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A Museum-wide Collection Exhibition

The Myriad Forms
of Visual Art:
196 Works with
19 Themes
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高松次郎［1936-1998］
点
（No.16）
1961-62 紐、
ラッカー、木板
27.3×22×1.2 cm
アグネス・マーチン［1912-2004］
版画集『ある晴れた日に』
1973 シルクスクリーン、紙
30点組 各38.1×38.1 cm
イミ
・クネーベル［1940-］
グレース・ケリー
（IV-5）
1990 アクリル、木
254×172.2 cm

フランク・ステラ［1936-］
グレー・スクランブルXII ダブル
1968 アクリル、
カンバス
175.3×350.3 cm
ジョセフ・コスース［1945-］
カラー
1968 写真
（反転）
100×100 cm
村上友晴［1938-］
無題
1993-94 油彩、
カンバス
91×72.5 cm

B2F
‒
19.
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人
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14.

偶然

マーク・クイン［1964-］
美女と野獣
2005 ポリマー・ワックス、動物の血
83×62.7×80.5 cm
内藤礼［1961-］
無題
2009 アクリル、
カンバス
72.7×91 cm
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秋吉風人［1977-］
Lost (Room) IV
2009 アクリル、
カンバス
45.5×53 cm
リチャード・タトル［1941-］
場1
2013 染料、綿、
ワイヤーメッシュ
40×23×8 cm

流用

リチャード・タトル［1941-］
場3
2013 染料、綿、
ワイヤーメッシュ
55×38×12 cm

ミュージアム

リチャード・タトル［1941-］
場11
2013 染料、綿、
ワイヤーメッシュ
64×31×9.5 cm

16.

人

17.

3. 素材と形態
‒
リンダ・ベングリス［1941-］
ビッザリーニ
1989 ステンレス・スチール、銅
114.3×180.3×40.6 cm
中原浩大［1961-］
レゴ
1990-91 レゴブロック
135×150×100 cm
篠原有司男［1932-］
三人乗りオートバイ
1993 ミクストメディア
103.3×105.5×56 cm
荒木悠［1985-］
オラファー
2014 ミクストメディア
（ヴィデオ：HD、
カラー、サウンド/彫刻: 木、ニス）
ヴィデオ：8分39秒/彫刻：34×7×9 cm
リチャード・オードリッチ［1975-］
無題
2015 油彩、
ワックス、パネル
48.3×33 cm

2. 色彩
‒

19のテーマによる196の作品

主催｜国立国際美術館
協賛｜ダイキン工業現代美術振興財団

ピエロ･マンゾーニ［1933-1963］
線 13.22m
1959 インク、紙、厚紙
24×1322 cm

五月女哲平［1980-］
He and She #1
2009 アクリル、
カンバス
φ75.0 cm

全館による所蔵作品展

2018年5月26日
［土］
−7月1日
［日］

バーネット・ニューマン［1905-1970］
夜の女王 I
1951 油彩、
カンバス
244×48 cm

リチャード・タトル［1941-］
場15
2013 染料、綿、
ワイヤーメッシュ
59.5×32×11.5 cm

4. 空間
‒
ヘンリー・ムア［1898-1986］
ナイフ・エッジ
1961/76 ブロンズ
358×140×120 cm
高松次郎［1936-1998］
国生み
1979 鉛筆、色鉛筆、
グワッシュ、紙
24点組 各38×52.5 cm
宮脇愛子［1929-2014］
うつろひ
1981 スチール
サイズ可変
高松次郎［1936-1998］
柱と空間 No.1068
1982 油彩、木
（角材、板）
30×55.2×30.6 cm
岡﨑乾二郎［1955-］
あかさかみつけ
1987-89 アクリル、
ピグメント、
ポリプロピレン、ポリエチレン
27.5×25×17.5 cm
竹岡雄二［1946-］
仕切り
1990 パリサンダーの合板、木
150×150×22 cm
岡崎和郎［1930-］
ＨＩ
ＳＡＳＨＩ
1993 ブロンズ
2.3×28.8×5.5 cm

5. 光
‒
ダン・フレイヴィン［1933-1996］
無題
（親愛なるマーゴ）
1986 黄色蛍光灯、
ピンク蛍光灯
244×41×20.5 cm

フェリックス・ゴンザレス＝トレス［1957-1996］
無題
（ラスト・ライト）
1993 電球、
ソケット、電気コード、
スイッチ
サイズ可変
竹岡雄二［1946-］
ショーケースB
1996/2000 MDF
（ポリウレタン塗装）
、
ガラス、人工大理石、ハロゲンランプ
70×120×55.5 cm
アントン・ヘニング［1964-］
ポートレイト No.44
2004 油彩、
カンバス
60×50 cm
マイク・ケリー［1954-2012］
シティ7-1（
「カンドール」
シリーズより）
2007-09 ミクストメディア
37.2×φ54.3 cm

6. 動き
‒
マルセル・デュシャン［1887-1968］
ロト・レリーフ
1935/65 紙ディスク6枚、
ターンテーブル
ディスク：各φ20 cm/
プレーヤー：37.5×37.5×10.5 cm
工藤哲巳［1935-1990］
二つの軸とコミュニケーション
1980 ミクストメディア
33×32×18 cm
ダーン・ファン・ゴールデン［1936-2017］
インゼル・ホンブロイヒ
1988/2012 カラー写真、額
（5点組）
5点組 各17.5×17.5×2.2 cm
畠山直哉［1958-］
ブラスト #4622
1997/98 Ｃプリント
100×150 cm
畠山直哉［1958-］
ブラスト #5707
1998 Ｃプリント
100×150 cm
トニー・アウスラー［1957-］
空気塞栓症
1998 プロジェクター、
ヴィデオテープ、
陶製の頭、
アクリル、木
135×28×28 cm

ペイル・ブルー・
リビング・ルーム
1983 Cプリント
124.8×93 cm
トーマス・ルフ［1958-］
ポートレート
（K.クネフェル）
1988 Cプリント
210.5×165.3 cm
イリヤ・カバコフ［1933-］
天使と出会う方法
1999 ミクストメディア
207.5×107×107 cm

8. 視点
‒
ヤン・ディベッツ［1941-］
三枚の写真
（遠近法の修正）
1968 写真、鉛筆、紙
20.5×25 cm
高松次郎［1936-1998］
波の柱
1968 木、
ラッカー
192.5×9×9 cm
関根伸夫［1942-］
位相 No.5
1968 ラッカー、合板、木
220×130×71 cm
ロイ・リキテンスタイン［1923-1997］
指差し
1973 シルクスクリーン、紙
23×30.5 cm
タイガー立 石（立 石 紘 一・立 石 大 河 亜）
［1941-1998］

Milano, Torino Superway
1974 シルクスクリーン、紙
46.5×64 cm
シュテファン・バルケンホール［1957-］
建築物、
フェルバッハ
2007 アユース材、彩色
299.5×101×4.5 cm

9. 台座と支持体
‒
斎藤義重［1904-2001］
ちんぴら
1950/73 ラッカー、合板
120×100 cm

ライアン・ガンダー［1976-］
あの最高傑作の女性版
2016 アニマトロニクス、
コンピュータ
35×35×19 cm

ルーチョ・フォンタナ［1899-1968］
空間概念、期待
1962 水性塗料、
カンバス
100×81 cm

7. スケール
‒

ジグマー・ポルケ［1941-2010］
恋人たち
1972 アクリル、
プリント布地
190.5×150.5 cm

ヴォルス［1913-1951］
版画集『ヴォルス』より 耳
1946/62 ドライポイント、紙
13.6×8.7 cm
ジム・ダイン［1935-］
帽子
1961 ミクストメディア、オブジェ、
カンバス
164×142×23 cm
三木富雄［1938-1978］
EAR
c.1967 強化プラスチック、銅メッキ
169×100×60 cm
ローリー・シモンズ［1949-］

ジャン＝ピエール・パンスマン［1944-］
柵
1974 アクリル、
カンバス
217.5×155 cm

ベルトラン・ラヴィエ［1949-］
IBERNA
1991 アクリル、冷蔵庫
127×51×64 cm
シュテファン・バルケンホール［1957-］
赤いシャツとグレーのズボンの男
1991 木、着色
246×57×30 cm
ゲルハルト・リヒター［1932-］
フィレンツェ
2000 油彩、写真
12×12 cm
竹岡雄二［1946-］
七つの台座
2011 金メッキを施した真鍮
サイズ可変
（7点組 各16×52×52 cm）

10. タイトル
‒
ヨーゼフ・ボイス［1921-1986］
直観
1968 鉛筆の書き込みのある木の箱
30×20.5×6 cm
アグネス・マーチン［1912-2004］
無題 #10
1988 アクリル、鉛筆、
カンバス
183×183 cm
岡﨑乾二郎［1955-］
死者はきっと到着できますか
（天の光は出口
の合図）
？肉体もなく翼も必要ない魂だって、
こんなに上まで飛びつづけられないわ。かつ
て川の畔に一本の高い高い木があり
（それ
を猿のように攀じ、鳥のように枝うつりし）
未来
の故郷へ行けると教わりました
（勉学の手
引！）。木は朽ち、膝を草叢につくと
「これはス
ミレ」
。わたしはその名を知っています。
2008 アクリル、
カンバス
228×140.9×6.3 cm
岡﨑乾二郎［1955-］
光にとって空気は透明ではない
（侵入の妨
げ）。だから天空には星！つまり窓が開き、
夕方には眩しい光（言葉でなく）が地上へと
どく。
2008 アクリル、
カンバス
141.1×87.4×6.5 cm
岡﨑乾二郎［1955-］
空の国も
（地上と似て）樹木と花々に満ち、動
物も鳥も
（もちろんアヒルも兎も）
いて、みんな
地上より美しい！それらは確かに存在する！空
の青さを見なさい。遠くに存在する、
ものはな
んでも青、
と見えるのだから。
2008 アクリル、
カンバス
142×141×6.3 cm
オリバー・ビア［1985-］
これはチャーチワーデン・パイプである
（右
側）
2014 パイプ、樹脂
20.5×35.5×2 cm

11. 人
‒

アンソニー・カロ［1924-2013］
テーブル・ピース・ＣＣＣ
1975-76 スチール
97.8×132.1×33 cm

パブロ・ピカソ［1881-1973］
道化役者と子供
1905 グワッシュ、パステル、厚紙
70.5×52 cm

ミケランジェロ・ピストレット［1933-］
無題
1980s シルクスクリーン、
ステンレス
50×40 cm

ジャン・フォートリエ［1898-1964］
人質の頭部
1944 油彩、
カンバスにマウントされた紙
64×54 cm

ヴォルス［1913-1951］
版画集『ヴォルス』より 顔
1945/62 ドライポイント、紙
11.6×9.5 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第11ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm

ラジコン4
1990-91 発泡スチロール、牛革、
ビー玉、
ラジコンキット、首輪
92×123×40 cm

アルベルト・ジャコメッティ［1901-1966］
男
1956 油彩、
カンバス
101.6×81.3 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第12ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、
ドライポイント、紙
29.3×18.6 cm

落合多武［1967-］
猫彫刻
2007 ポリウレタンプラスチック、キーボード
12.5×84.5×28 cm

リュック・タイマンス［1958-］
イグナティウス・デ・ロヨラ
2006 油彩、
カンバス
113×81.5 cm

13. 自然
‒

パブロ・ピカソ［1881-1973］
肘かけ椅子に坐る裸婦
1964 油彩、
カンバス
146×97 cm
ゲオルク・バゼリッツ［1938-］
ケーニッヒ夫妻の肖像
1970-71 油彩、
カンバス
250×199 cm
リチャード・ハミルトン［1922-2011］
割れた鏡に映る自画像
1985 エッチング、
アクアチント、紙
29.7×22.8 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
2002 エッチング、
アクアチント、
ドライポイント、紙
29.3×18.6 cm

マリノ・マリーニ［1901-1980］
踊子
1949 ブロンズ、彩色
174×48×42 cm
工藤哲巳［1935-1990］
遺伝染色体の雨の中で啓示を待つ
1979 鳥籠、義眼、糸、木、
プラスチック
27×33.5×18 cm
ジャン＝ピエール・レイノー［1939-］
自刻像
1980 タイル、セメント
129×46×46 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第1ステート］
2002 エッチング、
ドローイング、紙
29.3×18.6 cm

舟越桂［1951-］
傾いた雲
1988 楠、彩色、大理石
81×53×28 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）[第2ステート]
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm

シュテファン・バルケンホール［1957-］
裸体像
（女）
1999 アユース材、彩色
162×29.5×29.5 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第3ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm

エルヴィン・ヴルム［1954-］
無題
2008 衣服、木、
アクリル樹脂
132×27.5×27.5 cm

ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第4ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第5ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第6ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第7ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第8ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第9ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm
ジョン・カリン［1962-］
無題
（かわいらしい人）
［第10ステート］
2002 エッチング、
アクアチント、紙
29.3×18.6 cm

12. 動物
‒
柳原義達［1910-2004］
道標・鳩
1973 ブロンズ
56.5×56×24 cm
柳原義達［1910-2004］
道標・鳩
1973 ブロンズ
36.5×44×22 cm
柳原義達［1910-2004］
道標・鳩
1974 ブロンズ
38.6×52×25 cm
八木一夫［1918-1979］
兎
1974 陶土、黒陶
10.6×13.2×15 cm
森山大道［1938-］
続にっぽん劇場写真帖
1978 ゼラチンシルバープリント
40.4×33.1 cm
吉野辰海［1940-］
水犬
1988 FRP、
ワックス
199.8×81×67 cm
中原浩大［1961-］

中原浩大［1961-］
海の絵
1987 油彩、
カンバス
300×521 cm
キキ・スミス［1954-］
露の虹
1999 ガラス 206点組
各13.3×5.7×5.7 cm~22.9×7.6×7.6
cm
ジャン＝マルク・ビュスタモント［1952-］
L.P., IV
2000 Cプリント
227×180 cm
畠山直哉［1958-］
アトモス #07303
2003 Cプリント
69.8×89.8 cm
柴田敏雄［1949-］
高知県土佐郡大川村
2007 Cプリント
100×125 cm

14. 物
‒
マン・レイ［1890-1976］
イジドール・デュカスの謎
1920/71 ミクストメディア
46×58.7×23 cm
ジョルジョ・モランディ［1890-1964］
静物
1952 油彩、
カンバス
33.2×45 cm
高松次郎［1936-1998］
紙の単体
1971 紙、布
136×91 cm
高松次郎［1936-1998］
写真の写真
1973-74 ゼラチンシルバープリント
116×95.8 cm
アルマン［1928-2005］
百のイカ
1980 ステンレス
16×24×29 cm
レイチェル・ホワイトリード［1963-］
無題
（樹脂のトルソ）
1996 ポリウレタン樹脂
8.5×25×18 cm
小林孝亘［1960-］
Pillows
1997 油彩、
カンバス
70×70 cm
髙柳恵里［1962-］
ハンカチ
1999 ハンカチ

11×14×14 cm
小石清［1908-1957］
泥酔夢
1936 ゼラチンシルバープリント
20×28.3 cm
工藤哲巳［1935-1990］
増殖性連鎖反応
1956-57 木の根、釘、絵具、新聞
80×100×70 cm
中西夏之［1935-］
コンパクト・オブジェ
1962 ポリエステル樹脂、
ミクストメディア
24×15×16 cm
トニー・クラッグ［1949-］
日本の盾
1987 ブロンズ
150×150×20 cm
宮本隆司［1947-］
九龍城砦
1987/98 ゼラチンシルバープリント
51×61 cm
ライアン・ガンダー［1976-］
連想写真 –いくつかの手段
2004 Cプリント、キャプション
124×124 cm
竹﨑和征［1976-］
無題
2008 油彩、
カーペット、木、ルアー
30×84.5 cm
落合多武［1967-］
ブロークン・カメラ
2009 DVD
ヴィデオ: 54分

15. 文字
‒
パブロ・ピカソ［1881-1973］
ポスターのある風景
1912 油彩、エナメル、
カンバス
46×61 cm
ロイ・リキテンスタイン［1923-1997］
スイート・
ドリームス、ベイビー！
1965 シルクスクリーン、紙
90.3×65 cm
ハミッシュ・フルトン［1946-］
サンライズ・シャドー
1979 写真、
テキスト
37×75.5 cm
河原温［1933-2014］
MAY 12, 1980, Todayシリーズ
（1966-2013）
より
1980 アクリル、
カンバス、新聞、箱
45.5×61 cm
エドワード・ルッシェ［1937-］
ゼロ
1985 油彩、
カンバス
150×370 cm
山城隆一［1920-1997］
森・林
1990 オフセット、紙
130.3×72.8 cm

16. 流用
‒
マルセル・デュシャン［1887-1968］

トランクのなかの箱
1936-41 ミニアチュールのレプリカ、
写真、
カラー複製、厚紙ケース
38.5×35×7 cm
アンディ
・ウォーホル［1928-1987］
マリリン
1967 シルクスクリーン、紙
91.4×91.4 cm
横尾忠則［1936-］
葬列 II
1969/85 シルクスクリーン、
アクリル板
74.5×113.5×9 cm
ロイ・リキテンスタイン［1923-1997］
日本の橋のある睡蓮
1992 エナメル、
ステンレス、額、彩色
211.5×147.3 cm
シェリー・レヴィーン［1947-］
ブラック・ニューボーン
1994 ガラス
14×20.3×13.7 cm
小川信治［1959-］
ラス・メニーナス
2002 油彩、
カンバス
60.1×53.1 cm
ダーン・ファン・ゴールデン［1936-］
囚われた彼
2009-10 油彩、
カンバス
200×125.5 cm

53.5×73.5 cm
高松次郎 ［1936-1998］
ネットの弛み
1969 木綿紐
140×262 cm
李禹煥 ［1936-］
点より
1975 膠、顔料、
カンバス
162×292 cm
ドナルド・ジャド［1928-1994］
無題
1977 ステンレス・スチール
4点組 各25×50×25 cm
アンディ
・ウォーホル［1928-1987］
I
グレムリン （ピンク）
1986 アクリル、シルクスクリーンインク、
カンバス
101.6×101.6 cm
アンディ
・ウォーホル［1928-1987］
グレムリン II
（オレンジ）
1986 アクリル、シルクスクリーンインク、
カンバス
101.6×101.6 cm
アンディ
・ウォーホル［1928-1987］
グレムリン III
（ブルー）
1986 アクリル、シルクスクリーンインク、
カンバス
101.6×101.6 cm

マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 彼はここからはるか
遠くへ落ちるだろう
1926 コロタイプ、紙
43.1×25.7 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 間違った場所
1926 コロタイプ、紙
42.9×25.9 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 魅惑的な糸杉
1926 コロタイプ、紙
42.8×26.1 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 彼女は秘密を守る
1926 コロタイプ、紙
43×26.4 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 内緒話
1926 コロタイプ、紙
43×26cm
モーリス・ルイス［1912-1962］
Nun
1959 アクリル
（マグナ）
、
カンバス
249×351 cm
元永定正［1891-1976］
作品
1964 油性水性樹脂系絵具､カンバス
182×365 cm

ベルント＆ヒラ・ベッヒャー
17.ミュージアム
‒
マルセル・ブロータース［1924-1976］
ミュージアム−ミュージアム
1972 シルクスクリーン、紙
2点組 各84×59.3 cm
ウテ・リンドナー［1968-］
露出時間
1996 フェルト、露光
300×300 cm
カンディーダ・ヘーファー［1944-］
カールスバーグ彫刻美術館、
コペンハーゲ
ン II
2000 Ｃプリント
85×85 cm
カンディーダ・ヘーファー［1944-］
ロダン美術館、パリII
2000 Ｃプリント
85×85 cm
カンディーダ・ヘーファー［1944-］
ハーシュホーン美術館、
ワシントン I
2000 Ｃプリント
85×85 cm
メル・ジーグラー［1956-］
無題
（建設現場）
2001 Cプリント
8点組 各66×83 cm

18. 反復
‒
高橋尚愛［1940-］
無題
1966 合成塗料、
カンバス
100.5×90 cm
マルセル・ブロータース［1924-1976］
署名、シリーズ I
1969 シルクスクリーン、
トレーシングペーパー

［1934-2015］
［1931-2007］

冷却塔
1986 ゼラチンシルバープリント
8点組 各50×40 cm
村岡三郎［1928-2013］
酸素−左手を頸動脈に
1991-92 鉄板、酸素ボンベ
25×255×0.9/φ23×150 cm
ニエーレ・
トローニ［1937-］
30cmの等間隔で繰り返される50番の絵筆
の跡
1992 ペンキ、木
200×80 cm

19. 偶然
‒
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 海と雨
1926 コロタイプ、紙
43×26.5 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 一瞥
1926 コロタイプ、紙
43×26.3 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 地球の周りの小さな
テーブル
1926 コロタイプ、紙
43×26.1 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 霧氷花の肩掛け
1926 コロタイプ、紙
43×26.3 cm
マックス・エルンスト［1891-1976］
版画集『博物誌』より 地震
1926 コロタイプ、紙
43×26.1 cm

柳幸典 ［1959-］
ワンダリング・ポジション−モノモリウム・
ミニ
マム１
1995 蟻、
クレヨン、蜜ロウ、顔料、鉛筆、
サベージ紙、鉄アングル
427×457 cm
ベルナール・フリズ［1954-］
56.1
1996 アクリル、樹脂、
カンバス
160×140 cm
オノデラユキ［1962-］
真珠のつくり方 No.10
2000/02 ゼラチンシルバープリント
210×150 cm
ヴォルフガング・ティルマンス［1968-］
フライシュヴィマー
（自由な泳ぎ手）79
2004 Cプリント
180×240 cm

