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工芸とデザインの境目
The Boundary Between Kogei and Design

2016.10.8–2017.3.20

「工芸」か「デザイン」か―。工芸とデザイン
はものづくりという点では同じであるが、両者
は異なるジャンルとして区別される。作者自身
の手で作られたものは工芸と呼ばれるが、デザ
インもその工程に含まれる。デザインはものを
デザイナー自身では作らない。工芸は「作品」と
呼ばれ、かたちとなったデザインは「製品」と呼
ばれる。しかしながら、それらをつぶさに観察す
るまでもなく、両者の間には「デザイン的工芸」
また「工芸的デザイン」とも呼べる作品あるいは
製品があるように思われる。
本展覧会では、世界的に活躍するプロダクト

デザイナー、深澤直人（1956–）を企画監修者と
して迎え、「プロセスと素材」「手と機械」「かたち」
「さび」をテーマとした独自の観点から工芸とデ
ザインを見つめ直すことによって、それらの曖昧
模糊とした境目を浮き彫りにすることを目的とし
た。同時に、最先端技術の発達などによって多
様化が進む両者の新たな地平を考察した。

（内呂博之）

Kogei or Design? Kogei (craft) and design, 

despite both the same in terms of being 

forms of monozukuri (the making of things), 

are divided into two distinct categories. 

Things that are produced at the hands of the 

artists themselves are referred to as Kogei, 

and in their process also include the aspect 

of design. In design, the designers are not 

in themselves involved in the actual produc-

tion of the thing. What is created in Kogei is 

referred to as the “work,” and the design that 

is given its form is considered as a “product.” 
Nevertheless, we need not look close to recog-

nize that in the interval between these catego-

ries are works/products that can be described 

as “design-like Kogei ” and “Kogei-like design.” 
This exhibition invited world-renowned 

product designer FUKASAWA Naoto (1956–) 

as its supervisor in an intention to shed light 

upon the ambiguous boundary that exists 

between Kogei and design, reconsidering 

them from freshly unique perspectives 

based on the themes of “Process and Mate-

rial,” “Hand and Machine,” “Form,” and “Sabi 

(Change over the Years).” Furthermore, it 

also considered exploring the possibilities on 

the horizon for Kogei and design that both 

continue to diversify with the developments 

in advanced technology.

(UCHIRO Hiroyuki)
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展示室1：展示風景

展示室4：展示風景

展示室6：展示風景

 

Gallery 1: Installation view

Gallery 4: Installation view

Gallery 6: Installation view

1–3. Photo: KIOKU Keizo
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2016年10月8日（土）–2017年3月20日（月）

会場：展示室1–6

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／65歳以上の方＝800円

入場者数：248,235人

企画監修：深澤直人（NAOTO FUKASAWA DESIGN）

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］

カタログ：『工芸とデザインの境目』

株式会社六曜社、2016年

21 × 15 cm、96p.、2,800円（税別）

ISBN: 978-4-89737-879-8

関連プログラム

◇講演会「工芸とデザインの境目」

（2016年10月9日、レクチャーホール）

講師：深澤直人

◇高校生・中学生向けワークショップ

「木工魂で作る！「こぶポッケ」

（2017年3月4日、5日、プロジェクト工房）

◇ワークショップ「足元から見つめる未来」

（2017年1月21日、キッズスタジオ）

◇絵本を読もう（2017年1月21日）

広報件数：49件

工芸とデザインの境目
The Boundary Between Kogei and Design

2016.10.8 (Sat.)–2017.3.20 (Mon.)

Venue: Galleries 1–6

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800, 

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 248,235

Supervision: FUKASAWA Naoto

(NAOTO FUKASAWA DESIGN)

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

Catalogue: THE BOUNDARY BETWEEN KOGEI 

AND DESIGN, 

Rikuyosha, 2016

21 × 15 cm, 96p., ¥2,800 + tax

ISBN: 978-4-89737-879-8


