナミックな彫刻、金沢 21 世紀美術պという円形で
透明な建物の中で心る光景が展開されるでしょう。

Matthew Barney
Drawing Restraint 9

『拘束のドローイング 9』より
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2005
Production Photograph
Copyright2005 Matthew Barney
Photo: Chris Winget
Courtesy Gladstone Gallery, New York

展覧会の特徴
①最も注目すべき、21 世紀型アーティストの日本初個展。
そしてそのパートナーとの共演。
今回の主役、マシュー・バーニーは、彫刻と映像の密接な関係を通して、身体感ԑとバーチャ
ルな情報感ԑを融合させようとする、21 世紀型のアーティスト。彫刻は映画の中に登場し、映
画の物܃の中でその意味を与えられていきます。さらに彼は自らを、ファンタスティックで時
にこっけいな、様々なキャラクターに変身させ、ൌ景をもグラマラスに変容させていくのです。
いわば、彼は、ビジュアルな物܃を作り出す錬金術師。そして彼の彫刻は「手に触ることので
きる物」܃なのです。この展覧会は、そのバーニーの日本で初の個展。また彼のパートナー、
ビョークはアイスランド出身で、昨年のアテネ・オリンピックでもパフォーマンスを披༳する
など、世界的なボーカリストとしても知られています。今回発表されるバーニーの新作では、
ビョークが映画音楽と展示インスタレーションの音楽を担当。バーニーと映画においても共演
するなど、アート界、音楽界の話題を呼ぶ内容となっています。

②「拘束のドローイング」、その全貌を公開します。
1987 年以来、バーニーが取り組んでいる『拘束のドローイング』シリーズ。この展覧会は、
かつて行われたパフォーマンスも再演するなど、その全ぼうを見せる場となります。主にド
ローイング、映像、彫刻から構成されるこの連作は、そのタイトル『拘束のドローイング』
のとおり、ドローイングを行う際に身体に拘束、制限を与え、そこから生まれる未知の形に
挑戦するという意味があります。人間の身体とそれを取り巻く世界、あるいは身体内での活
動、エネルギーの問題を主題とする作品なのです。ؼ年、彼の代表作『クレマスター』シリー
ズが各種メディア等で取り上げられることが多かったのですが、今回は『拘束のドローイン
グ』シリーズを統括的に見せることで、彼の芸術活動の全体像と新展開を紹介することとな
るでしょう。旧作 8 作品に加え、今回は世界に先駆けて金沢 21 世紀美術պで、最新作『拘束
のドローイング 9』をプレミアム発表。もちろん日本では、金沢のみでの公開となります。

③彫刻、映画、音楽といった最新表現と日本のൌ景が、
最新作で融合します。
新作『拘束のドローイング 9』は、
「捕」ژと「茶道」という日本の文化をテーマに映画、彫刻、
インスタレーション、写真など、多彩なメディアを用いて展開される作品です。映画は、昨年、
日本の瀬戸内海などでロケが行われました。またバーニーは日本の茶道も深く取材し、映画に
は、裏千家教授、大島宗翠氏も出演、バーニーが作った茶道具も登場します。日本の文化に対
する新鮮なビジュアルӕ釈がなされた映像作品です。展示空間をうめるダイナミックな彫刻や
映像、ビョークの作り出した音楽と、クールな視点でとらえられた日本のൌ景が融合する最新
作をご照会します。

④新作映画は、鮮烈で美しすぎる現代のおとぎ話。
特に新作映画『拘束のドローイング 9』の映像の美しさは、印象的。映像と音楽が織りなすあ
まりにも不思議なおとぎ話です。なぜ石油精製所のタンクの間を動物たちがパレードを繰り広
げるのか？捕ژ船のデッキにつくられていく奇妙な鋳造物はいったいÛ。そして船の中の「茶
室」には動物の毛皮をまとった恋人たちが招待されます。化石燃料が洋上の船の上で一つの形
に変わるとき、水に沈んでゆく恋人たちの身体に֬こる大きな異変。そして、白いژに変身し
てゆくバーニーとビョークの狂ったクライマックスは、我々の時代においてなお、ただただ「鮮
烈」で「美しい」としかۗいようがありません。
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拘束のドローイングについて
＜拘束のドローイングとは＞

『拘束のドローイング 1』

バーニーは、『拘束のドローイング』というタイトルのと
おり、身体に拘束、制限を与えてドローイングを行っている。
『拘束のドローイング』の第一作目は、1987 年マシュー・
バーニーが学生時代にࠟみられた。右の写真のように、床と
離れロッククライミングを思わせる状況でドローイングを描
いている。第 6 作では、トランポリンから飛び上がり天井に
絵を描いている。また第 7 作で、彼は半獣半人サテュロスと
いうモンスターを演じてドローイングを描いている。そこに
は、身体とそれを取り巻く世界、あるいは身体内での活動、
エネルギーの問題といった主題がある。
マシュー・バーニーは、パフォーマンス作品から制作活動
を始めた。その後、彫刻を創り始め、パフォーマンスと彫刻
を組み合わせた作品を制作するようになった。こうした流れ
の中に、この『拘束のドローイング』もある。彼の科学知ࡀ
Barney
やスポーツ医 Matthew
Drawing Restraint 1
学から来るア 1987
Still
プローチが、 Documentation
Copyright Matthew Barney 1987
Photo: Michael Rees
こうした表現 Courtesy Gladstone Gallery, New York
に貢献しているのはもちろんだが、それ以
上に彼の作品には、身体や形の変容といっ
た、彼が一貫して取り組んでいるテーマが
ある。バーニーは、それらを、写真、映像、
彫刻といったメディアを重層的、多Ԓ的に
用い、身体、ൌ景、物܃といった伝統的な
要素を通じて܃っていくのだ。
『拘束のドローイング 2』
ocumentation Still
Copyright Matthew Barney 1987
Photo: Michael Rees
Courtesy Gladstone Gallery, New York

そして最新作、
『拘束のドローイング 9』
もフィルムと彫刻から構成される。

『拘束のドローイング 9』ストーリー
映像作品の『拘束のドローイング 9』は、会話のない映画である。この作品は、映像と
音楽が織りなす、むしろオペラのような抽象的なおとぎ話で、日本の伝統文化から受けた
インスピレーション、エネルギー源としてのژの歴史がテーマにつながっている。
物܃は、日本のとある石油精製所を舞台とした行進とともに始まる。ݗ温のワセリンを
積んだタンカーが工場のゲートから出発し、港に向かって進んで行く。タンカーの列は、
牛、馬、࠾、イノシシなど、動物の群れに率いられ、何百もの熱狂した見物人にڗえられ
て、巨大な捕ژ加工船のわきに到着する。ワセリンは港に停泊する船に運ばれ、後甲板上
の巨大な鋳型の中へと注ぎ込まれる。船は南極海に向けて出発し、積まれた大量のワセリ
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ンは数週間にわたって次第に凝固していく。固まりつつあるワセリンの表面は、絶えず変
化する海の状態を挑発的に映し始める。捕ژの技術や道具によって、このワセリン鋳造物
の制作作業は順調に進む。船が南極圏に入り、光り輝く氷山を背景に鋳型を外す作業が始
まるとき、物܃はクライマックスに達する。
甲板上に置かれたワセリンの鋳造物の状態が刻々と変わる様子は、捕ژ加工船の第２甲
板で展開するラブストーリーに映し出される。茶会の主人が差し出す茶碗を儀式的に受け
ながら、若いカップルは恋に落ち、その背景で伝統的な茶道の無駄のない所作が続く。船
の航行とともに、茶室そのものが茶碗と化し、温かい液体が室内を徐々に満たしていく。
若い二人が液体に包み込まれ、その姿がゆっくりとژに変わる鮮烈で美しいクライマック
スシーンでこの『拘束のドローイング 9』は終わる。

Matthew Barney
Drawing Restraint 9
2005
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マシュー・バーニー

作家プロフィール
(Matthew Barney）

1967 年サンフランシスコ生まれ ニューヨーク在住
《略歴》
1989 年イェール大学で医学を修めた後、美術と体育を学ぶ。フッ
トボール選手の特待生やファッション・モデルなど多彩な経験を
経て、1991 年サンフランシスコؼ代美術պでの個展以降、映像と
彫刻を中心に活発な制作活動を展開。彼の彫刻作品は整形用の強
化プラスチックやシリコンなど独特の素材から構成されることが
多く、また映像作品では、緩慢な編集とݗ揚感のある音が独特の
重厚な൪囲気をつくりあげている。ؼ年は体の内と外で֬こって
いることをテーマにした映像作品『クレマスター』シリーズを制
作。自らが出演する映像作品のなかで用いた彫刻のインスタレーションなども発表して
いる。
1993 年ヴェネツィア・ビエンナーレ アペルト๖で「ヨーロッパ 2000」ऩを、1996 年
にはグッゲンハイム美術պの「ヒューゴ・ボス」ऩを受ऩ。
■主なパブリック・コレクション
ダラス美術պ、シカゴ現代美術պ、ニューヨークؼ代美術պ、ウォーカー・アートセン
ター、テート・ギャラリー、ホイットニー美術պ、ソロモンR.グッゲンハイム美術պ

ビョーク(Björk)
1965 年、アイスランドの首றレイキャビク生まれ。5 歳から 14 歳
まで地元の音楽教室でクラシックを勉強、フルートとピアノを学
ぶ。
《略歴》
1977年 アルバム「ビョーク」を発表、アイスランドでプラチナ・
アルバムになる。
1986 年 バンド、シュガーキューブスを結成。
1988年 シュガーキューブスのデビュー・アルバム「ライフ・イ
ズ・トゥー・グッド」を発表、世界的な人気を獲得する。
1992 年 サード・アルバム「スティック・アラウンド・フォー・ジョイ」を発表後、シュ
ガーキューブスはӕ散。
1993 年 ロンドンへ移住。ソロ・アルバム「デビュー」を発表。
1996 年 ２月に来日、日本武道պでライブを行う。リミックスアルバム「テレグラム」を
発表。
2000年映画「ダンサー・イン・ザ・ダーク」に主演。カンヌ国際映画祭で
パルム・ドール（最優秀作品ऩ）、最優秀女優ऩを受ऩ。
2001 年 アルバム「ヴェスパタイン」発表。
2003年 フジ・ロック・フェスティヴァルに出演。
2004年 アルバム「メダラ」発表。マシュー・バーニーの新作「拘束のドローイング 9」
にてコラボレーション。
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出版物
■『拘束のドローイング 9』(7 月中旬発売予定)
○仕様:150 頁(うちカラー図版 120 頁) (予定)
○テキスト:ルック・スティール（科学者・IT 専๖）、中沢新一（宗教学者）、
ସૌ川祐子(金沢 21 世紀美術պ)
○出版・販売:・日本܃版 出版・販売 アップリンク
・英܃版
出版 アップリンク / 販売 ウォルター・ケーニヒ
※「拘束のドローイング 1-8」もウォルター・ケーニヒより発売予定

関連企画
■映像作品『拘束のドローイング 9』上映会
○日時:7 月 2 日(土)、3 日(日)、5 日(火)~7 日(木)
7 月 12 日(火)~18 日(月)
8 月 1 日(月)~25 日(木)
○会場:金沢 21 世紀美術պシアター21(7 月 5 日以降)、シネモンド(7 月 2、3 日のみ)
※金沢 21 世紀美術պでの上映時刻は、連日午前 10 時、午後 2 時、午後 6 時の 3 回。
各回入れ替え制。上映時刻 15 分前に開場。
○料金:当日

一般＝1,000 円 大学生＝800 円 小中ݗ校生＝400 円 65 歳以上＝800 円
前売り
一般＝800 円 大学生＝600 円 小中ݗ校生＝300 円
※小中学生は鑑ऩの際、保܅者の同伴が必要です。
(7 月 2、3 日のシネモンドでの上映は、1,000 円均一。チケットはシネモンドのみで取り
扱い→シネモンド話 076-220-5007)


○内容:映像作品「拘束のドローイング 9」(上映時間約 2 時間 30 分)を上映。

■マシュー・バーニー

アーティスト・トーク

○日時：2005 年 7 月 2 日（土）16:00-17:30
○場所：金沢 21 世紀美術պレクチャーホール※逐次通訳付き
○料金：無料（ただし、事前のお申し込みが必要です。）
○定員：90 名
○申し込み方法：ご希望の方は、往復ハガキにて下記宛てにご応募ください。
お申し込み多数の場合は抽選となります。
※お一人様何口でもご応募いただけますが、同一の方が確保できるのは一席のみです。
※一通の往復ハガキに複数の氏名が書かれている場合は無効とさせていただきます。
○宛先：〒920-8509 石川県金沢市広坂 1-2-1
金沢 21 世紀美術պ
マシュー・バーニー展アーティスト・トーク係
※ハガキ往信欄に住所、氏名、年齢、話番号をご明記ください。
■しめきり：2005 年 6 月 18 日（土）消印有効
抽選の結果は 2005 年 6 月 27 日（月）ごろまでにお手元に送付します。
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展覧会会場図

この資料の記載内容は、変更する場合があります。ご了承下さい。
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