
32

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

粟津潔、マクリヒロゲル 1

美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス
Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)1  Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

2014.9.13–10.13

粟津潔作品資料の継続調査と成果公開を目
的としたシリーズの初回展。資料1件に含まれ
るエフェメラ約970点の目録化と調査を並行し、
中でも多数ある記録写真を活かし企画、275

点を展示。円形空間の一壁面では、デヴュー
作《海を返せ》を中央に据え、人権運動、非核
運動、メタボリズム運動、大阪万博基本構想や
テーマ館デザイン等の社会活動事例を右側に、
演劇や映画の美術、オペラ、映像制作等文化活
動を左側に、縦橫へ広がるようにポスターや記
録等を配し（図2）、垣根のない粟津の活動の軌
跡を提示した。反対の壁面には1977年から80

年頃に浜田剛爾の企画にて粟津が実践した4

種のパフォーマンスの調査成果を主に紹介。グ
ラフィック・スコア、ポスター、記録写真等所蔵品
の他、浜田のコンセプト・ノート、77年の共演者
の中より小杉武久、島田璃里、鈴木昭男、吉村
弘の録音とレコード、79年の粟津によるパフォー
マンス記録映像も借用展示できた。会期中、鷲
尾友公、環ROY、スガ・ダイロー、鈴木ヒラク、
三田晴夫、石川県文化財保存修復協会、高橋悠
治、秩父前衛派、島田璃里、武田雄介、梅田哲也
を迎え、10種のプログラムを実施した。 

（北出智恵子）

The first in a series of exhibitions aimed at 

presenting  our ongoing research of AWAZU 

Kiyoshi works and materials in the collection. 

The planning of this exhibition was undertak-

en in parallel with research and cataloging 

of the 970 items of emphemera forming this 

single set of works/materials. The exhibition 

made use of the many photographs docu-

menting Awazu’s activities and presented 

275 items. The exhibits took up one entire 

wall within the circular gallery space, with 

his debut work, Give Our Sea Back (original 

work), in the center, items relating to social 

movements such as the human rights move-

ment, the anti-nuclear movement, the Me-

tabolism movement, and his concept plan 

and theme-based pavilion design for Osaka 

Expo ’70 to the right, items relating to cultur-

al activities such as his art direction for the-

atre and film and opera and film productions 

to the left, and posters and photographs 

extending in all directions from the center, 

giving an indication of the genre-transcend-

ing nature of Awazu’s artistic practice. (Fig.2) 

Most of the facing wall was devoted to the 

four original performances Awazu created 

between 1977 and the 1980s in conjunc-

tion with the series produced by the artist 

HAMADA Goji. It included not only the items 
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展示室14：展示風景

島田璃里×梅田哲也パフォーマンス

「ヴェクサシオン：サティと粟津と回遊する」

（2014年10月13日）

Gallery 14: Installation view

Shimada Riri × Umeda Tetsuya Performance 

“Vexations: Whirling with Satie and Awazu”

（Oct.13, 2014）
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from collection such as graphic scores, 

posters, and documentary photographs, but 

also loaned items such as Hamada’s con-

cept notes, 1977 audio and vinyl recordings 

of sounds played by KOSUGI Takehisa, 

SHIMADA Riri, SUZUKI Akio and YOSHIMURA 

Hiroshi, and film footage documenting a 

1979 performance by Awazu. In addition, ten 

programs were implemented with guests 

including WASHIO Tomoyuki, TAMAKI Roy, 

SUGA Dairo, SUZUKI Hiraku, SANDA Haruo, 

Ishikawa Prefectural Association for Preser-

vation and Restoration of Cultural Properties, 

TAKAHASHI Yuji, Chichibu Avant-garde, 

Shimada Riri, TAKEDA Yusuke and UMEDA 

Tetsuya. 

   (KITADE Chieko)
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2014年9月13日–10月13日

会場：展示室14、通路

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝800円

※「コレクション展Ⅱ 感光と定着」との共通観覧券

入場者数：33,219人　

※「コレクション展Ⅱ 感光と定着」と共通

 

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

創造財団］　

協力：粟津デザイン室、HIGURE17-15cas、

株式会社オトムラ、

一般財団法人石川県文化財保存修復協会、

ナカサ＆パートナーズ

出品作家：粟津潔

ドキュメント：

『美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス／

グラフィックからヴィジュアルへ：

粟津潔の視覚伝達論』

金沢21世紀美術館、2016年

25×21.8 cm、96p.＋2DVDs、2,700円（税込） 

ISBN: 978-4-903205-56-4

巡回なし

企画・構成：北出智恵子

粟津潔、マクリヒロゲル1　美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス
Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)1　Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

関連企画

◇壁画制作：鷲尾友公《seven years one day》

（制作期間：2014年9月4日–12日、展示室14外壁）

◇パフォーマンス：環ROYパフォーマンス

「いくつもの一緒」（2014年9月13日、展示室14）

◇パフォーマンス：

「スガダイロー×鈴木ヒラク ライヴ」

（2014年9月13日、シアター 21）

◇講演会：三田晴夫「パフォーマンスについて」

（2014年9月14日、レクチャーホール）

◇講演会：「粟津潔《海を返せ》と

《パフォーマンス・スコア》調査と修復」

（2014年9月15日、レクチャーホール）

出演：中越一成（石川県文化財保存修復協会理事）、

梶青華（石川県文化財保存修復協会協会員）、

モデレーター：北出智恵子、内呂博之

◇鷲尾友公 公開制作

（2014年9月26日、27日、28日、展示室14）

◇絵本を読もう

（2014年9月27日、展示室14とその周辺）

◇金沢21世紀美術館友の会 会員限定イベント

夕暮れおしゃべりツアー

（2014年9月27日、ゲスト：鷲尾友公、ツアー担当：北出智恵子）

◇パフォーマンス：高橋悠治×笹久保伸、青木大輔、

Irma OSNO／秩父前衛派

（2014年10月12日、展示室14）

出演：高橋悠治、笹久保伸／

秩父前衛派（ギターほか）、青木大輔／

秩父前衛派（サンポーニャほか）、Irma OSNO／

秩父前衛派（歌ほか）、鷲尾友公（アクション）、

武田雄介（アクション）、中川陽介（映像記録）、

ナカサ＆パートナーズ（中道淳、高島慶、見学宇宙／

写真記録）、北出智恵子（企画）

◇パフォーマンス：島田璃里×梅田哲也

「ヴェクサシオン：サティと粟津と回遊する」

（2014年10月13日、展示室14）

Venue: Gallery 14 and Corrider 

Ticket Price: Adult = ¥360, University = ¥280,

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

*includes admission to the “Collection exhibitionⅡ”

Number of visitors: 33,219

*including visitors to the “Collection exhibitionⅡ”

Organized by: 

21st Century Museum of

Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art 

Promcticn and Development Foundation)

In Cooperation with: Awazu Design Office, 

HIGURE 17-15cas, Otomura Company Limited, 

Ishikawa Prefectural Association for Preservation 

and Restoration of Cultural Properties,

Nacása & Partners

Artist: AWAZU Kiyoshi

Document:

Art Running Wild: Awazu Kiyoshi

and Performance / From Graphic to Visual:

Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa, 2016

25 × 21.8 cm, 96p. + 2DVDs, 

¥2,700 (tax included)

ISBN: 978-4-903205-56-4

Curator: KITADE Chieko


