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金泰浩の(内在得の絵画世界
一鎌倉画廊の個展いよせて

今度1の鎌倉画廊での金泰浩(キ ム・ テーホ)個展は東京における彼の二

度目の個展である。最初の方が村松画廊においてあって、それも1984年

のことである。もう10年余りの音のこと故、当時での作品に関しての記

憶が薄れているのも当然かも知れない。

東京との因縁はさておき、金泰浩の作家的活動は同世代の画家として

も格別などころがあり、197年以来、国内外での個展だけを例にとって

も今回を包めて16度 目に至つている。その他の各種のグループ展などの

参加については枚挙にいとまがないといっても過言ではなさそうであ

る。

金泰浩が〈内在律〉(lnternal rhythm)と いうタイトルの聯作をイ引寺の

頃から始めたのかは今のどころ明らかではないが、少くても私の知る限

り同系列の作品が現れるのは90年前後以降のことではないかと思われ

る。それがその様相の内密なヴァリエーションと共に今日まで持続して

いるのである。

このシリーズにおいて金泰浩は90年 を前後して絵画の支持体として韓

紙とキャンヴァス作業を同時に併行させた時期もあった。それが%年以

降全的なキァンヴァス作業へと移行して行くのである。では、その移行

の理由は何んであろうか?一応は、作品の保存問題とも関係があるよう

にも思われるが、より本質的な問題は彼の志向する「絵画的構造」のそれ

と密接な関係にあるようである。そしてその構造とは一言でいえば「描

_く 」行為と、それをになう「物生」の統合にあるということが出来るであ

ろう。

金泰浩の絵画の特色は何よりも先ず画面のオールオヴァ的なモノクロ

ムにあるといえよう。しかし、彼の場合、そのオールオウァは特殊な物

のように思われる。即ち、多色の線条が画面全体をいながらそれらそれ

らが互い絡み合っているのである。そしてその絡み合った線条の様相が

旧作と最新作との間に幾分かの差異鮎を見せている。旧作においてはそ

の線条がなんらかのイメージを暗示しているのに反して近作ではそれが

一種の記号化しているのである。同時に、そのことに依って画面全体が

微妙な振動を摯むようになる。即ち〈内在得 がそれである。
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一方、モノクロムについていえば、金泰浩の単一色面は単に表面上の

ことであって、実はその表面の下層には幾重にも塗り重ねられた多色の

色層が云わば下敷きになっている。実のどころ、画面の上の無数の線条

=記号は単に「描かれた」ものではなく、鋭利な平たなナイフで色層を忍

耐強く哨1っ た」結果としてその色層から自から姿を現わした線条なので

ある。金泰浩の絵画そのものをいわば、塗り重ねと削り落しとの二重奏

であるといえよう。そしてここで新ためて、かつての韓紙作業における、

与えられたテクスチュアヘの同化ではなく、分厚い幾重の多色色層と色

面および線条の統合が問題になるのである。

その統合を金泰浩は多層の色層の虚理と共にほとんど完壁に実現して

いる。一次的にそれは先づ色面と線条の統合に依つて実現されており、

そのことは即ち、これら二つの要素が共に実質的には同質の絵画的素材

として機能していることを意味する。色面自体が単に「描かれた」表面に

止まるのではなく、同様に線条もまた1回的または即刻的な筆触に依る

ものではない。むしろ互に重い合いつっ断絶された線条そのものがマ

ティエール化された色面に同化しているのである。

他方、作品製作のプロセスについて一言附け加えれば、それは要する

に描くことと消すことの反復作業である。金泰浩の絵画においてはこの

二つの行為が同義語になっていわけである。のみならず、その行為は共

に自からを表出させるというよりは空間的(内在得 、即ち、重複された

色層を通じて思づいているリズムに従っているのである。そしてそのり

ズムが画面全体を覆っている内密の波長が拡散的な空間性を撃んでいる

わけである。

金泰浩の絵画は要するに画面全体をカヴァしているこの空間的(内在

律〉の世界である。そしてその基調をなしているのが東洋的自然観であ

り、それを彼は一種の色彩とマティエールの錬金術ともいうべき「匠人

的」な熟錬と織細な感性で画面に投影しているのである。このような塗

り重ねと削り消す作業の反復の未、金泰浩の「色面絵画」においては「描

く」行為の軌跡とマティエールの物性が共に姿を消し、物質的表面とし

ての画面が淡自で新鮮な透明性を獲得することになるのだ。
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KIM ttAE― HO'S PAIN丁 ING OF

―(Dn Hls Solo Exhlbltlon at Kamakura Gallery

〈INttERNAL RHYttHM〉

丁hls Solo exhlbltlon at Kamakura Ga‖ ery ls

Klrn ttae― Ho's second exhlbltion ln 丁okyo。  丁he

flrst one was held at Muramatsu in 1984]
Besldes KI「プs relatlonshlp wlth ttokyo, hls

achlevements are dlstl∩ ctlve when compared to

slm‖ ar generatlon artlstso Since 1977, Klrn ttae―

H6 has held slxteen、 solo exhibitlons ln Korea

and abroade Klrn's group exhlbltlons, however,

are too many to count.

lt ls ∩ot clear when Klrn started the serles of

works under the tltle〈 lnternal Rhythm〉 ;

however, l remember that works of slrnilar tone

were started arou∩ d 90's3 Vヴ lth its unrevealed

varlatlon,Klm's〈 lnternal Rhythm〉 stlll continues

today.

Once around 1990, Klrn ttae― Ho carrled out

both Korean paper and canvas as hls support

of works.After 1993, he returned to ca∩ vas

workI What was the reason for hls return to

canvas? Although ca∩ vas ls prlmarily a better

means of preservlng his works, there may have

been a more fundamc∩ tal and artlstlc reason

for hls preference towards canvas; perhaps for

the[pictorlal structure]that he alms.H ls
stucture would be deScrlbed as integratlon of

drawlng act and[materlal]=

Klrn's pal∩ tl∩ gs are characterlzed by a∩  a‖―over

mo∩ ochromatlc layer, whlch ls qulte pecu‖ ar ln

hls case= 丁he surface of hls works are nearly

aH covered a∩d bound together with llnes of

varlous colorst

LI∩ ear dlfferences l∩  the recent and older Ⅳヽorks

wi‖  show thls dlfference to some extenti
∧lthough Klnぽ s older works simply portray a

ёertaln lrnage, hls recent works represent

symbols. His rece∩ t series of palntlngs express

a sttbtle vlbratlon ― that ls the ``lnternal rhythm."

By Lee Y‖

Although Klnぽ s monochrome ls dlsplayed on the

paintlng surface, layers of colors u∩ derlle thls

exterlor plane= 丁hese layers of colors are revealed

as llnes formed by persiste∩ t, preclse, and

deHcate chlse‖ ng。

Kln∩ 's pal∩tlngs are a combl∩atlon of varlous

colored layers and scraplng= 丁he structural

lntegration of color planes, |lnes, a∩ d layers ls

slgnificant; assin∩ |latlon wlth a glven texture as

was the case wlth Korean paper work, hOwever,

is not slgniflcant.Klrn has perfected thls

i∩ tegratlon, Prlmarlly, thls lntegration refers to the

lntegratlon of color plane and llnes; thuS, these

two elements function as a homoge∩ eous
plctorlal matlё re. 丁he color plane ltself is not

only‖ mlted to the surface[draW∩ ]=Slmilarly,|lnes

are nOt merely instant or ln∩ mediate strokes.

Rather, the tlght lines whlch often overlap are

asslrnllated into the materlallzed color plane=

ln short, Klrn's style of art e∩ ta‖ s palntlng a∩d

then erasl∩ g, contl∩ uously over a∩ d over agal∩ =

丁hese two very dlstlnctive actlvltles are one

coherent concept. FurtherrTlore, these actlvltles

fo‖ ow a spatlal lnternal rhythrn― repeatedly

speaking, sproutlng rhythrnlca‖ y ln the color

layers  which are plled up on one a∩ othert tthe

whole paintlng plane is cmbraced by gentle

waves whlch themselves contal∩  an lndefl∩ able

spatlallty.

Kin∩ 's palntlngs create the wOrld of spatlal

〈|∩ ternal Rhythm〉 whlch covers the total palntlng

plane.Based o∩  the orlёntal concept of ∩ature,

Klm put thls l∩ ternal rhythrn lnto hls palnti∩ g

plane wlth [artlsan]sklll a∩ d dellcate senslbillty.

丁he process of Kin∩ 's art, 、〃hlch entalls pai∩ tlng

and then eraslng agal∩ , produces the neat and

fresh tra∩spare∩ cy of the paintlng plane.
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全泰浩(1(鶏～ )

1972   弘益大学校 美術大学 絵画科 卒業

個 人 展

1996   鎌倉画廊、東京

1995   回画廊、ソウル

1994   ギャラリー Park、 ソウル

1991   ギャラリー 現代、ソウル

1986   現代画廊、ソウル

1985   現代画廊、ソウル

1984   村松画廊、日本 東京

―   美術会館、ソウル

197-19838回 開催 (ソ ウル、日本、西独 )

KIM,丁 AE― HO(1948～ )

1972  Graduated from the palntlng Depto college of Flne Arts,

Hong lK Universky, S∞ ul, Korea

SOLO E× HIBI丁 |ON

!996   Kamakura Gallery(丁 okyO,Japan)

!995   WOn Gallery(Seoul,Korea)

!994     Gallery Bhak(Seoul, Korea)

1 991    Gallery Hyun Dal(Seoul:Korea)

1986   Hyun Dal Gallery(Seoul,Korea)

1985     Hyun Dal Ga‖ ery(Seoul, Korea)

1984   Muramatus Gallery(丁 okyo,Japan)

一    Flne Arts Center(Seoul,Korea)

1977～ 83  8 tlmes(Seoul, Japan, Germany)

団体展・国際展                                GRO∪ P&IN丁 巨RNATIONAL E× HIBI丁 |ONS

1995   MANIFソ ウル '95(芸 術の殿堂、ソウル)                        1995   50Korean Artに ts Ex‖ bkbn at UNESCO

'95ソ ウル美術大展 (ソ ウル市立美術館、ソウル)                           (uNESCO House Parb)

韓国美術50人・ユネスコ招待展 (ユ ネスコハウス、パーリ)                 _    '95 Seou Art Ex‖ bnbn(the Cny museum Of the Seoul]Korea)

1993   韓国現代美術12人 (宮城県美術館、日本)                         _    MANF SeoJ 195(Seou Art Center,S∞ 口,Korea)

一   Liubりana国際版画展 (町 ubりana国立現代美術館、町ubり ana) !993    12Artl試 s ExHbklon d the Korean Cottemporary Art(MVa‖ hytn Mtlseum,」apan)

1992   韓国現代美術展(下関市美術館、新湯市立美術館、笠間日動美術館、
Gralcni BbnaЮ  Цubり ana(Natbnd Museum d Modern Art,日 ubり ana)

三重懸立美術館、善載美術館、(慶州 、日本 )

1992    丁he Exhbllon of Korean Contemporay Art(City Art Mtsetrn・ 雨igata Clty Art

一   違う物との出会い展(Hann Mundem、 西独 )

Museum Kasama Nichldo Museum, of Art Foundatlon, Mie Prefectural Art
一   日本海美術展(富山 県立近代美術館、日本 )

一     Museum,9onle mtlseum,of Contemporary Arti Seoul,Japan)
大阪現代 ART FAIR 10周 年記念特別展(大阪、日本 )

Encounterlng tthe Other(Hann Munden,Germany)
1 990   Pttnt Adventure'90(北 海道 道立近代美術館、日本 )

一     Sp∝ lal Exhibition Wlth“ the Contemporary Art Compethlonfor The」 apan Sea
一    第 8回 大 阪 現 代 ART FAIR'90

Side Prefectures",The Museum of Modern Art丁 oyama)
(大阪府立 現代美術センター、日本 )

一   〇saka Contemporary Art Falr tthe 10th AnnⅣ ersary Special Exhlbltion"1 989   1989 SAPPORO― SEOUL ARtt SHOW{SAPPORO時 計画廊,日 本 )

1987   '87現代作家招待展(国立現代美術館、ソウル)                            (OSakal」 apan)

1986  亜細亜現代美術祭(国立現代美術館 ソウル)                       一    The 8th∝獣s Contemporav Art FJr 90(Osaka Cont鏑 porav Art Center,Japan)

一   国立現代美術館開館記念、韓国現代美術 昨日と今日展 (国立現代美術館、ソウル)      199o   '9os Prht Adventure Ex‖ b‖ on(Hokkado ProⅥ nce Art Ha‖ :」apan)

一   今昔=韓国古美術  韓国現代美術「紙による造形」展(室町御倉、日本 京都)        1989   1989 Sapporo―Soou Art Show(Sapporo Tokd Galに ry,Japan)

一   日・韓交流現代版画展(下関市美術館、日本 ) 1987     '87 Contemporary Art lnvnatlonal Exhlb‖ lon(Natlonal Museum of Modern Art,

一   Sabn des Ar‖ stes Francais(グ ラン ドバレス美術館、邑里 ) Seoul,Korea)

1985   第2回 亜細亜現代美術展(福岡市美術館、日本 )

1986   Aslan Modern Art Exhlbn10n(Natlonal Museum of Modern Art,Seoul,Korea)
1984   韓国現代美術展σO年代の潮流)(台北市美術館、台北 )

一    KOrean Modern Art Exhibn10n:‖'s Yesterday and Today

1983   韓国現代美術展 00年代後半一一つの様相〉

(東京都美術館、板木県近代美術館、国立国際美術館、北海道立近代美術館、               Nalonal Museum of Modern Art,SooJ,Korea)
一    Works on Paper h korean Modern Art(Muromac‖ gokura Kyoto〕 」apan)

福岡市美術館、日本 )

―     」apan/Korea Print Exchange Exhibi‖ on(Slmonosheki Museum,Japan)
1982～84 日 0韓 現代美術展 (福岡市美術館、日本 )

Korean modern Art Exhlbn10n(Grand Palals,France)1982   韓国現代美術の 位相展 (日本、京都 )

1985  丁he 2nd aSan Modern Art Ex‖ blbn(Fukuoka Art Museum,」 apan)1981    KOREAN DRAWING NOW
i984    Korea Modern Art Ex‖ blbn,The¬ de of 1970s(Talpe GalЮ ry,丁alpd,Cnna)

{The Br00klyn Museum,New York)

1981   青年作家展 (国立現代美術館招待、ソウル)                        1983   Korean Modern Art Exhlb社 lon(Travdlng to 4 cnles lncluding ttokyo,Tokyo

1980   12回 CAGNES国 際絵画展(CAGNE,FRANCE)                          dOmi GalЮ ry:Japan)

1976～96 ECOLE DE SEOUL展 (ソ ウル)                          1982～ 84 Japan/Korea Modern Art Exhlb性 lon(Fukuoka Art Museum,」 apan)

1982   The State of Korea Modern Art Exhlbltlon(Tokyo,」 apan)

1981   Young Artists ExhibniOn(Natlonal Museum of modern Art,Seoul,Korea)

Korea Drawing Now(the Brooklyn Museum,NewYork,U.SA.)

1976～ 96 Ecole de Seoul(Seoul,Korea)

一       The 12th Cagnes lnternatlonal Palnting ExhlbRlon(Cagnes, France)
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