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展覧会概要 

 
■展覧会名称： 「Alternative Paradise～もうひとつの楽園」展 

■英文名称:    「Alternative Paradise」 

■会期：        2005 年 11 月 5日（土）～2006 年 3 月 5日（日）   

        休館日：月曜日(1月 9日を除く)、 

                        年末年始、1月 10 日(火) 

■開館時間：    10 時～18 時(金・土曜日は 20時まで) 

                ※チケットの販売は閉館 30分前まで。 

■料金:       ・当日 

         一般＝1,200 円 大学生＝1,000 円 小中高生＝500 円、 

         65 歳以上＝1,000 円 

               ・前売り、団体(20 人以上) 

         一般＝1,000 円   大学生＝800 円 小中高生＝400 円 

※ 11 月 5日(土)から同月 13日(日)までの間は、“教職員無料ウィーク”
のため、小中高等学校及び養護学校等で勤務される教職員の方は、無

料でご覧になれます。 

■会場：        金沢 21 世紀美術館 展示室 2~14、長期インスタレーションルーム 

■ 出品作家数： 招待作家 11人、T-room プロジェクト 4人、 
        スタジオ・プロダクト出品作家 35人 

■主催：     金沢 21世紀美術館 [財団法人 金沢芸術創造財団] / 

                金沢・世界工芸フォーラム開催委員会/金沢市 

■共催：        文化庁 

■後援：    北國新聞社/ＮＨＫ金沢放送局  

■助成：    財団法人 ＵＦＪ信託文化財団 

■協賛：    日本貨物航空株式会社/ヤマトロジスティクス株式会社 

■協力：        カラーキネティクス・ジャパン株式会社/ダ・ドリアデ青山 

■前売券取扱い: チケットぴあ、サークル K、サンクス、セブンイレブン、ファミリーマー 

        ト(10 月 20 日より発売) 

        ［展覧会チケットＰコード 686-253］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※展覧会の作品写真、美術館の写真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:落合・岡田 

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 

             

   

    



 2 

ごあいさつ 

『Alternative Paradise~もうひとつの楽園』によせて 

                       
 金沢 21世紀美術館は、多様化する世界の芸術表現の現在を紹介し、国際的な視野に立っ
て新しい地域固有の文化の創造と革新の場となることを目的とし、昨年秋にオープンいた

しました。 
 
 『Alternative Paradise~もうひとつの楽園』展は、当館が「工芸」というテーマをいかに
21世紀の課題としてとらえているかを表明するものです。金沢市は 1989年より隔年で「世
界工芸コンペティション・金沢」及び「世界工芸フォーラム」を実施してきました。当館

はその実績を引き継ぎ、将来を見据えてトリエンナーレとして内容の拡充を図り、明確な

コンセプトから成る展覧会を出発点として世界にメッセージを送ります。 
 
  展示は、国内外の気鋭の作家による作品展示と日本を代表する建築家、隈研吾による 
≪T-room≫プロジェクトによって構成されます。前者は、美術館の独自調査に基づき見い
だされた工芸的造形表現の最前線を世界から金沢へ紹介するものであり、後者は金沢の地

が醸成してきた芸術文化、技術や情報を新たなパラダイムで金沢から世界へ、そして未来

へ発信することを目指し、「茶室」の再解釈を試みます。 
 
 21世紀に入り、科学技術の進展、あらゆる事象の情報化はいよいよ加速度を増し、私た
ちの生活環境を変えつつあります。快適さや豊かさが追求される一方で、世界の情勢はま

すます混迷の度合いを深めています。いつの時代も芸術は、その時代の「今」を生き抜く

勇気や希望を、精神的に、また具体的に人間に与えるものです。日本の私たちが「工芸」

と呼んでいる分野は、幅広い美術のなかでもとりわけ人々の生活とともに育って来た分野

であり、また人々の感性を育てて来た分野です。 
 
 金沢が日本における歴史の一翼を担ってきた「工芸」を、多様化する 21 世紀の美術表現
のなかで、既存のジャンル概念を超えて、名実ともに新たな価値としてとらえ直す機会と

ならんことを願います。 
 
 
               2005年 10月   金沢 21世紀美術館長  蓑  豊 
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展覧会について 
 

 
『Alternative Paradise~もうひとつの楽園』展は、ジャンルを超えて、「工芸」の現代的価
値を問いかける展覧会です。 
西洋の近代主義が世界を席巻した 19世紀から 20世紀、人間が作り出す「ものの美」の
世界は大きくアートとデザインという二つの領域に分化し、それぞれにさらに細分化と交

錯を続け多様な展開をみせてきたといえるでしょう。もちろん日本も例外ではありません。

明治時代に西洋の Fine Art（ファインアート）を「美術」として受け容れて以来、現在の「美
術」状況に至るまでの１世紀余り、日本はアジアのなかでも特に急激な欧米化の道を歩ん

できました。その日本に厳然と、欧米のアートやデザインの概念に収まりきらない領域と

して「工芸」が存在しています。私たちは何を「工芸」と呼び、そこに何を感じ、求めて

いるのでしょうか。 
展覧会タイトルの『Alternative Paradise ~ もうひとつの楽園』は、工芸的な表現分野が
培ってきた美意識や手法、自然や他者に対する姿勢のなかにこそ、２０世紀に支配的であっ

た西洋近代主義が目指したものとはまた別の理想卿（もうひとつの楽園）を多様なかたち

で見いだせるのではないかという観点に立ち、独自の言葉で語りかけてくる作品のメッ

セージに耳を澄まそうと呼びかけるものです。そこは、自然と人間、日常と非日常、デザ

インとアート、伝統と前衛、美術館の内と外など、分断された様々な領域が再びゆるやか

につながる場です。 
本展では素材と表現の関係に着目し、国内外の 11人の招待作家による作品とともに、「茶
室」を現代的に解釈した隈研吾の≪T-room≫を展観します。水、音、光、土、木、髪、布、
映像、ガラス、プラスティック、人工皮膚など、様々な素材が用いられ、既成のジャンル

を横断して展開する現代の工芸的造形世界。ここに集う表現に共通するのは、自然を征服

し支配するのではなく、むしろ寄り添って親密に交流し、素材を生かし他者を生かしてい

くという生成の過程に注がれた眼差しのやさしさです。そこには、前世紀のうちに稀薄に

なってしまった私たちの生の実感を取り戻す手がかりがあるのではないでしょうか。 
 

＊『Alternative Paradise~もうひとつの楽園』展は、金沢市が 1989年より隔年
で実施してきた「世界工芸コンペティション・金沢」及び「金沢・世界工芸

フォーラム」を引き継いだ金沢 21世紀美術館が、将来を見据えて内容を拡充
し、トリエンナーレの展覧会として世界にメッセージを送るものです。 
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展覧会の特徴 
 
①注目のアーティストたち 
 現在、美術は多様化し、絵画や彫刻、工芸、また映像やファッション、建築といった既成のジャ

ンルに収まらない表現が数多く現れてきています。現代の工芸は、制作スタイルと手法から、大

きくアートワーク（自己表現としての純粋造形）とプロダクトデザイン（広い意味での道具のデ

ザイン／個人工房制作のスタジオ・プロダクトと工場制作のファクトリープロダクトとがある）

の二つの領域に分けて考えることができます。この「Alternative Paradise~もうひとつの楽園」

展で登場するアーティストたちは、狭義の「工芸」作家ではなく、アートワークやプロダクトデ

ザイン、またその両方、あるいはまたそれ以外の領域も含めて、他者（素材、自然など作者以外

の存在）との親密なコミュニケーションを大切にしつつ活動をつづけている表現者です。 

 

②日本独自の「工芸」が培って来た感性を、２１世紀の世界にアピール 
「Alternative Paradise~もうひとつの楽園」展は、ジャンルを超えて、「工芸」の現代的価値を

問いかける展覧会です。明治以来、急激な欧米化の道を歩んできた日本には、今も尚、欧米のアー

トやデザインの概念に収まりきらない分野として「工芸」が存在します。現在の工芸が指し示す領

域は、生活に直接関わる道具から、オブジェのように全く実用性のない純粋造形まで、実に広範で

多様です。 

 本展では、「工芸的であること」の特質を、自然、素材ひいては他者への「やさしさ」であると

捉えました。自然を征服し、支配するのではなく、寄り添い、時間をかけて親密に交流し、素材を

生かしていくという生成の過程に注がれたつくり手の眼差しのやさしさ。その中にこそ、西欧の近

代主義が追い求めたものとは異なる、また別の理想卿（パラダイス）が多様なかたちで存在するの

ではないか、という観点から、伝統的なものづくりから最先端の造形表現まで俯瞰し、注目すべき

造形活動を選びました。 

 欧米の価値観を基軸として、作品や作家活動を分類するのではなく、本展はむしろ日本の「工芸」

を価値概念として、国や世代、ジャンルを横断して、広く世界を見渡してみようとするものです。

それゆえにこれまでに例のない人と人、作品と作品が共鳴し合う場が生まれます。 

 

③注目の「T-room」プロジェクト 
「Alternative Paradise~もうひとつの楽園」展では、これまで見たことのない新たな「茶室」が

巨大な展示室空間に建てられます。この茶室は建築家の隈研吾によって≪T-room≫プロジェクトと

命名されたもので、茶を“時間”として捉え、『生命体』をキーワードとして、20 世紀の近代主義

のなかで失われた様々な絆を束ね、分断された世界を再びゆるやかにつなぎ、生き生きした関係を

創出しようとする試みです。隈研吾を中心に、メディアアーティストの岩井俊雄、グラフィックデ

ザイナーの原研哉、プロダクトデザイナーの深澤直人の 4 人のコラボレーションによって構想され

ます。シリコン製人工皮膚という半透明で柔らかい素材が建材として用いられるというのも、極め

て独創的な発想。そこに各作家の趣向が凝らされます。「茶室」として作り上げられたこの場には、

金沢の工芸の作家達によってデザインされたスタジオ・プロダクトが参加。多彩なジャンルの作家

と作品の饗演が実現されます。 

 

④ 金沢 21 世紀美術館が、開館後初めて「工芸」をテーマに、メッセージを発信
します。 

 昨年の開館以来、金沢 21 世紀美術館では現代美術を中心とする展覧会を開催してきました。こ

の「Alternative Paradise~もうひとつの楽園」展で、開館後初めて「工芸」をテーマに世界に

向けてメッセージを発信します。金沢では、1989 年よりビエンナーレ方式で「世界工芸コンペティ

ション」「世界工芸フォーラム」を開催してきました。金沢 21 世紀美術館はその実績を継承しつ

つ将来へ向けて、内容を拡充し、新たな工芸の可能性を示すべく、トリエンナーレ形式で、明確

なコンセプトをもつ展覧会を開催することといたしました。本展はその初の試みとなります。 
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                出品作家  

秋山 陽（Yo Akiyama） 

1953 年山口県下関市生まれ、京都府在住 

秋山陽は常に世界の陶芸の最前線を独走してきた作家。秋

山のテーマは、土の表情と密接に関わる地殻、重力、振動、

リズムである。陶芸のプロセスを確実に踏みしめながら、

じっくりと土の塊と向き合い、大地の有り様をえぐり出す

彼のインスタレーションによって、観る者は大地の秘めた

る姿に遭遇する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

≪ZONEⅡ≫(1991) 陶、鉄 97×158×102cm 個人蔵 撮影:斎城卓 

  

「ひび割れた土の表面」によって、「土」ひいては「大地」

と自己との関係そのものを問題とする秋山の黒陶。その代

表作 4点によって、天井高 12m の展示室の特性を生かした

ダイナミックな展示を実現する。 

 

 

マギー・カルデルス（Maggie Cardelùs） 

1963 年アメリカ、アレッサンドリア生まれ、ミラノ

在住 

日本初紹介。独創的な技術という点で特に注目すべき作

家。カルデルスが生み出す作品の多くは記憶がテーマであ

る。自身が所有する膨大な量の家族アルバムの中から写真

を取り出し、大胆な発想と緻密な手業に基づきカッターで

切り抜き、新たなイメージを浮かび上がらせる。時には型

紙に用い、時には身体にまかせた即興的な行為により、印

画紙が魔法のようにその姿を変えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪ライト・ピース・ウィズ・ライト≫（2001） 写真 250×400

×400cm（参考作品）Galerie Thaddaeus Ropac での展示風景（2001） 

 

親密な感情を伴う家族の写真に向き合いつつも、「切る」

という客観性を伴う行為によって制作を行うカルデルス。

本展では、≪母の家からの眺め≫と名付けたインスタレー

ションを展開する。印画紙から生み出されるイメージの森

のような空間に人々は迷い込む。 

 

ジャナン・ダグデレン（Canan Dagdelen） 

1960 年トルコ、イスタンブール生まれ、ウィーン

在住 

ダグデレンは、「ホームランド（故郷）」や「家」をテーマ

とし、軽やかでありながら強いメッセージを発する作品を

制作するトルコ人作家。イスラム圏のブロック建築や宗教

建築、美術やカリグラフィーなど、自身の出生地域の文化

ルーツへの参照をもとに、しなやかな視線で作品を制作す

る。日本の美術館では初出展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪アット・ホーム・ドット≫2004 磁器 200×200×200cm   

MAK-応用美術・現代美術館での展示風景（2004）  

Photo (c) Rupert Steiner 

 

ダグデレンの展示の中心となる本作品は、リモージュの土

を使ったボール 546 個から構成され、逆さまに宙に浮く

ドーム付きの家を形作っている。遠くから見るとヴァー

チャルな感覚を覚えるが、近寄ると各ボールに表れた土の

豊かな表情が見えてくる。終の棲家としての「家」や人が

「住む」「定着する」という行為の意味を問いかけている。 

 

アンジェロ・フィロメーノ（Angelo Filomeno） 

1963 年イタリア、オストゥーニ生まれ、ニューヨー

ク在住 

日本初紹介。7 歳で仕立屋に修行に出され、縫製技術の基

礎を身につける。大学卒業後は、ミラノのオートクチュー

ルのアトリエで縫製を担当、NYに移住した後は舞台衣装の

縫製を手がけてきた。現在は、絹布に銀糸やスワロフス

キー製ビーズ、半貴石などを用いて、繊細かつゴージャス

であるが、極めて毒気ある主題を刺繍で表現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪火山≫（2002）刺繍、スワロフスキー製ラインストーン、クリス

タル、ガーネット、ガラス／ カンヴァスに張ったシルクシャンタ

ン 173×173cm  Courtesy Claudia Gian Ferrari, Milano 

 

本展では、様々な意味が込められたモチーフがシュールレ

アリスティックに縫い留められた 2000年初頭の作品から、

より強烈で装飾的に動物や花のモチーフが散りばめられ

た近作までを発表。現代的な問いかけを含んだ表現内容

と、それを可能とする熟練した技術の分かち得ない関係が

特徴的である。 
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金沢  健一（Kenichi Kanazawa） 

1956 年東京都生まれ、埼玉県在住 

鉄を素材に幾何学的形態を構成し、空間との関わりを探

求する作品を制作する一方で、1987 年より「音のかけ

ら」の制作を始める。鉄を素材に形と音の関わりをテー

マにした一連の作品群は、見ること、聴くこと、触れる

こと、目と耳と手を結び、美術、音楽、科学など様々な

方向からのアプローチを可能にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪音のかけら N4≫（2000） 鉄、ゴム  2.5×φ450cm   

新潟市新津美術館所蔵 撮影:Studio F(t)渡部佳則 

 

鉄が内包する多様な性格を「熱」や「音」といった無形の

存在に変容させ、時空に解き放つ彼の表現は、個の表現を

越えた広がりをみせている。本展では、複数の展示場所に

対照的な作品を展示し、金沢の表現の奥行きを十全に見せ

る。その一つが参加体験型の作品≪音のかけら N4≫であ

る。会期中、作家本人によるパフォーマンスも行う。 

 

 

北川  宏人（Hiroto Kitagawa） 

1967 年滋賀県大津市生まれ、東京都在住 

北川の人間像の生命線はテラコッタという低火度で焼

占められた土の肌合いである。彼は進化する人間の浮遊

するアイデンティティーが宿る肉体としてテラコッタ

を用い、そのテクスチャーを生かすため釉薬を着せず、

アクリル絵の具で彩色する。イタリアでテラコッタによ

る彫刻を習熟した彼は、帰国後前代未聞の陶の造形を世

に送り注目を浴びている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪ニュータイプ 2003-ブラック≫（2003） テラコッタ、アクリル

彩色 170×40×30cm  (c)北川宏人 

 

本展では、彼の初期の代表作ともいえる「ニュータイプ

2003-ブラック」とともに、等身大の新作７点の群像によっ

て「現代に生きる普通の人々」を林立させる。 

 

村山  留里子（Ruriko Murayama） 

1968 年秋田県秋田市生まれ、同地在住 

舞台美術などを手がけていた村山は、同時にろうけつ染

めを独学で学んだ。90 年代後半からは、化学染料で染

めた絹布を細く切り裂き、即興的に縫い重ねてできる大

きな色面を発表。2000 年初頭からは、ビーズやパール、

造花など手芸用品店で入手した「きらきらする」素材を

ぎっしりと埋め尽くしていくオブジェ「奇麗の塊」シ

リーズを制作。近年、グループ展に多数出品。 

 

 
 

 

 

 

 

 

               ≪愛のドレス≫（2004） 

               ミクスト・メディア  

               130×150×160cm 

               高橋コレクション  

               撮影：木奥恵三  

               Courtesy YAMAMOTO GENDAI 

 

一つ一つの要素はチャーミングだが、幾重にも埋め重ねら

れ、息苦しくなるほどに濃縮された「塊」は、過激なまで

に美しくかつグロテスクである。金沢では「奇麗の塊」の

ひとつの頂点としての≪愛のドレス≫と、展示室に合わせ

て作られる新作の巨大な布作品（約 8m 四方）を出品。村

山の圧倒的な表現世界を見せる。 

 

 

中村  哲也（Tetsuya Nakamura） 

1968 年千葉県生まれ、東京都在住 

大学で漆芸を専攻した中村は、伝統的な素材と技法を再解

釈し、独自の方法論によってジャンルを横断した造形活動

を展開している。彼の志向は概ね二つの方向をとる。ひと

つはコンセプトの「もの化」で、その代表的作例は「スピー

ド」そのものを形態化した「レプリカ」シリーズ。もうひ

とつは行為の「もの化」で、「ペイント」という行為その

ものを形態化した作品「ドラゴン」である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪スピード・キング≫（2001）FRP にウレタン塗装 Rice Gallery 

by G2 での展示風景（2001） 

Photo: Hikaru Kobayashi  Courtesy Gallery Koyanagi 

本展では、円形の展示室 14で計５点からなる「レプリカ」

シリーズを展示。あわせて光庭に突き出したガラス張りの

展示室５で、新作の「ドラゴンホイール」を展示し、中村

の表現の両極をみる。 
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嵯峨  篤（Atsushi Saga） 

1970 年東京都生まれ、埼玉県在住 

多摩美術大学絵画科を卒業した後、1998年に「眺めのいい

部屋は、」と題した個展でデビュー。その後、実物の 5 分

の 1に縮小した家具の形をしたオブジェの表面を塗っては

磨き、磨いては塗るという行為をひたすら繰り返して仕上

げた作品や、白一色の≪MUMI≫を発表。2004年の水戸芸術

館での個展「クリテリオム」では、展示室の壁を作品に仕

上げた。 

 
 
 
 
 

 

                ≪cube on white≫（2004）  

                EP パテ、EP 塗装／壁 

                水戸芸術館現代美術センター 

                「クリテリオム 61」（2004-05） 

                での展示風景 

 

本展では、「塗る」「磨く」という行為を極限までに突き詰

める嵯峨作品の本質を、展示室一室を丸ごと用い、ホワイ

トキューブの空間そのものと取り組む大胆な作品で示す。

鏡面のように磨き上げられた展示室壁面に込められた時

間と行為の集積を肌で感じることができるだろう。 

 

アン・ウィルソン（Anne Wilson） 

1949 年アメリカ、デトロイト生まれ、シカゴ在住 

レースや布、髪などの素材と共に、「縫う」「貼る」「結び

つける」といった技術を駆使し、文化的に構築された意味

規範や人々の感覚を問うような作品を制作する作家。私的

で身体的な素材である「髪」が想起させるある種の感情と、

糸片・髪片が紡ぎ出す繊細で複雑な表情が、濃密なミクロ

コスモスを作り出す。日本の美術館では初出展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪逸脱の行動≫(2004) ヴィデオ・サウンド・インスタレーション 

作曲：ショーン・デッカー、アニメーター：キャット・ソレン、ポ

ストプロダクション・アニメーター／マスタラー：ダニエル・トレ

ント ヒューストン現代美術館での展示風景  

Courtesy Roy Boyd Gallery, Chicago 

 

100 日間の間、1 日１点ずつ白いリネンに髪の毛や糸で

痕跡を残した≪日々の物語≫。糸や針などで構成したオ

ブジェを映像化し、作曲家ショーン・デッカーが音をつ

けたヴィデオ・サウンド・インスタレーション≪逸脱の

行動≫。さらに、展示室にあわせて作られる新作≪小宇

宙（１）≫を加え、空間をダイナミックに構成する。 

 

ソフィ・ジェズマー（Sofi Zezmer） 

1959 年ポーランド生まれ、ドイツ、ヴィスバーデン

在住 

日本初紹介。15年にわたり、素材であるプラスティックと

の直接的な対話により生まれるかたちを特徴とする作品

に取り組む。細菌の繁殖や臓器を想起させる有機的な形態

とプラスティック特有の鮮やかな色彩とを併せ持つ作品

は、時には単体として、時にはそれぞれがつながったよう

なインスタレーションとして展示される。 

 

 

 

 

 

 

 
                                   ≪CORNUCOPIA-FLEX LS1≫       

                                  （2004） 

                                   プラスティック、金属、 

                                   ガラス  

                                   56×61×25.4cm 

                                   Courtesy Richard Massey 

 

プラスティック製品のために製造されるパーツなどを製

造元や問屋から集め、当初の形や色、固さなどを確かめな

がら、作家は新しいフォルムを紡ぎ出していく。いずれも

作家と素材との極めて密接な関係の上に編み出されたも

ので、ひとつひとつが高い密度を有しつつ、空間の中で互

いに結びついていくような展示となる。 
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T-roomプロジェクトについて  
 
T-room はお茶を「空間」としてではなく、「時間」（TIME）として捉えようという試みで

す。お茶を「空間」として捉えると、その結果はひとつの「茶室」という完結した room

になります。しかし、T-room は時間の経過に沿ってとり行われるいくつかのアクション

を、たばねた（tie）ものです。 

ゆえにこの「時間」の茶室は、空間をデザインする人々によってではなく、物やイメー

ジ（映像）をデザインする人々（岩井俊雄、原研哉、深澤直人）によってデザインされ

ます。アクションとは人と物、人とイメージとの間で繰り広げられるインタラクション

です。われわれはここで物やイメージをデザインしているわけではなく、実はインタラ

クションをデザインしているのであり、その連鎖するインタラクションの包絡線をひと

つのきわめて柔らかい素材（人工皮膚）で作り上げ、それを T-room と呼んでみたわけで

す。 

さらにこの場には金沢を拠点に活躍する作家達によってデザインされた物（スタジオ・

プロダクト）が参加します。これら物達もまた、茶という「時間」に参加し、その「時

間」をデザインする役割を担っています。茶はそのような多様な物の参加を前提とした、

インクルーシブな開かれたアートであったわけです。茶の総合性自体が、近代のエクス

クルーシブなアートのあり方に対する批評となっているわけです。 

 

時間としての茶、総合性としての茶に対して、僕はずっと興味を持ってきました。その

ような要素の導入によって、建築という限定されたソリッドな物体を解体したいと様々

に試みてきました。しかし、通常の建築物は「時間」としてではなく、「空間」としてデ

ザインすることを期待されており、また、多様な人々、多様な物、の参加まで期待され

るようなプロジェクトはほとんどありません。今回の T-room はそのような日常的、社会

的限定を取り払った開かれた場にしたいと考えています。 

                                                                                       

                                                                       隈 研吾 

 

 

T room イメージパース 

隈研吾建築都市設計事務所 
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T-room プロジェクト参加作家 
隈 研吾 

1954 年神奈川県生まれ、東京都在住。建築家。 

「自然」をテーマに従来のモダニズム建築の枠組みを超えるような建

築作品を次々と設計し注目を集めている。地元の素材を用いて地元の

職人と共に作った「長崎県美術館」や栃木県の「馬頭町広重美術館」 

で知られる。 

 

深澤 直人 

1956 年山梨県生まれ、東京都在住。プロダクトデザイナー。 

人間の意識や行動心理を観察することで、感覚に働きかけるデザイン

を実践。今回は伝統的な茶室の待合いを氏の視点からデザインし、人

間と環境の双方向的な関係性を生み出すプロダクトの創造に挑む。 

 

 

原 研哉 

1958 年岡山県生まれ、東京都在住。グラフィックデザイナー。 

触覚をはじめ、人間の諸感覚の可能性を意識したデザインを展開。

「T-room」では、つくばいや茶室への導入を、水によるインスタレーショ

ンで表し、これまでにない水のリアリティを伝えることに挑戦している。 

 

 

 

 

岩井 俊雄 

1962 年愛知県生まれ、東京都在住。メディアアーティスト。 

国内外の展覧会を中心に、メディアアートの新たな展開に取り組む。今回は

動く光など、時間的変化をともなった要素を「T-room」の環境に加えること

で新たな茶室のランドスケープを提案する。 

 
  

 

スタジオ・プロダクト出品作家 

 ※金沢・石川在住の作家を中心に 35 人が出品予定 

 相川繁隆/石田巳代治/魚住為楽/大場松魚/大樋長左衛門/大樋年雄/扇田克也/角

偉三郎/川本敦久/北出不二雄/木場紀子/艸田正樹/坂下直大/辻和美/戸出克彦/徳

田八十吉/中川衛/中野孝一/中町博志/中村卓夫/中村基克/畠山耕治/原田実/福嶋

則夫/干田浩/毎田健治/前史雄/宮崎寒雉/村田百川/村田佳彦/室田芳子/彌永秀一

/吉田美統/米田豊也/米山央 

カメラマン：筒井義昭（Yoshiaki Tsutsui）  
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参加予定作家一覧  
  招待作家 

  秋山陽 
   マギー・カルデルス（Maggie Cardelùs） 

   ジャナン・ダグテレン（Canan Dagdelen） 

   アンジェロ・フィロメーノ（Angelo Filomeno） 

   金沢健一 

   北川宏人 

   村山留里子 

   中村哲也 

   嵯峨篤 

   アン・ウィルソン（Anne Wilson） 

    ソフィ・ジェズマー（Sofi Zezmer） 

 

   T-room プロジェクト 

   隈研吾 

   深澤直人 

   原研哉 

   岩井俊雄 

スタジオ・プロダクト出品作家 

   相川繁隆 

   石田巳代治 

   魚住為楽 

   大場松魚 

   大樋長左衛門 

   大樋年雄 

   扇田克也 

   角偉三郎 

   川本敦久 

   北出不二雄 

   木場紀子 

   艸田正樹 

   坂下直大 

   辻和美 

   戸出克彦 

   徳田八十吉 

   中川衛 

   中野孝一 

   中町博志 

   中村卓夫 

   中村基克 

   畠山耕治 

   原田実 

   福嶋則夫 

   干田浩 

   毎田健治 

   前史雄 

   宮崎寒雉 

   村田百川 

   村田佳彦 

   室田芳子 

   彌永秀一 

   吉田美統 

   米田豊也 

   米山央 
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関連企画 
■プレイベント  
◎アーティスト・トーク PART 1 

日時：11月 3日（祝） 14 時半～17時 

◎アーティスト・トーク PART 2 

日時：11月 4日（金） 14 時～16 時 

会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール、展示室 

料金：無料  

定員：先着 80名 

◎金沢健一「音のかけら」パフォーマンス 

日時：11月 3日（祝） 第 1回公演 13時半~14時、 第 2回公演 17時半~18時 

会場：金沢 21世紀美術館 長期インスタレーションルーム 

料金：無料 

 

■関連イベント 
◎T-talk by 隈研吾 

日時：11月 13 日（日） 17 時～18 時半 

会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール 

料金：無料（ただし、本展の入場券が必要です）  

定員：先着 80名（当日 10時からレクチャーホール前にて整理券配布） 

◎記念講演会「もうひとつの楽園展によせて」 

講師：高階秀爾氏（大原美術館館長） 

日時：2月 12 日（日）14時～15時半 

会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール 

料金：無料（ただし、本展の入場券が必要です） ※先着 80名 

定員：先着 80名（当日 10時からレクチャーホール前にて整理券配布） 

◎金沢健一 「音のかけら」トーク＆パフォーマンス 

日時：2月 18 日（土）14時～15時、19日（日）14時～15時 

会場：金沢 21世紀美術館 長期インスタレーションルーム 

定員：50名 

料金：無料 

申込方法（多数の場合は抽選）：締切 2月 8 日  

①住所②氏名③電話番号を明記の上、往復ハガキで下記までご応募ください。 

宛先：〒920-8509 石川県金沢市広坂 1-2-1 「金沢健一＜音のかけら＞」係 

◎学芸員によるギャラリー・トーク 

日時：11 月 19 日（土）、11 月 26 日（土）、12 月 3 日（土）、12 月 17 日（土）、1 月 14 日

（土）、2月 4日（土）、2月 25 日（土）、3月 4日（土） 各回 14時~ 

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、本展の入場券が必要です） 
 
 
 
 
※この資料の記載内容は 9 月 30 日現在のものです。変更する場合があります。ご了承ください。  




