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We have the pleasure of presenting an Exhibition by Artists from 
Britain - UK06: Adam Thompson and Kaz.

With the help of many people, including contemporary artists 
based in London, we have been able to discover interesting new 
work from the UK, which is fundamentally different in sensibility 
to that from Japan. Although the UK values its history and 
traditions, the contemporary art scene is currently also extremely 
vibrant.

We do hope you visit this exhibition and experience the latest 
new art from the UK through Adam Thompson and Kaz's work.

Gallery Suzuki
Kaede Gallery

Gallery AO

The exhibition is a project that is very close to my heart and is 
something I have been planning for the last 21 years since 
starting a gallery. It has been realised with the help of two other 
galleries and will tour to Kyoto, Osaka and Kobe. I hope you can 
come.

Yoshiko Suzuki (Exhibition Curator)

Kaz:  2006年1月24日（火)〜29日（日)  

Adam Thompson:  2006年1月31日（火)〜2月5日（日)  

１月24日（火）17：30よりオープニング・パーティーを行います。

お立ち寄り下さい。

Adam Thompson:  2006年2月7日（火)〜12日（日）  

Kaz:  2006年2月14日（火)〜19日（日）  

Kaz:  2006年2月24日（金)〜3月1日（水）  

Adam Thompson:  2006年3月3日（金)〜8日（水）  
 

2月24日（金）17：30よりオープニング・パーティーを行います。
お立ち寄り下さい。

  

アダム・トンプソン／Adam Thompson
無題／ Untitled 　
2004
マット紙プリント／Matt inkjet print
５５x４４cm
ディテイル／Detail

Kaz 
光があった・・・／and there was light...

2005
蓄光塗料、木材、ハロゲン・ライト、赤外線センサー

Phosphorescent paint, wood, floodlights, PIR movement sensor
インスタレーション／Installation view

アダム・トンプソン／Adam Thompson
無題（ボール）／Untitled (Ball)

2005
腐食したボール、ミニチュアの旗／Eroded softball, miniature flag

直径６cm／6cm diameter

この度「イギリスの作家展-UK０６：ADAM THOMPSON AND 
KAZ」を日本にて開催致します。

ここに至りますまでには、ロンドン在住の現代美術作家はもとよ
り多数の方のご助力で、その作品の魅力を強く知る事が出来、そ
れは日本人の感性とは全く異なったものでした。イギリスにおい
て、歴史を重んじる国柄でありながら、一方アートシーンでは、
現代作家のエネルギッシュな活動が展開されています。

日本の多くの方にもイギリスのKAZとADAMの作品を通して、イ
ギリスの「現在」を感じて頂けたらと思います。

Gallery Suzuki
Kaede Gallery

Gallery AO

今回の展覧会に際しては長年の私個人の想い、そしてギャラリー
を始めまして２０数年温めていた企画でも有ります。他の２画廊
の賛同を得て実現し、京都、大阪、神戸、３都市の巡回展となり
ます、ご高覧頂ければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            
プロデュース　　鈴木淑子

Kaz
無題（柱）／Untitled (Pillars)
2005
チバクローム／C-print
10 x 15cm

イギリスの作家展ーUK06  
ADAM THOMPSON AND KAZ
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12:00a.m.~7:00p.m.　月曜日休廊　最終日5:00p.m.まで

ギャラリーAO
12:00a.m. ~ 6:00p.m.　木曜日休廊
最終日5:00p.m.まで

〒650-0003
神戸市中央区山本通５丁目１−８
（相楽園北門前）
tel.fax 078-341-5399

2月7日（火）17：30よりオープニング・   
パーティーを行います。お立ち寄り下さい。  
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01. 24 - 29
Gallery Suzuki  
Kyoto

02. 14 - 19
Kaede Gallery  
Osaka

02. 24 - 03. 01 
AO
Kobe

In the introduction to his book The Shadow Club, Roberto Casati notes 
how witnessing a lunar eclipse revealed to him what he already knew: 
that the moon is a large, shadowy rock in orbit around the earth, not the 
delicate, mysterious source of light we usually perceive it to be. Following 
on from this observation, Casati argues that, contrary to common belief, 
the shadows may be where we need to look for answers if we want to 
throw light on some of our most fundamental questions about the true 
nature of things.

Kaz shares Casati's fascination with darkness and light, but where Casati 
seems eager to bring the knowledge gained in the land of shadows out of 
the dark, Kaz's work remains far more enigmatic. This key theme is 
perhaps most notable in his installation and there was light..., a site-
specific work shown at the Fordham gallery in London in 2005. Upon 
entering this work the viewer was immersed in darkness, only able to 
make out the room's shape via the phosphorescent paint tracing its 
outline but at the same time losing all sense of its size and depth. When 
moving further into the space, an unexpected flash of light, triggered by a 
sensor, momentarily restored one's sense of footing and visual mastery. 

On one hand, and there was light... echoes Mel Bochner's Measurement 
Room (1969), in which he traced the geometric characteristics of the 
gallery space, mapping its architectural lines and measures back onto the 
space itself using Letraset and tape. On the other hand, the visual and 
physical experience of stepping into this dark space is perhaps best 
likened to some of the first cinematic representations of being trapped 
inside a computer game, as seen for example in Steven Lisberger's film 
Tron (1982). But regardless of the associations Kaz's work might stir in 
the viewer, the suggestion is not that darkness simply conceals, whereas 
light reveals, nor that 'truth' hides in the shadows, as Casati would have 
it, but that our spatial perception is made up of both darkness and light, 
and continues to oscillate between lived experience and practices of 
representation.

In a range of works, all labelled Untitled, Kaz investigates how light and 
darkness frame one another within the photographic image. Light, we 
know, needs objects or particles to shine upon in order for it to appear to 
the naked eye, just like one may see a 'thick' cone of light materialise 
underneath a lamppost on a foggy night when the air is packed with 
moisture. Kaz's photographs - some set in nocturnal spaces, others in 
human-made spaces lit solely by artificial lighting - push this 
phenomenon to the point at which the materiality of light appears to 
become detached from both its source and the objects which reflect it. 
Light seems here to take on a life of its own, transforming these images 
into allegories of the photographic process itself. 

This focus on the tactility of the most intangible of things, shadows and 
light, which causes Kaz's work to evade straightforward interpretation, is 
where we find the strength of his artistic practice.

Text by Rikke Hansen, Art theory lecturer at Goldsmiths College, London

One of the most striking features of Adam Thompson's work is his tireless 
dedication to undoing that favourite of artistic motifs: the landscape. 
Traditionally, photographs and paintings of landscapes refer back to the 
physical locations they represent, but here we are presented with 
'placeless' sceneries, stripped of all recognisable traces and given elusive 
titles, such as 3017, or simply Untitled. 

These investigations take on a variety of forms, one of which is the creation 
of 3-D miniature models. The scaled-down constructions evoke mental 
images of burnt-out landscapes and the aftermath of war or environmental 
disaster, whilst being strangely pleasing to the eye; the blackness in these 
works is deep, but also without depth. There are no specific details to focus 
on, apart from perhaps the tiny flags placed within the landscapes; this lack 
of any central features paradoxically tempts our gaze to linger all the longer 
and we are caught out enjoying these apocalyptic scenes, despite their 
alarming connotations. In Thompson's photographic works he appropriates 
and alters landscape imagery from postcards, magazines and other printed 
media. Again, these remarkable prints are characterised by an intense 
darkness, produced by subtracting identifiable features from the originals. 
Only the middle part of the image stands out, the rest is completely black, 
and we are trapped, looking out from within a dark, dark forest, more 
reminiscent of fairytales, than of the nightmares evoked in the landscape 
models.

Another strand of Thompson's work also challenges the conventions of 
photographic representation, but here the manipulation goes beyond the 
picture plane to involve direct interventions within the exhibition space. 
Having mounted a 'typical' landscape photograph onto the wall, he chisels 
away half the image (the part depicting the ground), cutting into the gallery 
wall and leaving only the representation of the sky and the outline of the 
photograph intact. This iconoclastic gesture positions itself within a 
tradition, concerned less with the construction of new imagery than with the 
de(con)struction of the ideologies surrounding its production. Key, here, is 
Lucio Fontana's monochrome canvas sliced down the middle, titled 
Concetto spaziale (1960). Also relevant is Karin Sander's Peephole (1993), 
in which the artist drilled a hole in the gallery wall, symbolically 'puncturing' 
the myth of the exhibition space as hermetically distinct from its historical, 
social and economic surroundings, whilst simultaneously implying a playful 
comparison between art exhibitions and pornographic peepshows. 

Such physical attacks upon the picture plane - or the wall lying beyond it - 
make the concrete, material aspect of art come forth. And yet, Thompson's 
focus appears to be situated elsewhere, pushing these strategies beyond 
the issue of institutional critique in order to explore the more philosophical 
question of how things 'appear'. This, at first, makes his concerns seem 
akin to those of Sander - taking apart the politics of 'looking' - but contrary 
to Sander's work, Thompson's intervention relies, not on revelation, but on 
ambiguity. Disenchantment tends to bring with it a new enchantment, and 
in removing the wall's surface a new image is created. Craters in the wall 
become valleys in the landscape, and colours suggest different 
topographies depending on the wall's construction: a yellowy wooden wall 
may invoke a cornfield, a grey concrete wall a landscape of rocks or 
mountains. This is a work bound to the site of intervention, but easily re-
created in different locations, and this constitutes its magic.

Text by Rikke Hansen, Art theory lecturer at Goldsmiths College, London

アダム・トンプソンの作品において言えるのは、美術となじみ深いテー
マの一つである風景を徹底して解体することに専念していることである
。通常、風景画及び風景写真は、それらの描写する実際の場所との関連
が保たれているが、トンプソンの作品は場所の認識をするのに必要な痕
跡が取り払われており、さらに「３０１７」や「無題」といったつかみ
所のない題名で、場所不定の景色を醸し出している。

色々な手段をとるトンプソンの調査だが立体ミニチュア・モデルもその
うちの一つである。スケールダウンされた構造は焼け焦げた風景や、戦
争や天災の後の光景を彷彿させると同時に妙なことに観る者の好奇心を
掻きたてる。これらの作品で使用されている黒は、濃いが深みはない。
小さな旗以外これといって特徴も無いが、この焦点のないことがかえっ
て我々の凝視を長引かせ、不穏を暗示するこの黙示的なシーンに見入っ
てしまう原因の一つになっている。トンプソンの写真作品は絵はがきや
雑誌、その他の印刷メディアからの風景イメージを引用し手を加えたも
のであり、元の写真から我々の見慣れているイメージを『読む』鍵を取
り去ったこれらの非凡なプリントは、極度の暗さが特徴のひとつになっ
ている。写真の中央のみが際立っているが、その他は暗く、観る側は風
景モデルの悪夢的なイメージとは反しておとぎ話に出てきそうな暗い森
の中から外を見ているかのようだ。

伝統的な写真による描写を問うトンプソンの他の作品シリーズの一つに
、単に写真に手を加えるだけではなく展示スペースに直接介入するもの
がある。これらの作品では『典型的』な風景写真を壁に貼った後、彼は
イメージの半分（地面の部分）を彫り出し、ギャラリーの壁自体に刻み
込みを入れ、空の部分と写真の輪郭だけを残す。この型破りな行為は、
新たなイメージを制作するより、イメージ作りという作業においてのイ
デオロギーの破壊／解体に焦点を当てた制作論の流れの一つであると受
けとめることができる。この流れの中でも特に重要な作品の一つに、ル
チオ・フォンタナのモノクローム・キャンバスの中央に裂け目を入れた
「Concetto　Spaziale」(空間概念、1960年作）がある。またカリン
・サンダーの「Peephole」（のぞき穴、1993年作）もこの部類に属す
。「Peephole」ではサンダーによってギャラリーの壁に穴があけられ
、展示場がその歴史的、社会的そして経済的な環境とは異なった密閉さ
れたバブル的空間であるという神話を破裂させる象徴であり、展覧会と
風俗でよくあるピープショーという二つの異なったものの遊び心ある対
比ともなっている。

このような絵という平面、もしくはその後ろにある壁に対しての攻撃は
アートの物質的な要素としての認識を前面に持ち出す行為であるが、ト
ンプソンの作品のフォーカスは他にあるようだ。彼は、我々が物事をど
のように理解するかという哲学的な問題を探究する為に、これらの手段
を制度の批評という論点を超越した次元で追求している。これは一見サ
ンダーが関心をおく政治的な意味での『観る』という行為の解体と似て
いるようにみえるがトンプソンの介入は発見ではなく、曖昧さに頼る。
迷夢からの覚醒にはそれに対して新しい魅惑というものが伴う傾向があ
り、壁の表面を取り除くことによって新たなイメージが創造される。壁
上のクレーターは山水の谷と化し、黄色の木材でできている壁は麦畑を
、そして灰色のコンクリートは岩や山の風景をと、壁の種類によってそ
れぞれ違う地形を連想させる。この作品は介入を施す現場に制限される
が、異なった場所で簡単に再現できることがこのシリーズの素晴らしい
点である。

リッケ・ハンセン　
ロンドン大学、ゴールドスミス・カレッジ、アートセオリー講師
翻訳：高畠和宏

「The　Shadow　Club」（陰影クラブ）の前書きにてイタリアのロベルト
・カサティは、月食を見た際、月とは我々が普段理解しているようなデリケ
ートでミステリアスな光の源ではなく地球を衛星する影の多い巨大な岩であ
った、とすでに認知している事実を再確認したことを述べている。この観測
からカサティは、物事の本質を知るには、一般的な考えに反して、影という
ものから答えを見いだすことが必要なのではないかと問いかけている。

KAZもカサティと同じく光と闇に対して興味を持っているが、カサティが影
という物体から得た知識を暗闇の中から持ち出すことに興味があったのに対
して、Kazの作品はもっと不可解である。このテーマは２００５年にロンド
ンのフォーダム・ギャラリーで展示されたサイトスペシフィックなインスタ
レーション作品「and　there　was　light...」（光があった・・・）に最
も明確であろう。展示空間が蓄光塗料で枠取られている以外は真っ暗なスペ
ースに入ると、部屋の形こそ判るが遠近感は失われる。しかし、さらにこの
スペースの中に入って行くと、部屋が光センサーによって瞬時照らされ、一
時的に立場と視覚的なコントロールを回復することができる。

「and　there　was　light...」は、展示空間に建築設計製図で寸法を示す
ようにレトラセットとテープで実際に部屋の寸法を壁などに明記したメル・
ボックナーの「Measurement:　Room」（メジャメント：部屋、1969年
作)を彷彿させる一方、スティーブン・リズバーガー監督の「トロン」など
に見られるコンピューター・ゲームの中に閉じ込められたかのような空間を
描写した映画のワンシーンのようでもある。Kazの作品が観る者に何を連想
させるかという点はさておき、彼の作品は単に暗闇は物を隠し、明かりは物
を露にするといったことや、カサティの言うように『真実』は影の中に隠さ
れているということよりも我々の空間に対する認識は暗闇と明かりの両者か
ら成り立っているものであり、この関係は常時、実体験と『リプレゼンテー
ションの練習』という二つの間を振り子のように行き来するものであるとい
うことを暗示している。

みな「Untitled」（無題）と題された、幾つかの作品では、写真のイメージ
上、いかに明かりと闇がお互いの枠決めの役を果たしているかをKazは探究
している。湿度の高い霧の夜、電灯の下に『濃い』明かりの円錐形が出現す
るように、光は物体や微分子を照らしてこそ肉眼で見えるものである。夜の
空間で撮られたもの、人工の空間で照明を利用して撮られたものといった
Kazの写真は、光の物質性がその源やそれを反射する物体という両者から切
り離されるまでにこの現象を追求している。これらのイメージでは光がまる
で自身の生命を持つかのように感じられ、写真製法の比喩として存在してい
るようだ。

この光と影といった無形なものに対しての触知性にフォーカスしていること
がKazの作品を容易には解釈できなくさせている要因の一つであり、彼の作
品の長所でもある。

リッケ・ハンセン　
ロンドン大学、ゴールドスミス・カレッジ、アートセオリー講師
翻訳：高畠和宏

ADAM
THOMPSON

KAZ

Kaz
エントロピー／Entropy 　
2003
岩塩、ドローイング・ペーパー、スポットライト／
Salt crystals, drawing paper, spotlight 
インスタレーション／Installation view

アダム・トンプソン／Adam Thompson
グリービング・マター／Grieving Matter

２００５
ドイツ、マンハイム、バーナード・クナウス会場風景

Installation detail Galerie Bernhard Knaus, Mannheim, Germany

01. 31 - 02. 05
Gallery Suzuki  

Kyoto

02. 07 - 12
Kaede Gallery  

Osaka

03. 03 - 08
AO

Kobe

略歴   
1967 東京生まれ / Born in Tokyo
1989 ロンドン大学、ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン経済学科卒業
1998 ミドルセックス大学、アート・ファウンデーション・コース卒業
2001 ロンドン大学、ゴールドスミス・カレッジ美術科卒業

個展    
1997 'True Natural Beauty', Daiwa Foundation London
1998 'Forever Changing', Whitestone Pond, London 

主なグループ展  
2001 'Hit & Run UK', Old Seager Distillery, London
          'Politics & Justice', Spazio EDGE, Modena, Italy
2002 'Undertow', 1-5 Crucifix Lane, London
2003 'Contingent', City Radio Cars, London
          'Days of Art and Love', Odense, Denmark
2004 'La Vacanza', Alanda Arte Contemporanea, Carrara, Italy
2005 'Illumination', Fordham, London

略歴
1980 イプスウィッチ（英国）生まれ / Born in Ipswich (UK)
1998 イプスウィッチ美術学校、イプスウィッチ
2001 ロンドン大学、ゴールドスミス・カレッジ美術科卒業

個展
2004 'As my father, I have already died',  Firstsite Gallery, Colchester, UK
2005 'Grieving Matter' Galerie Bernhard Knaus, Mannheim, Germany

主なグループ展
2002 'Piece of Cake', Pole Image Haute-Normandie, Rouen, France
          'Undertow', 1-5 Crucifix Lane, London
2003 'Oliver MacDonald Vs. Adam Thompson', Prenelle Gallery, London
          'The Entangled Eye', Gallery Speak For, Tokyo
2004 'POC', Forum fur Fotografie, Cologne, Germany
2005 'Illumination', Fordham, London
           'Everything Must Go' Part one, Workplace Gallery, Gateshead, UK


