


 2 

 

 

展覧会概要 
 

 

■展覧会名称： 荒野のグラフィズム：粟津潔展 

■英文名称：    Graphism in the Wilderness : Kiyoshi Awazu Exhibition 

■会期：        2007年11月23日（金・祝）~2008年3月20日（木・祝） 

  （ただし展示室11は2008年2月17日まで） 

        休場日：毎週月曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）、年末年始（2007 
年12月29日~2008年1月1日） 

■開場時間：    10 時~18 時(金・土曜日は 20時まで) 

               ※チケットの販売は閉場 30 分前まで 

■料金:        ・当日 

一般1000円、大学生800円、小・中・高生400円、65歳以上の方800円 

               ・前売り、団体 

         一般 800 円、大学生 600 円、小中高生 300 円 

※本展観覧券にてコレクション展II（2007年9月15日（土）~2008年4月 

 13日（日））も併せてご覧いただけます。 

■会場：        金沢 21 世紀美術館 展示室 6~12、展示室 14 

               ※展示室 6はコレクション展 IIの会場内 

■出品点数：  1,750 点（絵画、版画、原画、ポスター、書籍、彫刻、映像等） 

■主催：    金沢21世紀美術館[（財）金沢芸術創造財団] 

■共催：    社団法人日本グラフィックデザイナー協会 

■後援：    財団法人日本産業デザイン振興会、財団法人石川県芸術文化協会 

■特別協賛： 日本写真印刷株式会社、株式会社NCP 

■協賛： コダック・グラフィック・コミュニケーションズ株式会社、株式会社田

中運送 

■協力：    印刷博物館、金沢学院大学、金沢美術工芸大学、国際芸術センター青森、

シルクの会、財団法人草月会、株式会社アダチ版画研究所、 

株式会社スクリーンプロセスクニエダ、株式会社竹尾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材希望および本展覧会の作品写真借用などは上記へお問い合わせください。 

本資料に関するお問い合わせ 

金沢 21 世紀美術館 

広報担当:江藤 

TEL：076-220-2801 

FAX：076-220-2806 

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1 

http://www.kanazawa21.jp 

E-mail:press@kanazawa21.jp 
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展覧会について 
 

「荒野のグラフィズム：粟津潔展」は、ノート、ドローイング、未発表作品、実験映像、

新資料を含め、金沢２１世紀美術館が所蔵する約2600点に及ぶ粟津潔作品より主要な1750

点を一堂に展観し、有形無形の粟津芸術の全貌を捉え、その現在性を問いかけようとする

ものです。 

 粟津潔は、「私はすべての表現の分野に、その表現の境界を取り除くだけではなく、階級・

分類・格差・芸術に現れた上昇と下降も、取り除いてしまいたいと決断する」と述べ、あ

らゆるジャンルを横断して実験的な表現に挑みました。第二次世界大戦後の日本の混乱期

に独自の表現活動をスタートした粟津は、日本におけるグラフィック・デザインの礎を築

き、常に同時代の世界を見晴らしながら、絵画、ポスター、版画、ブックデザイン、建築、

音楽、映像、パフォーマンス、演劇など多様な領域を縦横無尽に往来してきた奇才である

と言えるでしょう。 

 生後間もない頃に鉄道事故で父を失った粟津潔にとって、事故の新聞記事と三枚の肖像

写真だけが父の存在を感得する手がかりでした。退役軍人や建具師や工員といった近所の

様々な職業人に囲まれながら、「街が私を育ててくれた」とも言います。敗戦後、東京で職

を転々としながら映画と美術雑誌を教科書がわりに独学で絵を描き始めた頃の粟津は、山

手線の車中や路傍の人々をモデルに夥しい量の素描を残しています。ポスターの作品《海

を返せ》による 1955 年日本宣伝美術会賞受賞を皮切りに、デザインの道へ、そして印刷技

術によるイメージの複製と量産の領域へと接近した粟津は、「すべては荒野だった。グラ

フィックという言葉も存在していなかった。」と当時を述懐しています。粟津潔は、近代の

複製技術によって機械的に自己増殖する視覚メッセージに日常の隅々まで覆い尽くされる

現象を「グラフィズム」と捉えつつ、この時代状況に対してむしろ土俗的とも前近代的と

もいえる表現手法を直感的に探り当て、粟津の流儀を確立します。 

 独自の線描の世界を拓きながら粟津は、1960 年代には指紋、手相、地図、印鑑、1970 年

代には亀、烏、椿、モナリザ、阿部定といった、特異にして且つ大衆的な図像を巡礼しま

す。さらにチェロ奏者のカザルスによる「鳥の歌」の演奏を聞き、幼心に抱いた輪廻の意

識を想起して鳥を描き始めたという粟津は、1980 年代以降、地球環境と人間の文明の有り

様に強い関心を寄せ、自身の原点回帰の思考の旅を、先史美術の岩刻画や民族美術として

の象形文字など、より一層時空を超えた対象へと視座を拡大します。これらの図像の遍歴

は、極めて根源的な存在の深淵に発するものであり、今なお粟津潔は荒野に独り立ち続け

ていると言えるのではないでしょうか。 
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展覧会の特徴 

 

■金沢２１世紀美術館に寄贈された作品 1750 点を公開 
作家所蔵の全作品約 2600 点が金沢２１世紀美術館に寄贈されました。本展ではとりわけ主

要な作品 1750 点を一堂に披露します。絵画、版画、原画、ポスター、装丁した書籍、彫刻、
映像作品など、ジャンルを横断して活動してきた粟津潔の世界を生々しくトータルに提示

します。当館にもたらされた豊穣なイメージの森を、現時点であるがままに広く公開し、
できるだけ大勢の人々と共有することによって、展覧会自体、創造的な探求と多様な情報

が集積してゆく場となることを目指します。 
＜所蔵作品の内訳＞ 

絵画 201 点  素描・原画・イラスト・書・版下 862 点  ポスター277 点 
版画 85点  パンフレット・カレンダー・チラシ等 120 点  書籍・雑誌等 693 点 

写真 266 点  映像 12 点  立体 22 点  資料 27 件 
 

■1977 年サンパウロ・ビエンナーレ出品作《グラフィズム三部作》を再展示。 
1977 年のサンパウロ・ビエンナーレの展示会場において、粟津は出品した絵画作品自体の

イメージを赤、黒、白のインクを用いてシルクスクリーンで連続して刷り、床と壁面を覆
いました。当時の記録写真を基に、そのダイナミックなインスタレーションの追体験を試

みます。 
 

■「見つめる、眺める、凝視する」粟津潔の実験映像作品上映 
「阿部定」（1969 年）／「インベーダー」（1969 年）／「風流」（1972 年）／「ピアノ炎上」

（1973 年）／「幻想原野」（1974 年）／「春夏秋冬」（1974 年）／「コンポジション」（1974
年）／「アントニオ・ガウディの芸術」（1978 年）／「KIYOSHI AWAZU 初期作品編／絵画

編／イラスト編」／「WHITE SPACE」（1982 年） 
 

■ライブあり、トークあり、鑑賞者が参加し刻々と変貌するワークショップ・ルー
ム 

 ディレクション：粟津デザイン室 / 協力：浜田剛爾、神谷佳男、寺井剛敏、シルクの会、金沢美
術工芸大学学生 

展示会場内の一室をワークショプの場として解放します。粟津の使ったシルクスクリーン
の版を用いた体験型ワークショップを開催。子どもから大人まで誰でもが粟津とのコラボ

レーションにチャレンジできます。不特定多数の人々の手から生まれる作品も展示してゆ
きます。作品の誕生する瞬間に立ち会えるとともに、版の原理、オリジナルと複製の概念、

コラボレーション、表現とはなにか等について根源的に考えます。 
また、この空間では、パフォーマンス、トーク、ゼミナール、音楽ライブなど自由な形式

で随時開催します。ここは会期中、何が起こるか予測できない、いつも何かが起こり、時々
刻々変化する空間です。粟津の作品の生成の息吹を現在進行形で鑑賞者が体感できる空間

を創出します。 
 

■ 書籍発行『粟津潔 荒野のグラフィズム』（フィルムアート社） 
ブック・デザイン＝祖父江慎  執筆＝針生一郎、中沢新一ほか多数。 

B５変形、277 ページ（4C=200 ページ） 
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作家略歴  
 
 

粟津 潔（AWAZU Kiyoshi） 

 

  
 

■主な展覧会歴 

1950 第３回日本アンデパンダン展 

1955 日宣美展 

1956 日宣美展 

1958 世界フィルムポスター・コンテスト 

1962 ミラノ・トリエンナーレ 

   「未来の都市展」（菊竹清訓、川添登らと。池袋西武百貨店） 

1966 「空間から環境へ」展（銀座松屋／東京） 

1968 「現代美術の動向」展（京都国立近代美術館） 

1970 第３回ワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ 

1974 映像個展（渋谷 PARCO） 

1977 サンパウロ・ビエンナーレ 

1980 「粟津潔全版画展」（アート・フロント・ギャラリー／東京） 

1981 個展（ロンドン 50 アーラム・ストリート・ギャラリー） 

1982 全版画展（アートフロントギャラリー／チューリッヒ） 

1984 「粟津潔展」（ラフォーレミュージアム原宿） 

   「粟津潔ドローイング展」（東京 INAX ギャラリー） 

1985 「粟津潔展」（INAX ギャラリー大阪） 

1986 「東京・形と心展」（槙文彦と TOKYO Spirit を共同出品。）（ウォーカー・アートセンター／ミネアポ 

   リス、ラフォーレミュージアム原宿） 

1929 東京生まれ 

1948 日本作画会に就職。 

1954 独立映画宣伝部に嘱託として入社。 

1955 日活入社。宣伝部嘱託となる。 

1958 日活を退社。 

1962 菊竹清訓と共同で出雲大社宝物殿庁舎、鉄の扉のデザイン

をする。以降、建築と関わる仕事を行うようになる。 

1964 東京・原宿に粟津デザイン研究室を設立。４月、武蔵野美

術大学造形学部産業デザイン科の助教授となる。 

1968 雑誌『デザイン批評』編集長。 

1978 『粟津潔作品集』（全３巻・講談社）刊行。 

2000 印刷博物館 初代館長に就任。 
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1992 「KIYOSHI AWAZU ： ARTIST AND DESIGNER」（ロサンゼルス JACCC ギャラリー） 

1993 「KIYOSHI AWAZU - EXHIBITION & WORKSHOP」（アスペン、コロラド州） 

   「粟津潔展 1949-1993」（川崎市民ミュージアム） 

2000 「象形文字 遊行展」（印刷博物館Ｐ＆Ｐギャラリー／東京） 

2003 第２回越後妻有アートトリエンナーレ 

   「粟津潔展」（国際芸術センター青森） 

2006 「ex’pose’06̶粟津潔デザイン曼荼羅」展（印刷博物館 P&P ギャラリー） 

 

 

■主な受賞歴 

1955 日宣美賞（「海を返せ」）。 

1956 日宣美奨励賞（「ネクラソフ」及び「わが町」） 

1958 「世界フィルムポスター・コンテスト」最優秀賞 

1962 「ミラノ・トリエンナーレ」銀賞 

1970 第３回「ワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ」銀賞及び特別賞（「心中天網島」「ANTI-WAR」のポ

スター） 

1973 装幀コンクール通産大臣賞（『現代の伝統工芸』講談社刊） 

1980 日本アカデミー賞受賞（映画「夜叉ヶ池」の美術） 

1982 「国際ポスタービエンナーレ展」特別賞 

1987 日本アカデミー賞優秀賞（映画「槍の権三」の美術） 

2001 毎日デザイン賞・特別賞（「印刷博物館」の開設） 

 

■ 主なパブリック・コレクション 

東京国立近代美術館工芸館 

富山県立近代美術館 

金沢 21 世紀美術館 

ニューヨーク近代美術館 

ステーデレイク美術館 

ポスター美術館、パリ 

チューリヒ工芸美術館 

川崎市市民ミュージアム 

ザケラ・アート・ギャラリー、ワルシャワ 
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ご提供できる画像  
 
 

  

  

  

      

  

  

《自画像》1949 年 

《モナリザの手と椿》1977 年 

《ある女の肖像》1977 年 

《グラフィズム三部作》1977 年 

《鉛筆男》1977 年 

《おかあさん、革命は遠く去りました》 

 1977 年 

  
《abc ポジティブ》1980 年 

［油彩］  

［版画］  

※作品はすべて金沢 21 世紀美術館蔵 
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《北斎模様・潔彩色図譜 

  ２.うんすいに鶴》1981 年 

  
  

  

  

  

    
  

《花札想二月》1981 年 

《LOVE is REAL》1982 年 

《海を返せ》1955 年 

《砂の女》1964 年 

《マース・カニングハム・ダンス・カンパニィ》 

 1965 年 

《犬神》1969 年 《心中天網島》1969 年 《ANTI-WAR》1971 年 

［ポスター］  
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《小杉武久 マノ・ダルマ コンサート》 

 1974 年 
《卑弥呼》1974 年 《予兆》1975 年 

《アムネスティインターナショナル 80’s》 
 1980-1983 年頃 

《H2O EARTHMAN 粟津潔展》 

 1994 年 

《HIROSHIMA NAGASAKI (50) The 

 JAGDA Peace and Environment 

 Poster Exhibition》1995 年 

［展示室 6 の展示風景（併設のコレクション展 II 会場内）］ 
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関連企画 
 
粟津潔は、様々なジャンルを横断して表現活動を行い、多くの人とのコラボレーションを

通じて思考し、作品を生み出しました。本展では、この精神を受け継ぎ、展示室の一つを

「ワークショップ・ルーム」として、シルクスクリーンのワークショップや、木版画のデ

モンストレーション、音楽のライブやトーク、パフォーマンスなど、様々なクリエーショ

ンを行います。また、レクチャーホールなどにおいて、様々な角度から粟津を捉えるため

のレクチャーを行います。 
 
 
11 月 23 日（金・祝）シルク WS（14:00-16:00、＠G）／福田繁雄講演会＋〈討論〉福田繁雄×永

井一正×勝井三雄（14:00-17:00、＠L） 

11 月 24 日（土） シルク WS（14:00-16:00、＠G） 

11 月 25 日（日） 浜田剛爾レクチャー（14:00-15：30） 

12 月 1 日（土） 絵本を読もう（13:00-13:30、＠K）／シルク WS（14:00-16:00、＠G）／西江雅

之レクチャー「粟津潔とわたし」（14:00-15:30 、＠L） 

12 月 2 日（日） シルク WS（14:00-16:00、＠G）／松本俊夫上映会＆レクチャー（14:00-15:30、

＠L） 

12 月 4 日（火） ママパパ向けギャラリー・ツアー（10:30-11:50、＠K） 

12 月 8 日（土） シルク WS（14:00-16:00、＠G）／中原佑介レクチャー（14:00-16:00、＠L） 

12 月 9 日（日） シルク WS（14:00-16:00、＠G）／子ども向けギャラリー・トーク（13:00-／15:00-、

＠K） 

12 月 15 日（土） 絵本を読もう（13:00-13:30、＠K）／アダチ版画デモンストレーション

（15:00-17:00、＠G） 

12 月 16 日（日） アダチ版画デモンストレーション（13:00-15:00、＠G）／北川フラムレク

チャー（15:00-17:00、＠L） 

12 月 22 日（土）  神谷佳男レクチャー「版表現について~四版種の技法を中心に~」（14:00-15:00、

＠会議室１）／シルク WS（15:30-16:30、＠G） 

12 月 23 日（日） 浜田剛爾パフォーマンス（14:00-15:30、＠G） 

12 月 24 日（月・祝）シルク WS（15:30－16:30、＠G） 

1 月 3 日（木）－6 日（日） 樅山智子ワークショップ（発表：6 日（日）14:00-16:30、＠Ｇ） 

1 月 5 日（土） 絵本を読もう（13:00-13:30、＠K） 

1 月 6 日（日） 樅山智子パフォーマンス（14:00-16:00、＠G） 

1 月 11 日（金） 一柳慧＋寒川晶子 ピアノ・デュオ・コンサート「原点から民族的感性

へー荒野のグラフィズム：粟津潔展への音楽」（18:00-19:00、＠G） 

1 月 12 日（土） 一柳慧＋寒川晶子 ピアノ・デュオ・コンサート「原点から民族的感性

へー荒野のグラフィズム：粟津潔展への音楽」（15:00-16:00、＠G） 

1 月 13 日（日） 篠田正浩レクチャー（14:00-15:30、＠G）／篠田正浩監督映画「心中天網島」

「はなれ瞽女おりん」上映（11:00-13:00、16:00-18:00、@T） 

1 月 14 日（月・祝）「輝け 60 年代」〈対談〉奈良義巳×粟津ケン（14:00-15:30、＠T）／AYUO ラ

イブ（16:00-17:30、＠T） 
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1 月 19 日（土） 小杉武久コンサート（14:00-15:30、＠G） 

1 月 20 日（日） 絵本を読もう（13:00-13:30、＠K）／AYUO ライブ（16:00-17:30、＠G） 

2 月 2 日（土） 絵本を読もう（13:00-13:30、＠K）／沢井一恵コンサート（14:00-15：30） 

2 月 3 日（日） 林光＋姫田大「風のコンサート」（14:00-15:30） 

2 月 9 日（土） 日比野克彦レクチャー（14:00-15：30、＠G） 

2 月 10 日（日） 〈対談〉九条今日子×榎本了壱（14:00-15：30、＠G） 

2 月 11 日（月・祝）AYUO ライブ（16:30-18:00、＠G） 

2 月 16 日（土） 祖父江慎レクチャー「デザインや力~素直パワーでゴー!」（14:00-16:00、＠G） 

2 月 17 日（日） 山下洋輔ライブ（午後、詳細は追ってホームページに掲載いたします） 

3 月 1 日（土） 絵本を読もう（14:00-14:30、＠K） 

3 月 15 日（土） 絵本を読もう（14:00-14:30、＠K） 

 

G＝「荒野のグラフィズム」展会場内、参加費無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

「シルク WS」：粟津潔の版を使ったシルクスクリーン・ワークショップ（展示室 11）、料金無料（た

だし、本展の観覧券が必要）、定員各日先着 40 名（当日 13：00 より展示室 11 にて整理券を配布し

ます。申し込みは 15：30 まで）。12 月 22 日以降の開催日は、ホームページをご参照ください。

http://www.kanazawa21.jp 

 

L＝レクチャーホール、定員先着 80 名（当日 10：00 より、レクチャーホール前で整理券を配布し

ます）、料金無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 

K＝キッズスタジオ 

「絵本を読もう」：粟津潔の描いた絵本を読む会（小学校低学年向き）、料金無料、定員なし 

「ママパパ向けギャラリー・ツアー」（対象：妊娠中の方、乳幼児の保護者。有料で託児可）／ 

「子ども向けギャラリー・ツアー」（対象：小学生~中学生、家族の同伴は可能です）：定員各回先

着 15 名 料金無料（ただし、本展の観覧券が必要）、申込方法：お電話（076-220-2801）または E

メール（kids@kanazawa21.jp）にてお申し込みください。定員になり次第、締め切ります。 

 

T＝シアター21 

「篠田正浩レクチャー」：定員先着 120 名（当日 10：30 より、シアター21 前で整理券を配布します）、

参加費無料（ただし、本展の観覧券、もしくは映画鑑賞券が必要） 

「篠田正浩監督映画「心中天網島」「はなれ瞽女おりん」上映」：各回料金前売 800 円（金沢 21 世

紀美術館ミュージアムショップ、シネモンド、チケットぴあにて取り扱い）、当日 1000 円 ※友の

会割引あり（金沢 21 世紀美術館内のみ取り扱い） 

「輝け 60 年代」：定員先着 120 名（当日 13：00 より、シアター21 前で整理券を配布します）、参加

費無料（ただし、本展の観覧券が必要） 

 
 
 
※企画は都合により変更になることがあります。 

※取材向けに企画を公開する場合は、事前に別途プレスリリースにてお知らせいたします。 






