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ザ・コンテンポラリー 2

誰が世界を翻訳するのか
2015年9月19日（土）→
2015年12月13日（日）

El Anatsui《Broken Bridge》2012
※参考図版（この作品は出品されません）

展覧会名

ザ・コンテンポラリー 2

会

2015年9月19日
（土）→ 12月13日（日） 開場時間 / 10時〜18時（金・土曜日は20時まで）

期

誰が世界を翻訳するのか

休 場 日 / 毎週月曜日
（ただし、
9月21日、
10月12日、
11月23日は開場）
、
9月24日、
10月13日、
11月24日
会

場

金沢21世紀美術館

料

金

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

展示室7-12、14

※本展観覧券で同時開催中の
「ザ・コンテンポラリー3 Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」
・
「コレクション展1・2」
にもご入場いただけます。
※（

）内は団体料金（20名以上）及び前売りチケット料金

前売りチケット： チケットぴあ tel.0570-02-9999（Pコード［本展観覧券］767-035）
ローソンチケット tel.0570-000-777（Lコード［本展観覧券］56939）
販売期間：8月9日より12月13日まで
助

成

公益財団法人 野村財団

主

催

金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

協

賛

株式会社ユニオン／株式会社メープルハウス

協

力

シンガポール航空カーゴ／アエロメヒコ航空／株式会社ライブアートブックス／ライトアンドリヒト株式会社

後

援

外務省／在日メキシコ大使館／ポーランド広報文化センター

お問合せ

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 事業担当： 黒澤、山峰 広報担当： 中山
〒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

2015年度の金沢21世紀美術館展覧会事業は、
「ザ・コンテンポラリー」と題し、今日の世界を照射する現代
美術の作品について考察しています。
春・夏の「ザ・コンテンポラリー1 われらの時代：ポスト工業化時代の美術」では、日本の美術の現在を知る
うえで重要と考える「関係性」
「日常」
「メディア」
「ヴァナキュラー」の4つのキーワードを手がかりに、特に
2000年以降に活躍が目覚ましい作家10組による作品を紹介しました。
続く秋・冬の「ザ・コンテンポラリー2

誰が世界を翻訳するのか」は、異なる文化に立脚した現代美術作家

たちが、自らが属する共同体を取り巻く世界の有り様をどのように捉え、伝えていこうとしているのか。特
に異文化間を「移動」
「横断」していくことが常態化している現代社会においては、あらゆる関係が流動的で
あり、これまでに描かれた歴史や価値観も、誰がそれを伝えるのかによって、さまざまな意味を浮き彫りに
します。本展は特に周縁地域から爆発的に生まれ続ける多様な作品を生への「実践」と捉え、私たちと同じ時
代に別々の場所で別々の時間を生きる人々が、世界をどのように見ているのかについて、考えていきます。
美術の領域に現れる作品は、
「ABC」や「あいうえお」といった決まった記号（コード）による表現とは異な
り、さまざまな素材や方法を自由に組み合わせることで、曖昧でユニークな表現を可能にしています。ひと
つの作品は作り手から発せられる言葉や振る舞いであり、個人的なことであれ共同体のことであれ、作り
手が、自身を取り巻く世界をどのように認識しているかの表れだといえるでしょう。では文化的背景が異
なる土壌から生まれる表現について、私たちはどのようにアプローチすべきなのでしょうか。特に20世紀
後半までの西欧中心史観が見直されたポスト・コロニアル批評を経た現在、多くの表現者が西欧によって
翻訳された言葉や振る舞いでなく、自らの言語で正当に理解されるための翻訳行為を取り戻そうとしてい
ます。また、たえず多方向から押し寄せる表現が異文化間の混交によってあらたな意味を持つとしたら、誰
がそれを翻訳するのかで大きく意味を変えてしまうことに注意を払う必要があります。見る者との間に共
感関係を創出する展覧会という創造の場において、異なる視点に立つ表現を捉え、文化（作品）が世界を翻
訳することを見届ける試みとなることを目指すものです。
金沢21世紀美術館 チーフ・キュレーター

黒澤浩美

※本展展覧会名は同名の書籍「だれが世界を翻訳するのか」真島一郎（編著）人文書院、2005年 に借りたものです。

展覧会の特徴

「同時代」を問いなおす展覧会シリーズ「ザ・コンテンポラリー」の第2弾
金沢21世紀美術館は2015年度、
「同時代」を問い直す展覧会シリーズ「ザ・コンテンポラリー」を展開中で
す。この展覧会はその第２弾として、同時代を生きる海外の作家による作品を取り上げ、それぞれが世界の
有り様を自分の表現に置き換えている行為を「翻訳」と捉えています。

「移動」
「 横断」がキーワード
急速なグローバル化が進む21世紀において、文化的背景が異なる土壌から生まれる人やモノ、情報は大量
に「移動」し「横断」しています。異文化同士の接触が常態化する今、西洋中心主義の文脈だけで固定的な理
念や歴史観を示すことは十分とは言えません。誰が主体となって、誰に向けて発信されているものなのか
に自覚的になりつつ、
「移動」
「横断」について考察します。

異なる文化的背景を現代美術の多彩な魅力を通して紹介
本展では出自の異なる11組の作家による、テキスタイル、版画、彫刻、インスタレーション、映像など、手
法も素材も異なる表現を紹介し、現代美術の多彩な魅力を伝えます。文化的背景の「違い」を、ただ情報と
して受け取るのではなく、それぞれの作家自身の出自や体験に則ったリアルな感覚が生みだした作品を
通して、感じとることのできる展覧会です。

2015年ヴェネチア・ビエンナーレ栄誉金獅子賞受賞作家エル・アナツイの新
作発表予定
出品作家のエル・アナツイ（ガーナ生まれ/ナイジェリア在住）は、本年2015年5月にヴェネチア・ビエン
ナーレにおいて、その生涯の功績を讃える「栄誉金獅子賞」を受賞しました。飲料の金属蓋などの廃材が
繋ぎ合わされた巨大なインスタレーション作品は、アフリカの伝統的な織物や奴隷貿易の際の交換材料
としてのワインボトルなど、アフリカの様々な歴史や文化を彷彿とさせつつ、迫力と優美さに満ち、今世
界の注目を浴びています。
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関連プログラム

アーティスト・トーク
［日時］2015年9月19日
（土）
session 1 12:30〜14:30 エル・アナツイ＋川口幸也
（立教大学教授）
session 2 15:00〜17:00 スサンタ・マンダル
［会場］金沢21世紀美術館レクチャーホール ［料金］無料
［定員］各セッション当日先着90名

アキリザンとワークショップ「ここからあそこへ」*逐次通訳付
アルフレド＆イザベル・アキリザンが「移動」をテーマにその日の参加者と話題をみつけてワークショップ
を開催します。
［日時］9月19日
（土）
〜21日
（月）各日13:00〜16:00の間、
自由参加
［会場］金沢21世紀美術館プロジェクト工房
［料金］無料
（ただし、
展覧会のチケットが必要です）
［対象］10歳以上
（12歳までは保護者の同伴が必要）
詳しくは9月中旬以降、
当館webサイトへ http://www.kanazawa21.jp

人々の国連総会
出品作家ペドロ・レジェスによる「人々の国際連合プロジェクト」の一環として、2日間にわたるワーク
ショップ「人々の国連総会」を開催します。出自、国籍、言語が異なる人々が集い、世界の諸問題について、社
会学や心理学のアプローチを使って市井の視座で語り合い、ユーモア溢れる創造的な解決に向けてレジェ
スと共にさまざまな試みを行うものです。

公開ワークショップ
［日時］12月5日
（土）
13:00〜19:00
12月6日
（日）
10:00〜15:00
［受付期間］10月1日
（木）
10:00〜
詳しくは特設サイトへ http://kanazawa21.jp/exhibit/pun/
（10月中旬開設予定）
［定員］50名
（多数の場合は抽選）

ペドロ・レジェスによるアーティスト・トーク *逐次通訳付
「人々の国連総会」を締めくくり、ペドロ・レジェスがこれまで発表してきた作品や芸術家としての実
践を語ります。
［日時］12月6日
（日）
15:00〜17:00
［会場］金沢21世紀美術館レクチャーホール ［料金］無料
［定員］当日先着90名
（定員に達し次第締切）

レクチャー・シリーズ
［会場］金沢21世紀美術館レクチャーホール
［料金］無料。
各セッション当日先着90名。
定員に達し次第締切
＊各セッションの途中の出入りはできません。
ご了承ください。

Session 1「いのちの壁 いのちの通路ーふたたび翻訳を問う」
［日時］2015年10月16日
（金）18:00〜20:00
［講師］真島一郎
（東京外語大学大学院教授）

Session 2「エル・アナツイ、
足
 もとの歴史をかたる」
［日時］2015年10月17日
（土）13:00〜15:00
［講師］川口幸也
（立教大学教授）

Session 3「結婚を通してアフリカとつながる−家族、
音楽、
そして人類のこと」
［日時］2015年10月18日
（日）13:00〜15:00
［講師］鈴木裕之
（国士舘大学教授）
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出品作家について

画像1〜11を広報用にご提供致します。
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、クレジットを必ずご表示ください。
※トリミングはご遠慮ください。キャプション等の文字が画像にかぶらないよう、レイアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正用原稿を広報室へお送りください。
※アーカイブの為、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。

アルトゥル・ジミェフスキ
Artur Żmijewski

1966 年ワルシャワ（ポーランド）生まれ。同地在住。ワ
ルシャワ美術アカデミー彫刻科でグジェゴシュ・コヴァ
ルスキの元で学ぶ。芸術を通した社会介入を主題に、第
51回ヴェネツィア・ビエンナーレのポーランド館代表
や、ドクメンタ12（カッセル）など、世界各地で作品を
発表するほか、ベルリン・ビエンナーレのキュレーター
や出版に携わるなど多方面に活動。

《彼ら》2007
(Production still)
Courtesy of the artist and
Galerie Peter Kilchmann, Zurich
©Artur Żmijewski
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エル・アナツイ
El Anatsui

1944年ヴォルタ州アニャコ（ガーナ）生まれ、ンスカ
（ナイジェリア）在住。ンクルマ科学技術大学（ガーナ）
で彫刻を学び、染色布や伝統的な装飾文様に影響を
受けた木彫作品の制作を開始。1975 年、ナイジェリア
大学教授就任を機にンスカに移住。2000年頃から使
用済みの瓶の金属蓋などを繋ぎ合わせ、タペストリー
を思わせる大型のインスタレーション作品を次々と発
表。2015年、ヴェネツィア・ビエンナーレにて「栄誉金

《Bleeding Takari II》2007
Collection of
The Museum of Modern Art (MoMA)
*参考図版
©El Anatsui

獅子賞」を受賞した。
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ジャナーン・アル＝アーニ
Jananne Al-Ani

1966年キルクーク（イラク）生まれ。ロンドン（イギリ
ス）在住。写真や映像を通して、ステレオタイプな中東
像や歴史における不在などを顕在化させる。これま
で、ヘイワード・ギャラリーやテート・ブリテン（以上イ
ギリス）などでの個展のほか、ヴェネツィア・ビエン
ナーレ、イスタンブール・ビエンナーレなど、国際展へ
の参加多数。

《シャドウ・サイトⅡ》2011
Courtesy of the Artist and
the Abraaj Group Art Prize
Photo: Adrian Warren
©Jananne Al-Ani
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邱 志杰（チウ・ジージエ）
Qiu Zhijie

1969年福建省生まれ、北京（中華人民共和国）在住。
90年代の半ばに中国のコンセプチュアル・アート、パ
フォーマンス・アートにおいて重要な役割を果たし、カ
リグラフィー、写真、ヴィデオなどの作品を発表。P.S.I
（ニューヨーク）、サンフランシスコ近代美術館、ICAロ
ンドンなどのグループ展に参加。第25回サンパウロ・ビ
エンナーレにて国際的な評価を得た。キュレーション
や雑誌編集など、メディアを介した発信にも注力。

《マダガスカルの首都はどこだ？》2008
Image courtesy of STPI - Creative Workshop
& Gallery, Singapore.
© Qiu Zhjie/STPI
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リクリット・ティラヴァニ
Rirkrit Tiravanija

1961年ブエノスアイレス（アルゼンチン）生まれ、チェ
ンマイ（タイ）／ニューヨーク（アメリカ合衆国）/ベルリ
ン（ドイツ）在住。1990年に画廊でタイ風焼きそばを
振る舞った《パッタイ》など、観客とのコミュニケーショ
ンを通して「関係性」を可視化する「リレーショナル・
アート」を代表する作家のひとり。日常性を公共の場に
持ち込むことで既存の価値観にゆらぎを与え、歴史、制
度、システムへの疑義をユニークな方法で試みている。

《第三章：ワープ・ドライブ・イン、
クロム宇宙への六分儀》2013
Private collection
Image courtesy of STPI - Creative Workshop
& Gallery, Singapore.
©Rirkrit Tirvanija/STPI
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シルパ・グプタ
Shilpa Gupta

1976年、ムンバイ（インド）生まれ、同地在住。ヴェネチ
アやシャルジャをはじめ、シドニー、横浜、越後妻有な
ど多くの国際展に参加。写真やヴィデオ、インターネッ
トなどさまざまなメディアをもちいる一方、その土地に
合わせた作品も多く手がける。ジェンダーや宗教、人
種、階級、経済格差などを観察し、現代社会がはらむ問
題に対する、新しい見方や物語を機知に富んだ方法で
提示する。

《無題（ここに境界はない）》2005-2006/ 2011
Collection of 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa
©Shilpa Gupta
Photo: Kioku Keizo
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スサンタ・マンダル
Susanta Mandal

1965年コルカタ生まれ。ニューデリー（以上インド）在
住 。歴 史 の 暗 部 を 想 起 させる《 C a g e d S a c k s 》
（2007-08）など、光、ヴィデオ、機械をもちい、インド
の伝統的な影絵芝居を思わせる、物語性をまとったキ
ネティックアートなどを多く手がける。これまで、グッゲ
ンハイム美術館（ニューヨーク）をはじめ世界各地で展
覧会に参加。

《サック-2》2006
Photo: Kochi-Muziris Biennale 2014
©Susanta Mandal
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照屋勇賢
Teruya Yuken

1973年沖縄生まれ、ニューヨーク（アメリカ合衆国）在
住。多摩美術大学、メリーランド・インスティテュート・
カレッジ・オブ・アートを経て、2001 年スクール・オ
ブ・ビジュアル・アーツ修了。歴史やアイデンティティと
いった問題を、トイレットペーパーの芯や紙袋といった
日用品を素材に独自の視点で軽やかに表現する。出生
地、沖縄の複雑な歴史を振り返り、一面的には捉える
ことはできない事物へ強い関心を寄せている。

《遥か遠くからの未来より》
（部分）2014
Photo: Nema Yoshikazu
©yuken teruya
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ザイ・クーニン
Zai Kuning

1964年シンガポール生まれ、同地在住。音楽、ヴィデ
オ、パフォーマンス、彫刻、ドローイング、インスタレー
ションなど、さまざまな手法によって、東アジアの海域
を国家国境と関わりなく往来する人々の歴史に思いを
馳せる作品を発表。
枝や糸など日常的な素材を用い、
抽
象的なイメージで力強いメッセージを伝える。
自身の過
去作を蜜蝋で固めるなど、時間と空間を埋める身体行
為も重要な関心事である。

《動く墓》2014
Courtesy of Ota Fine Arts Singapore/ Tokyo
Photo: Quek Jia Liang
©Zai Kuning
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ペドロ・レジェス
Pedro Reyes

1972年メキシコ・シティ（メキシコ）生まれ。同地在住。
建築を学び、彫刻や構造物、プロジェクトなどを通し、
国際関係、
環境などの社会における諸問題をあつかい、
世界各地で個展開催や国際展に参加。近年では、銃器
を楽器に変えた《Disarm》
（2013）、国連をモチーフに
した《人々の国際連合（pUN）》
（2013）などで注目を集
める。

《人々の国際連合（pUN）ドローンの鳩》
Installation view at the Hammer Museum,
Los Angeles, 2015
Photo by Brian Forrest
©Pedro Reyes
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アルフレド &
イザベル・アキリザン
Alfredo & Isabel Aquilizan

マリア・イザベル・ガウディネス＝アキリザン、1965年
マニラ生まれ／アルフレド・ファン・アキリザン、1962
年バレステロス、カガヤン州（以上フィリピン）生まれ。
両氏ブリスベン（オーストラリア）在住。各地のコミュニ
ティとの交流を取り入れた作品を通して、歴史や文化
的特徴を炙り出す。2006年、マニラからブリスベンへ
の移住を契機に「home」をテーマにした「Projec t
Another Country」を開始。アジアにおける国家国民
の枠組みや越境、適応など、文化間の移動で得た俯瞰
的視点を作品に組み込んでいる。

《移動-もうひとつの国》2014
Collection of 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa
©Alfredo & Isabel Aquilizan
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