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ミヒャエル・ボレマンス
マーク・マンダース
ダブル・サイレンス
2020年9月19日（土）〜
2021年2月28日（日）

展覧会名

ミヒャエル・ボレマンス

マーク・マンダース｜ダブル・サイレンス

会期

2020年9月19日（土）〜2021年2月28日（日）

休場日

毎週月曜日（ただし9月21日、11月23日、2021年1月11日は開場）
9月23日、11月24日、12月29日〜2021年1月1日、1月12日

開場時間

10:00〜18:00（金・土曜日は20：00まで、1月2日・3日は17:00まで）
※観覧券販売は閉場の30分前まで

会場

金沢21世紀美術館

展示室7〜12・14

料金

一般 1,200円（1,000円）/ 大学生 800円（600円）
小中高生 400円（300円）/ 65歳以上の方 1,000円（1,000円）
※（

）内は団体料金（20名以上）及び前売り券料金

※本観覧券で入場当日に限り、同時開催中のコレクション展（2020年10月17日〜2021年2月28日）にも
ご入場いただけます。

本展覧会は日付指定入場制です。詳細は9ページにてご確認ください。
前売り券購入方法 当館ウェブサイト（https://www.kanazawa21.jp）にて販売しています。
観覧日前日の23：59までご購入いただけます。
主催

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

助成

フランダース政府、モンドリアン財団

協賛

小西酒造株式会社

お問合せ

金沢21世紀美術館 TEL： 076-220-2800

本資料に関する
お問合せ

金沢21世紀美術館 事業担当： 黒澤浩美・中田耕市
広報担当： 石川聡子・齊藤千絵・落合博晃
〒920 - 8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076 -220 -2814 FA X 076 -220 -2802
ht tps://w w w.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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展覧会概要

ミヒャエル・ボレマンスとマーク・マンダースは、共にヨーロッパが誇る芸術の歴史を素地に、他
に類を見ないユニークな表現で世界に知られる美術家です。この度、はじめて、二人だけの作品
で空間構成をする二人展「ダブル・サイレンス」を開催します。
20 世紀の終わりから加速したグローバル化の波は欧米を出発して様々な地域に押し寄せ、波頭
が割れるように各所に影響を与えました。同時に各地域からは様々な事や物や人を吸い上げて大
きなうねりとなり現在に至り、今や文字通り世界全体を覆い尽くしています。いわゆる「現代美
術」もまた、この流れと軌を共にしています。ベルリンの壁が崩れた後、美術もまた周縁化する
ことで、いかに地域の歴史文化の独自性を持つかが問われてきました。そして 30 年ほどが経過し
た今、美術ではグローバル化と周縁化の間で、地域性に起因する文化差異が重要というよりは、
そもそも普遍的な価値とは何かについての内省が始まっています。なぜこのような状況が加速し
ているかは、いくつか考えられますが、情報の高速化によって世界同時性を実現した現代社会で
は、価値の普遍性の探求は、特定の地域に限らないことに気づき始めたからではないでしょうか。
そしてCOVID-19 によって、芸術における内省はグローバル化しています。長きにわたり人間の
普遍的価値を探求してきたヨーロッパの美術史を踏まえ、ミヒャエル・ボレマンスとマーク・マン
ダースもまた、同時代を生きる彼らの内省を私たちと共有しています。バロック美術の伝統を受
け継ぎ、人間の暗部を描き出すボレマンスの絵画作品。「建物としてのセルフ・ポートレイト」を
コンセプトに、身体の断片が印象的なマンダースの彫刻作品。それぞれメディアは違えど、いず
れも複雑な心理状態や関係性を深く掘り下げています。
「ダブル・サイレンス」は沈黙や静寂の中で、作品を通して彼ら自身が対話する空間と時間に、ボ
レマンスとマンダースが人々を誘う展覧会です。英語の「ダブル」という単語には、掛け合わせや
足し上げによる二重や二倍といった意味もありますが、「二つ一緒」
「明らかに異なる局面」
「対を成
す」など、実に多彩な意味が含まれます。いずれも一筋縄ではいかないボレマンスとマンダースに
よる二人展には、実にふさわしい展覧会名だと思います。
どうぞこの機会に、80 点余りの作品が SANAA による建築と呼応する空間に足をお運びいただ
きたく、ご案内申し上げます。
黒澤浩美（チーフ・キュレーター）
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［参考画像］
（左）ミヒャエル・ボレマンス《枝》2003
（右）マーク・マンダース《縦のコンポジション》2011-2016
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp, Gallery Koyanagi, Tokyo,
David Zwirner & Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles
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作家プロフィール

ミヒャエル・ボレマンス

Michaël Borremans
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Photo: Alex Salinas

1963 年ゲラールスベルゲン（ベルギー）生まれ、ゲント（ベルギー）在住。ベラスケスやマネな
ど伝統的な西洋絵画の技法とテーマに強い関心を寄せ、絵画を想像的な世界の窓を開く、普遍
的な言語として捉えている。日常に潜む不穏さや危うさを、曖昧で矛盾に満ちた画題で表現す
る独特の雰囲気を持ち、具体的な意味や物語を拒むコンセプチュアル・アートの影響も強く見
て取れる。近年は絵画から派生した映像作品も制作している。主な個展に、ルドルフィヌム・
ギャラリー（2020 年、プ ラハ、チェコ）、原 美 術 館（2014 年、東 京）、ゲ ント現 代 美 術 館
（2005 年、ベルギー）がある。シドニー・ビエンナーレ（2018 年、オーストラリア）、横浜トリ
エンナーレ（2011年）、ベルリン・ビエンナーレ（2006 年、ドイツ）、マニフェスタ5（2004
年、サンセバスチャン、スペイン）などに招待された。2010 年にはロイヤル・パレスにベルギー
王室のための委嘱作品をシリーズで制作した。

マーク・マンダース

Mark Manders
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Photo: Cedric Verhelst

1968 年フォルケル（オランダ）生まれ、ロンセ（ベルギー）在住。1986 年に「建物としてのセル
フ・ポートレイト」というコンセプトを得て以来、マーク・マンダースの作品は全て一つの大きな
自画像の一部を構成する。ドローイングや彫刻はそれ自体で完成しているとも言えるが、部分的
に互換性があり、どのような組み合わせで「想像上の部屋」に収められるかによって有機的に変
化し続ける。インスタレーションはある瞬間に凍結したような不朽性や普遍性を含み、見るもの
に静寂と不在を感じさせる。サンパウロ・ビエンナーレ(1988 年、ブラジル)、第 55 回ヴェネツィ
ア・ビエンナーレ(2013 年、イタリア )にオランダ代表作家として選出された。直近ではボンネ
ファンテン美術館にて大規模な個展が開催され (2020 年、マーストリヒト、オランダ )、パブ
リック・アート・ファンド・プログラム（2019 年、セントラル・パーク、ニューヨーク、アメリカ）、
ローキンスクエア（2017年、アムステルダム、オランダ）で屋外彫刻も発表している。
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展覧会の特徴

美術館初、世界的に評価の高い

ミヒャエル・ボレマンスとマーク・マンダースによる二人展
美術館では国内外初となる、ベルギー出身のミヒャエル・ボレマンスとオランダ出身のマーク・
マンダースの二人展を開催します。ボレマンスとマンダースは人間の普遍的価値を探求してきた歴
史あるヨーロッパの美術史を受け継ぎながら、現代社会に生きる私たちの普遍的価値とは何かに
ついての内省を促すような、他に類を見ない表現で世界的に知られています。二人は共に1960
年代生まれで、ベルギー、オランダと生まれた地域が近く、同じベルギーを拠点に制作している
という共通点もあります。一度見たら忘れられない、強烈なイメージを残す、ヨーロッパ出身の
本格的な画家と彫刻家の二人展をぜひ金沢 21世紀美術館でご覧ください。
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［参考画像］
（左）マーク・マンダース《椅子の上の乾いた像》2011-2015
（右）ミヒャエル・ボレマンス《オートマト(I)》2008
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp, Gallery Koyanagi, Tokyo, Tanya Bonakdar Gallery, New York/Los Angeles & David Zwirner

ほうふつ

人間の暗部を描き出し、謎めいた物語を彷彿する
ミヒャエル・ボレマンスの絵画

絵画を描く以前は、製図、銅版画を手がけ、教えてもいました。30 代の時に本格的に絵画に転
向しましたが、ベラスケスやマネといった伝統的な西洋絵画の技法とテーマに強い関心を寄せ、
絵画を想像的な世界の窓を開く、普遍的な言語として捉えています。日常に潜む不穏さや危うさ
ひつ

を曖昧で矛盾に満ちた画題で表現し、人間の暗部を描き出したような作品は、静謐な時間と謎め
ほうふつ

いた物語を彷彿します。独特の雰囲気を持つ作品は、具体的な意味や物語を拒むコンセプチュア
ル・アートの影響も強く見られます。
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ミヒャエル・ボレマンス《赤い手、緑の手》2010
個人蔵
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp
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静寂と不在を感じさせる、身体の断片が印象的なマーク・マンダースの彫刻
マーク・マンダースは、18 歳の時に筆記具を建物の見取り図のように床に並べて配置した「建物
としてのセルフ・ポートレイト」というアイディアを啓示のように得ました。それ以来、マンダース
の作品は全てが一つの大きな自画像の一部を構成しています。身体の断片を象り、制作途上を思
わせる彫刻や物語の一場面を思わせるドローイングは、どのような組み合わせで「想像上の部屋」
に収めるかによって有機的に変化し続け、インスタレーションとして立ち上がった空間は、ある瞬
間に凍結したような不朽性や普遍性を含み、見るものに静寂と不在を感じさせます。
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マーク・マンダース《乾いた土の頭部》2015-2016
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp

ボレマンスとマンダース作品が語りかける新たな物語
ミヒャエル・ボレマンスとマーク・マンダースは、お互いの作品選びや展示空間に合わせた展示構
成など、本展担当キュレーターを交えながら対話を重ね、本展の構想を練っていきました。展覧
会のタイトル「ダブル・サイレンス」も二人の対話を通じて決定されました。ボレマンスの絵画と
映像、マンダースの彫刻が静寂の中で雄弁に語りかけ、鑑賞者を魅了します。二人の作品と妹島
和世＋西沢立衛 / SANAA が設計した金沢 21世紀美術館の建築がどのように対話をするかも見
所の一つです。ボレマンスとマンダースの作品 80 点余りを通して、ヨーロッパ芸術の真髄をご覧
いただけます。
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主な展示作品

ミヒャエル・ボレマンス
2003年
31.5 35cm
ミクストメディア／段ボール
ゲント現代美術館蔵

《機会の家（生涯のチャンス）》
The House of Opportunity
(The Chance of Lifetime)

オランダ風の屋根に数えきれないほどの窓が
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ついた家は、2002 年から2007年にかけて、
ドローイングや油彩でボレマンスが好んで描い
たモチーフの一つである。画中に描かれた人
物やそのサイズ、人物と家との関係は極めて
不可解である。しかし、見ている間にあなた
が 現実的な何かを想像したとしたら、それは
あなたにとって想像と現実の混濁であり、ボレ
マンスによる魅惑的な自由連想法にはまってい
ると言わざるを得ない。一種演劇的な絵画空
間ではあるが、影や光には特定の意味や主観
性の反映かどうか、定かでない。
ミヒャエル・ボレマンス《機会の家（生涯のチャンス）》2003
ゲント現代美術館蔵
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp

2008年
80 60 cm
油彩／カンヴァス

《オートマト(I)》
Automat(I)
背中で手を組んだ三つ編みの少女が描かれている
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が、注意深くみるとスカートの下にあるはずの下肢
がなく、まるで切断されて上半身だけが台の上に置
かれたように見える。しかもスカートの裾のわずか
な影によって宙に浮いているかのような不自然さ
だ。もともとはスカートだけが自動回転する彫刻を
構 想。後 に《Skirt Sculpture》(2014 年 )も発 表
している。その間にドローイングや 油彩 の《The
Skirt》や 35mmフィルム《Weight》などにも発展
して、様々なバリエーションが発表され、一連のシ
リーズとなった。メディアの横断によって、例えば
絵画作品においても彫刻的な要素―モニュメント性
や物資的な量感が強調される―ボレマンスの作品
の特徴をよく表している。

ミヒャエル・ボレマンス《オートマト(I)》2008
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp
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2013年
300 200 cm
油彩／カンヴァス

《天使》
The Angel
タイトルが示す「天使」の一 般的なイメージからは遠
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く、黒い顔面や人間のサイズを超えたスケールには違
和感を感じる。ドレスの袖から出た筋肉質の腕や大き
な手、肩幅が広く短い髪など、人間であれば男性を感
じさせるが全体としては判然としない。ボレマンスのモ
ナリザとも評されるこの作品は、ベルギーのトップモ
デル、ハネロア・ナッツ(Hannelore Knuts) がモデ
ルと言われている。目を伏せうつむき、力無く直立し
たポーズは静穏で無活動、湧き出る人間的な感情や感
覚が失われて、孤立感もある。ボレマンスが描く人物
像によく見られる特徴が顕著な代表作である。

ミヒャエル・ボレマンス《天使》2013
Photo: Peter Cox Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp

マーク・マンダース
《狐 /鼠 / ベルト（建物としての

セルフ・ポートレイトからの断片）》

1992‒1993年
15 120 40 cm
彩色されたブロンズ、ベルト

Fox / Mouse / Belt (fragment from
Self-portrait as a building)
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本展「ダブル・サイレンス」の中で、最も初期に発表
された作品。マンダースが 1986 年に作家活動を開
始した時からのコンセプト「建物としてのセルフ・
ポートレイト（自画像）」を副題に含んだ重要な一点
である。ここでの自画像とは、具体的に存在する一
般的な自画像というよりは、マンダースの省察、感
情、記憶、アイディアの包括的な自画像を指す。
狐と鼠がベルトで結ばれて横たわっている本作品は、
マンダースが思いついた３つの別々の言葉に由来して
いる。ひとつめの「狐」は、跳躍の途中で凍った狐
の姿を捉えた像になり、次に「鼠」。鼠は大抵の場
合は狐の腹に飲み込まれてしまえば見えなくなってし
まう存在にもかかわらず、自分のベルトで鼠を狐に
括りつけてみたところ、そのシンプルな行為によって
「ユニット」という第３の言葉が静止した作品の中に
深く沈んでいたことに気づいたという。これについ
て、かつてマンダースは、「後先がなければ、定型
化されたことも信じられない作品を生み出すもの」
と述べている。
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マーク・マンダース
《狐 / 鼠 / ベルト（建物としてのセルフ・ポートレイトからの断片）》
1992‒1993
Photo: Dirk Pauwels Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp
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《4つの黄色い縦のコンポジション》

Composition with Four Yellow Verticals

2017‒2019年
266 391 419 cm
彩色されたブロンズ、木、鉄

最 新 作は、人物の顔に 4 つの 黄 色い 木片 が
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垂直に差し込まれた印 象 的な 彫 刻 作品であ
る。ひび 割 れ た 粘 土のように見 えるが、実
際 は 鋳 造され た 青 銅 に 着 色を 施してい る。
胸 像 はそれぞ れ 異 なる角度 で 配 置され、わ
ずかな大きさの違いによって遠 近を作り出し
ている。周 囲を歩き回る間、物 事には 複 数
の視点があり、変化は見る側の創造によって
起きることに気づかされる。顔面に差し込ま
れた一 部 木片の介入は、本体の 物 質的な 量
塊に比べて僅 かな ボリュームでありな がら、
全 体 の 基 礎 の 確 かさを脅 かすほどの力強さ
がある。

マーク・マンダース《4つの黄色い縦のコンポジション》2017‒2019
Photo: EPW STUDIO
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp & Tanya Bonakdar Gallery, New York

《2色のコンポジション》
Composition with Two Colours

2005‒2020年
48 36 4 cm
彩色された木、紙にオフセット印刷

言語はマンダースの作品制作において重要な役割
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を果たしている。作品のほとんどには言葉と思考の
関係が見て取れる。新聞は彼の言語に関わる芸術
上の実践に繰り返し現れるモチーフである。彼が作
成したルールは、新聞には英語の辞書のすべての
単語を順不同で、一度限り使うというものだ。従っ
て、各単語は言語上の文法秩序を度外視して配置
されているが、オーバーペイントやコラージュに
よって隠されたり編集されている部分も含めて、作
品に関係する注目すべき単語が含まれているかもし
れない。小さい紙面ながら、単語の組み合わせを
考え続ける限り、現実とは異なる架空の世界で果
てしなく遊ぶことができる。
2 つの色について、マンダースは長い間、素材の固
有の色をそのまま使ってきたが、彼は徐々に色を組
み合わせ、統合する方法を見つけているようだ。特
に近作は黄色が多用されている。本作は、厳密に
は黄 色ではなくオレンジでもない、その中間であ
り、一般的な名前のない色であろう。
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マーク・マンダース《2 色のコンポジション》2005‒2020
Photo: Peter Cox
Courtesy: Zeno X Gallery, Antwerp
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関連プログラム

関連書籍

9 月1日以降、当館ウェブサイトにてお知らせいたします。

展示風景を収録したカタログを販売します。
インタビューとテキスト：Martin German（インディペンデント・キュレーター）、
黒澤浩美（金沢 21世紀美術館 チーフ・キュレーター）
発行元：金沢 21世紀美術館
発売日：11月 3 日（予定）
本体価格：3,500 円（予価）

日付指定
入場制チケット
ご購入について

本展覧会は新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、日付指定入場制となりました。金
沢 21世紀美術館ウェブサイトで、事前にご希望の日付の予約券をご購入ください。
◇予約券の購入・入場
予約券 購入開始日
予約券 購入先

2020 年 9 月1日（火）10:00 〜展覧会観覧日の前日 23:59
https://www.kanazawa21.jp

・ご希望の入場日を選んで予約券をご購入ください。
・ご観覧の際は、展覧会会場入り口にて、予約券の購入済みページの QR コード
画面またはプリントアウトしたものをご提示の上、ご入場ください。
◇注意事項
・全ての予約券は、指定の入場日付枠以外でのご利用はできません。

購入先

券面に記載の入場日付枠内にご入場ください。
・全ての予約券は、指定の入場日付枠ごとの数量限定販売となります
（先着順・予定数量に達し次第販売終了）。
・当日券もご用意がございますが、予約券のご購入をお勧めします。
・ご購入済みの予約券の払戻しはいたしかねます。
・その他詳細は当館ウェブサイトをご覧ください。

広報用画像

画像 1〜12 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、当館プレスルー
ムの画像提供ページからお申し込みください。

https://www.kanazawa21.jp/form/press̲image/
［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ください。

※アーカイヴのため、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・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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