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金沢市・バッファロー市姉妹都市提携 45周年記念 金沢 21世紀美術館開館 3周年記念 
 

パッション・コンプレックス 
オルブライト=ノックス美術館コレクションより 

 

2007年 8月 1日（水）~11月 11日（日） 
休場日：毎週月曜日（ただし、8月 13 日、9 月 17 日、24 日、10 月 8日は開場）、 

      9 月 18 日（火）、25日（火） 

開場時間：10時~18時（金・土は 20時まで） 

 

展覧会概要 
 

ジリアン・ウェアリング 
《17歳の自画像、アルバムより》(2003/デジタル・プリント) 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 Charles Clifton Fund, 2004 

© Gillian Wearing  Courtesy: Maureen Paley, London 

 



 2 

展覧会概要 
 

■展覧会名称： 

      『パッション・コンプレックス: オルブライト=ノックス美術館コレクションより』 

■英文名称:  Passion Complex: Selected Works from the Albright-Knox Art Gallery 

■会期：   2007年8月1日（水）~2007年11月11日（日） 

       休場日：毎週月曜日（ただし、8 月 13 日、9 月 17 日、24 日、10 月 8 日は開場）、 

       9 月 18 日（火）、25 日（火） 

■会場：   金沢 21 世紀美術館 展示室 7 から 12、14（7 展示室） 

■出品作家： コリー・アーケンジェル、シュテファン・バルケンホール、デイヴィッド・バチェ 

       ラー、ルイーズ・ブルジョワ、ソフィ・カル、ジョン・コプランズ、ピーター・ 

       コイン、ダン・フレイヴィン、デイヴィッド・ハモンズ、モナ・ハトゥム、ジム・ 

       ランビー、キャサリン・オピー、ローリー・シモンズ、ジェフ・ウォール、ジリ 

       アン・ウェアリング 

■出品点数： 39 点 

■主催：   金沢 21 世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］、金沢市、 

       オルブライト＝ノックス美術館、バッファロー市 

■後援：   在名古屋米国領事館名古屋アメリカン・センター、北國新聞社 

■協賛：   日本航空、ヤマトロジスティクス株式会社 

■協力：   アサヒビール株式会社、やちや酒造株式会社 

■特別協力： バッファロー・金沢姉妹都市委員会 

■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 1000 円、大学生 800 円、小・中・高生 400 円、65 歳以上の方 800 円 

       ・前売り、団体（20 名以上）：一般 800 円、大学生 600 円、小中高生 300 円 

       ※本展観覧券にてコレクション展II（2007年9月15日（土）-2008年4月上旬）も 

        併せてご覧いただけます。 

       ・「我が文明：グレイソン・ペリー」展との共通観覧券（8月31日まで） 

       一般1500円、大学生1200円、小・中・高生600円、65歳以上の方1200円 

■前売券取扱：チケットぴあ（Tel:0570-02-9999）、ファミリーマート、サンクス、サークルK 
       ・「パッション・コンプレックス」チケット 

       （チケットぴあ 展覧会チケットPコード687-459） 

        販売期間：2007年7月1日より2007年11月11日まで（ご予約は11月8日まで） 

       ・「我が文明：グレイソン・ペリー」展との共通観覧券 

       （チケットぴあ 展覧会チケットPコード：687-460） 

        販売期間：2007年7月1日より2007年8月31日まで（ご予約は8月28日まで） 
 

 

 

 

 

 

 

 

※取材希望および本展覧会の作品写真借用などは上記へお問い合わせください。 

本資料に関するお問い合わせ 

金沢 21 世紀美術館 

広報担当:江藤 

TEL：076-220-2801 FAX：076-220-2806 

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1 

http://www.kanazawa21.jp 

E-mail:press@kanazawa21.jp 
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展覧会について 

 
 
 アメリカのバッファローにあるオルブライト＝ノックス美術館は、常にコンテンポラ

リー、すなわち「今」を映し出すアーティストの作品を収集し、壮大なコレクションを築

いてきた美術館です。 

 本展では、現代社会の日々の生活の中で、錯綜する人間の心理、揺れ動く感情の領域を、

果敢に映し出そうと試みる 15人の作家を紹介します。 

 彼らは、生活のなかのごくありふれた風景や、人のふるまいに鋭い視点でとらえていま

す。その作品は、ビニール袋や蛍光灯など日常の身近なものをモチーフとしながら、サイ

ズや色の変換など単純な操作によって、忽然と未知の、非日常の世界を私たちの前に現出

させます。 

 作品の、一見すると明快で美しく、親しみやすい装いのもとに隠された、逃れがたい過

去の記憶や執着、日常に潜む不条理や現実逃避への欲望̶̶先鋭的で勇敢な作家たちととも

に、普段は心の奥深くに隠された激情の領域にお出かけください。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ピーター・コイン 
《無題#978 ガートルードとジュリアナ（ホイットニー・ウィメン）》 

1999-2000 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 

Anonymous Gift in honor of Marian Griffiths, 2001 
photograph by: Biff Henrich 

©Petah Coyne 
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出品作家  
 
■コリー・アーケンジェル （Cory ARCANGEL） 

(1978 年バッファロー生まれ、ニューヨーク在住) 

コリー・アーケンジェルは、コンピューター、ヴィデオ・ゲーム・システムを用いて、作品制作、

パフォーマンスを行う作家である。データやソフトウェアではなく、コンピューターの形態、構造

に注目し、古い機械やシステムから、過去のある特定の時代を反映するようなイメージを切り取り、

別次元へと転換させ、今を多角的に問いかける。出品作の《ミグ 29 ソ連製戦闘機と雲》は、展示
を意識した初の作品で、ヴィデオ・ゲームの中のイメージを引用している。冷戦時代の象徴であっ

たソ連の戦闘機と雲のイメージを抽出し、それらを展示空間全体に投影することによって、悪化す

る戦争、紛争、政治的情勢と人の感覚の変化などを暗示している。 

 

■シュテファン・バルケンホール（Stephan BALKENHOL） 
(1957 年フリッツラー[ドイツ]生まれ、カールスルーエ[ドイツ]、メゼンタール[フランス]在住) 

シュテファン・バルケンホールは、ミニマリズムとコンセプチュアル・アートの最盛期であった 1980

年代より一貫して具象彫刻を制作し続けている作家である。ポプラなどの柔らかい木を電動のこぎ

りで切断し、ハンマーやのみを用いて制作された人物像の表面は、彫り跡に覆われている。ドイツ

の木彫人物像の伝統や表現主義を想起させるが、「表現主義を捨象したドイツ表現主義」と評され

る通り、バルケンホールは理想化も個性化もされていない人混みの中にまぎれそうな中肉中背の人

物像「エヴリマン（普通の人）」をサイズや姿態を微妙に変えながら制作し続けている。出品作の

《立っている男》はその一典型である。 

 

■デイヴィッド・バチェラー（David BATCHELOR） 

(1955 年ダンディー／スコットランド生まれ、ロンドン在住) 

デイヴィッド・バチェラーは「都会にはきらきら輝く眩しい色彩照明と、艶やかで鮮やかな蛍光面

が満ち溢れている。わたしにとって色彩はまさに商用絵具、ライトニング・ジェル、ネオン、アク

リルの色見本帳から始まる。」という。バチェラーは、工業原材料の色をシンプルで抽象的な構造

に置き、あるがままの色の状態を浮き彫りにする。出品作の《ハックニーロードのスペクトルⅠ》

は、古い倉庫で使われていた台車がその下に広がる光の支持体になっている。彼自身が「艶やかな

モノクロームを敵視するレディメイド」と称するこの作品は、現代の都市環境の要素を抽象化して

凝縮している。 

 

■ルイーズ・ブルジョワ（Louise BOURGEOIS） 
(1911 年パリ生まれ、ニューヨーク在住) 

1960 年代に自伝的で心理的要素に満ちた彫刻作品で注目されたブルジョワは、一般に 1980、90 年

代にはフェミニズムの世代全体に影響を与えた作家と言われている。思春期の混乱が暗示されてい

る出品作の《カップルⅡ》は、ブルジョワが 1990 年代に始めた布を用いた彫刻シリーズの一つで

ある。家族が従事していたタペストリーの修復に幼少の頃から携わっていた彼女にとって、布を繋

げていくというプロセスは自然なものであった。理性と感情、パブリックとプライベート、愛着と

憎悪、愛情と残虐さといった二項対立が共存するブルジョワの作品は常に多義性を帯び、その解釈

は鑑賞者に委ねられる。 
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■ソフィ・カル（Sophie CALLE） 
(1953 年パリ生まれ、同地在住) 

ソフィ・カルは、作品においてアイデンティティの形成、記憶、そして認識といった問題を探求し

ている。《ヴェネツィア組曲》は見知らぬ男をパリからヴェネツィアまで追いかけて、13 日間尾行

する出来事を写真と文章で物語るという作品である。作品は個人的な好奇心からゲームとして始ま

る。彼女は孤独であったため、パリの町中で人を尾行した。この男がヴェネツィアへ向かおうとし

ていることを知ったとき、彼女は彼についていく。写真によるドキュメントの手法を用いて、カル

は個人的な時間や交流に焦点を当て、現代を生きる人間のアイデンティティに、極めて親密なアプ

ローチを試みている。 

 

■ジョン・コプランズ（John COPLANS） 

(1920 年ロンドン生まれ、2003 年ニューヨークにて没) 

まず画家としてスタートし、同時に国際的に名高い美術雑誌『アートフォーラム』を創刊するなど、

批評家としても活発に活動してきたジョン・コプランズは、晩年、自らの身体を扱った写真表現に

取り組んだ。出品作の《自画像（背中と手）》では、指、足といったひとつひとつの部分は全体か

ら切り離されてはいるが、人体を示す極小のフォルムとなっている。コプランズは、自身の身体を

主題とする写真作品を、自画像としてとらえているが、生み出された写真はより普遍的な性質を持

つ。しわを帯び、老いていく体が美化されるのではなく、全てが露呈され、日々の生活に偏在する

が直視されることのない人間性が示唆されている。 

 

■ピーター・コイン（Petah COYNE） 

(1953 年オクラホマ州生まれ、ニューヨーク在住) 

ピーター・コインが制作に使用する素材は魚の死骸、枝や根、泥、藁、ワイヤー、そして、羽、動

物の毛皮、毛、ワックス、パール、シルク・フラワーと多岐に渡る。出品作の《無題#978 ガートルー

ドとジュリアナ（ホイットニー・ウィメン）》は高さ 3m 以上、幅 5m 以上の重量感のある壁のよう

な彫刻である。アメリカのホイットニー美術館の創始者と初代館長を既製のマリア像で表している。

表面を覆う石膏の白色により、作品は儀式的な要素を備える。裏側は、未完成な荒々しい様相を呈

し、「現在私たちが生きている世界に非常に近いもの」を示していると作家は言う。コインは日本

文化、とりわけ、大江健三郎、安部公房などの文学に影響を受けており、特に 1992 年の日本での

調査滞在は、彼女の作品の特徴を決定づけた。 

 

■ダン・フレイヴィン（Dan FLAVIN） 
(1933 年ジャマイカ／ニューヨーク州)生まれ、1996 年リバーヘッド／ニューヨーク州にて没) 

ミニマリズムの主唱者の一人であったダン・フレイヴィンは、蛍光灯を用いる作品で良く知られ、

純粋な光を用いる作品制作を通して、伝統的な芸術の概念へ挑戦した。フレイヴィンの作品は、絵

画と彫刻の狭間のあいまいな領域に位置する。彼の選択する素材が持つ固有の流動性は、線や色と

いった絵画的な要素の探求を可能とし、同時に、作品の持つ物質性は空間性を生み出す。出品作の

《無題（ダナへ）6》は、フレイヴィンが建築空間も取り込んだ作品の一例である。ごくありふれ

た蛍光灯は、現代の工業的社会の象徴であると同時に、一方で空間、色、線といった造形要素を混

乱させる存在である。また、フレイヴィンの光への関心は、西洋絵画史に由来し、精神性の暗喩と

しての超越した存在をも示唆している。 
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■デイヴィッド・ハモンズ（David HAMMONS） 
(1943 年スプリングフィールド／イリノイ州生まれ、ニューヨーク在住) 

デイヴィッド・ハモンズの作品は、ギャラリーや美術館で展示されることを前提とするものではな

く、しばしば通りや空き地といった場所で直接制作される。出品作の《バスケットボール・ドロー

イング》は、バスケットボールのゴールと同じ高さの 10 フィート（約 3ｍ）￼の一枚の紙が用いられ、

バスケットボールがバウンドすることによって付いたハーレムの通りの土に覆われている。額装さ

れ、展示室の壁に立て掛けられた作品の後ろ側には古いスーツケースが一つ置かれている。土とい

う反芸術的素材やボールのバウンドという制作プロセスによって出来上がった、ミニマルなグレイ

の画面は、閉ざされた美術館という芸術界のシステムの枠組みの中へ、ハーレムの活気や不屈の精

神を放っている。 

 

■モナ・ハトゥム（Mona HATOUM） 

(1952 年ベイルート[レバノン]生まれ、ロンドン、ベルリン在住) 

モナ・ハトゥムは、ミニマリズムの幾何学的なフォルムという特質を取り入れながら、そこに物語

性やしばしば政治的内容を織り込んだコンセプチュアルな作品を制作し続けている。30 年制作し続

けている彼女の作品は、今日の世界情勢にとって中心的課題である変動する国境や抑圧ということ、

同時代を生きるということ、そして、彼女のパレスチナからの亡命という複雑な疎外感ということ

を具現化するものである。出品作の《+と-》はハトゥムの代表作と位置づけられる。円形の土台の

上で周り続けるバーが一定の速度で砂をひっかいてはかき消すという動きは、生存と死、破滅と希

望、さらには彼女自身の不確かなアイデンティティといった矛盾をはらむ真実を一挙に表現するも

のである。 

 

■ジム・ランビー（Jim LAMBIE） 
(1964 年エアドリー／スコットランド生まれ、ニューヨーク、グラスゴー在住) 

スコットランドの作家であるジム・ランビーは、欧米のギャラリーや美術館空間の床や階段をビ

ニールテープで覆うインスタレーションでよく知られている。出品作品の《プラザ》はスコットラ

ンドのグラスゴーの街角でランビーが目撃した光景から着想を得ている。それは買い物帰りの客の

赤いビニール袋の底部の穴から牛乳が滴り落ち、本人は全くそのことに気づいていないという光景

であった。《プラザ》の 7 つの買い物袋は、人が袋いっぱいの食料を運ぶ時に想定される高さで壁

につるされる。袋からわき出るように色のついた液体が流れ、床へ落ちていくにつれて事態は抽象

化される。ランビーは絵画と彫刻という境界は勿論、日常生活とアートの境界をも曖昧にしてゆく。 

 

■キャサリン・オピー（Catherine OPIE） 
(1961 年サンダスキー／オハイオ州生まれ、ロサンジェルス在住) 

カリフォルニア州マリブの超高級住宅街に隣接して、万人に開放された海がある。そこは異なる社

会層の人々が一時的に結束する「液状的なパブリック・スペース」として機能している。出品作の

《無題#1-14（サーファー）》は、ぼんやりとした夢想的な雰囲気や高揚していく感覚に満ちている

写真群である。キャサリン・オピーは言う。「見る人が浮遊感を覚え、境界の向こうにはみだし、

海へ、空へ、時間も空間も宙づりになる場所へ、満たされはしないけれども期待に胸のふくらむ瞬

間へ流れてゆくように感じてほしいと思い、この場所を選んだ。」彼女は、常に身の回りの物事に

思いを巡らしている。荘厳な玄関の住宅、変貌していく町のショッピングモールやコミュニティ、



 7 

ウォール街、ミシガン湖の氷で作った小屋、レズビアンの家庭生活、自身の息子の友達。これらの

写真作品によってオピーはアメリカの身体的及び社会的風景を探求するのである。 

 

■ローリー・シモンズ（Laurie SIMMONS） 
(1949 年ファーロッカウェイ生まれ、ニューヨーク在住) 

ローリー・シモンズはおもちゃ、腹話術の人形、オブジェを用いて、空想的な世界を構築する写真

作品を制作してきた。テーマは変化しても、その作品において、彼女は空間と色彩、そして光に対

する高度な感覚により創造的な環境を創出している。写真はシリーズとして構成され、１シリーズ

の完結の後、次のシリーズが始まるという物語的なスタイルをとる。出品作の《最高傑作Ⅱ（バイ

バイ）》はシモンズの“歩く物”（ウォーキング・オブジェクト）シリーズのフィナーレを飾る作品

である。人形の体から切り取られた足のついたハンドバッグ、拳銃、地球儀などによって形成され

る舞台装置は、自身の子供時代へのノスタルジアに由来する。日常のささいな出来事に潜む悔恨の

心情の機微をみずみずしい手法で映像に描き出す彼女の作品世界は、1970 年代ニューヨークにおい

てはフェミニストの文脈で解釈されてきたが、現代社会の混沌とした模様を日常のレベルから映し

出す革新的な作家として再評価できる。 

 

■ジェフ・ウォール（Jeff WALL） 

(1946 年バンクーバー生まれ、同地在住) 

巨大な写真の制作を続けてきたジェフ・ウォールは、現代美術において新たな写真の位置づけを確

立した作家である。ウォールは、自身が実際に目撃した出来事をしばしば再構築し、複雑に編成し

て風景を作り上げる。彼自身はこの制作プロセスを「映画的写真（シネマトグラフィック・フォト

グラフ）」と呼ぶ。出品作の《垣根を通り抜ける少年達》は、映画制作のようなプロセスによって

セッティングされ、一つのイメージを結実させた。そのイメージは、透過光フィルムの裏から光を

当てるライトボックスの手法によって成立している。事実と虚構を巧みに混在させて成立する世界

は、一見スナップショットのような特質をもつが、実は精巧に作り上げられたイメージである。 

 

■ジリアン・ウェアリング（Gillian WEARING） 

(1963 年バーミンガム生まれ、ロンドン在住) 

ジリアン・ウェアリングは個人的な人間関係や社会的行動 ̶ 私、公、個人を探求する写真や映像

でよく知られている作家である。《アルバム》シリーズに属する出品作 6 点は、古い家族写真に基

づき、彼女自身が父、母、母方の叔父、姉、弟、そして 17 歳当時の自分に変装して、肖像写真を

制作したものである。「遺伝子的には繋がりがあるのに、実際にはまったくちがうことに興味を覚

えました。ここにいる人たちのすべてに、まさしく私の何かが存在している。血はつながっていて

も、私たちは一人一人まったく違っています。」特殊メイクによる作家の精巧な変装は、自身であ

ることを隠蔽するというより、自身のアイデンティティの様々な局面を露呈する自画像となってい

る。 
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主な出品作品 
 
コリー・アーケンジェル  
(1978年バッファロー生まれ、ニューヨーク在住)  
 
《ミグ 29ソ連製戦闘機と雲》  
2005 
変換した任天堂カートリッジとゲーム・ 
システム、マルチチャンネル・プロジェクション 
サイズ可変 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
General Purchase Funds, 2006 
©Cory Arcangel 
Courtesy: team(gallery,inc.) 
 
 
 
シュテファン・バルケンホール  
(1957年フリッツラー[ドイツ]生まれ、カールスルーエ[ドイツ]、 
 メゼンタール[フランス]在住) 
 
《立っている男》  
2000 
木、彩色 
254 x 73.66 x 30.48 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Sarah Norton Goodyear Fund, 2000 
©BILD-KUNST, Bonn & APG-Japan/JAA, Tokyo, 2007 
 

 
 
 
 
デイヴィッド・バチェラー  
(1955年ダンディー／スコットランド生まれ、ロンドン在住) 
 
《ハックニー・ロードのスペクトルⅠ》  
2003 
既製の台車、蛍光灯、電気コード 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Harold M. Esty, Jr. Fund, 2004 
©David Batchelor 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 9 

ルイーズ・ブルジョワ  
(1911年パリ生まれ、ニューヨーク在住) 
 
《カップルⅡ》  
1996 
布、方杖、木とガラス製のケース 
68.58×152.4×81.28cm (カップル) 
165 x 119 x 201cm (ケース) 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Sarah Norton Goodyear Fund, 1999 
©Louise Bourgeois  
 

 
 
 
ソフィ・カル  
(1953年パリ生まれ、同地在住) 
 
《ヴェネツィア組曲》  
1980 (1986年プリント) 
白黒写真 55点、テキストパネル 24点、地図 3点 
エディション 3/3 
各 22.86 x 27.94cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Sarah Norton Goodyear Fund, 2001 
©ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2007 
Courtesy : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris / Miami 
 
 
 
 
 
 

ジョン・コプランズ  
(1920年ロンドン生まれ、2003年ニューヨークにて没) 
 
《自画像（背中と手）》  
1984 
ゼラチン・シルバー・プリント、ボード 
エディション 2/6 
132.08 x 109.22 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
George B. and Jenny R. Mathews Fund, 1999 
©The John Coplans Trust 
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ピーター・コイン   
(1953年オクラホマ州生まれ、ニューヨーク在住) 

 

《無題#978 ガートルードとジュリアナ  
 (ホイットニー・ウィメン) 》  
1999-2000 
ミクスト・メディア 
365.76×523.24×134.62 cm 
オルブライト＝ノッックス美術館蔵 
Anonymous Gift in honor of Marian Griffiths, 2001 
©Petah Coyne 
 
 
 
 
 
 
ダン・フレイヴィン  
(1933年ジャマイカ（ニューヨーク州）生まれ、 
 1996年リバーヘッド（ニューヨーク州）にて没) 
 
《無題（ダナへ）6》  
1971 
蛍光灯、取付具 
243.84 x 243.84 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
George Cary Fund, 1972 
©2007 Stephen Flavin/ ARS, New York & SPDA, Tokyo, 2007 
 
 
 
 
ディヴィッド・ハモンズ  
 (1943年スプリングフィールド／イリノイ州生まれ、 
 ニューヨーク在住) 
 
《バスケットボール・ドローイング》  
2001 
ハーレムの土／紙、スーツケース 
294.64 x 116.84 x 30.48 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
George B. and Jenny R. Mathews Fund, 2001 
©David Hammons 
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モナ・ハトゥム  
(1952年ベイルート[レバノン]生まれ、ロンドン、ベルリン在住) 
 
《+ と  – 》  
1994-2004 
鋼鉄、アルミニウム、砂、電動モーター 
27 x 400 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
General Purchase Funds, 2007 
©Mona Hatoum 
 
 
ジム・ランビー  
(1964年エアドリー／スコットランド 
生まれ、グラスゴー在住)  
 
《プラザ》   
2005 
エナメル塗料、ビニール袋 
サイズ可変 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Mildred Bork Connors, Elisabeth H. Gates and  
Arthur B. Michaels Funds, 2005 
©Jim Lambie 
 

 

キャサリン・オピー  
(1961年サンダスキー／オハイオ州生まれ、ロサンジェルス在住) 
 
《無題  #2 (サーファー) 》  
2003 
カラー・プリント, エディション 5/5 
127 x 101. 6 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
George B. and Jenny R. Mathews Fund, 2004 
©Catherine Opie 
Courtesy: Regen Projects, Los Angeles 
 
 
 
ローリー・シモンズ  
(1949年ファーロッカウェイ生まれ、ニューヨーク在住) 
  
《ペインティッド・バレエ  
 (レ・シルフィード)》  
1983 
ダイ・ディストラクション・プリント 
エディション 1/5 
73.66 x 100.33 cm  
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
Albert H. Tracy Fund, 1983 
©Laurie Simmons 
Courtesy: Sperone Westwater, New York 
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ローリー・シモンズ  
(1949年ファーロッカウェイ生まれ、ニューヨーク在住)  
 
《最高傑作  II (バイバイ)》  
1991 
ゼラチン・シルバー・プリント 
エディション 1/5 
137,16 x 241,3 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
By exchange, Castellani Family  
Fund and General Purchase  
Funds, 2006 
©Laurie Simmons 
Courtesy: Sperone Westwater, New York 

 
 
ジェフ・ウォール   
(1946年バンクーバー生まれ、同地在住) 
 
《垣根を通り抜ける少年達》  
2003 
トランスペアレンシー（透過光フィルム）、 
ライトボックス  
204 x260 cm 
オルブライト＝ノックス美術館蔵 
By exchange, Gift of Seymour H. Knox, Jr. and  
the Stevenson Family, 2004 
©Jeff Wall 
Courtesy: Marian Goodman Gallery, New York 
 
 
ジリアン・ウェアリング  
(1963年バーミンガム生まれ、ロンドン在住)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

上 3点すべて：オルブライト＝ノックス美術館蔵 Charles Clifton Fund, 2004 
   ©Gillian Wearing Courtesy: Maureen Paley, London 

《母ジーン・グレゴリーとしての

自画像、アルバムより》2003 
ゼラチン・シルバー・プリント 
144.145 x 125.73 x 3.175 cm  

《父ブライアン・ウェアリングとし

ての自画像、アルバムより》2003 
ゼラチン・シルバー・プリント 
167.64 x 129.8575 x 2.8575cm  

《姉ジェーン・ウェアリングとして

の自画像、アルバムより》2003 
デジタル・プリント 
140.0175 x 114.935 x 3.175cm 
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特別展示  

 

ローリー・シモンズ《悔恨のミュージック》  
（2005-2006年／映像作品） 

時間：会期中毎日、開場後毎時15分から（上映時間：44分14秒） 

場所：展示室9（本展会場内） 

 

1970 年代から、おもちゃ、腹話術の人形、オブジェを用いて、絶妙にライティングが施されたドー

ルハウスや背景を舞台に空想的な世界を構築するローリー・シモンズの写真世界は、ユーモアとノ

スタルジーを併せもち、物哀しく、現実ではかなえられない情景を人造の舞台に映し出してきた。 

そのような彼女の作品世界の集大成となった《悔恨のミュージック》では、彼女のオブジェ達が動

き出し、私たちが普段生活する中で内に秘める悔恨や欲望の真情を人間以上に表出している。3 幕

からなるミュージカル仕立ての本作品の中で、唯一の人間の登場人物として、メリル・ストリープ

がシモンズの分身に扮し、操り人形とともにかつての恋人との回想シーンを演じている。「こうし

ていれば今頃は…」コミカルでメロドラマ的な歌声の中に悔恨の心情の機微を吐露する模様が、鮮

烈な色使いともに深い哀愁に包まれながら、濃厚に描き出された大作である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ローリー・シモンズ  
《悔恨のミュージック》  
2005 - 2006 
35mmフィルム（HD CAMへ変換） 
44分 14秒 
金沢 21世紀美術館蔵 
©Laurie Simmons 
Courtesy: Sperone Westwater, New York 
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関連企画 
 
■子ども向けギャラリー・ツアー「気になる人を探そう」 

日時：9月23日（日）11：00-12：30/ 14:30-16:00 

会場：金沢21世紀美術館 キッズスタジオ 

定員：各回先着15名（対象：小学生~中学生、家族の同伴は可能です） 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

申込方法：お電話（076-220-2801）またはEメール（kids@kanazawa21.jp）にてお申し込み

ください。定員になり次第、締め切ります。 

 

■家族向けワークショップ「家族の肖像を撮ろう」 

日時：10月14日（日）14:00-16:00 

集合場所：金沢21世紀美術館 キッズスタジオ  

定員：小学生または中学生とその家族、先着15組 

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

申込方法：お電話（076-220-2801）またはEメール（kids@kanazawa21.jp）にてお申し込み

ください。定員になり次第、締め切ります。 

持ってくる物：デジタルカメラ 

 

■学芸員によるギャラリー・トーク 

日時：8月11日（土）、9月16日（日）、10月20日（土）、11月3日（土） 

各回14：00-  

集合場所：金沢21世紀美術館 レクチャーホール  

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 

※ 展示内容・イヴェントは都合により変更になることがあります。詳細は当館ウェブサイ
トをご覧ください。 

 

 




