


川崎和男のデザイン活動は35年目をむかえる。

川崎は、デザイナー、研究者、教育者としてのまなざしから

その活動領域を「たわしから人工臓器まで」展開、拡大し続けている。

「artificial heart = 人工心臓」

「art - art」で挟み込まれたこの究極の人工物こそ

川崎のデザインワークが、

デザインとテクノロジーとサイエンスを結ぶアートであることを象徴している。

本展覧会は川崎がデザインにこめた思想を

かたちとことばで表現する「物語」展である。
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　川崎和男は、絶えず新たな地平を目指して飛行を続けるデザイナーである。

　タワシ、メガネ、インテリア、車椅子、コンピュータ、ロボット、家庭用原子力発電機、さらには人工臓器まで、

彼のデザイン領域はとどまるところを知らない。

彼は、「デザイナーは喧嘩師であれ」と説き、大量生産大量消費型の即物的なデザインを指向してきた

日本のデザイン界やそれを支える産業／社会構造に批判を加え、

2001年から2003年までグッドデザイン審査委員長として日本の産業デザイン界の意識改革を促し、

科学とアートを包括する新しいデザイン思想の創出と実践に取り組んで来た。

「21世紀はデザインが日本を変える、世界を救う」と主張する川崎は、最先端の技術を駆使しながら、

あくまでも「手でデザインする」ことの価値を説き、常に実生活、実社会のなかで

具体的に伝統の継承と革新をかたちにしてきた。

　本展は、川崎の代表作約150点により彼のデザインワークの全容を紹介する大規模な個展である。

とりわけ、プラトンをはじめ彼が敬愛する12人へのオマージュとしてビートルズの曲を仕組んだ

12のオブジェによるインスタレーション《PLATON'S ORGEL》(プラトンのオルゴール)は、

デザインとアートの領域を横断するダイナミックな作品であるのみならず、

川崎のデザイナーとしての立ち位置を表明する記念碑的作品として、私達に清 し々い感動を与えてくれる。

　21世紀を生きる私達一人一人に、暮らしのなかで語りかけてくる川崎の作品世界は、

人間と芸術の未来に爽やかな風を吹かせることだろう。

展覧会概要
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金沢２１世紀美術館長　　蓑　豊

このたび、金沢２１世紀美術館は、「artificial heart : 川崎和男展 - いのち・きもち・かたち」を開催いたします。

「デザイナーは喧嘩師であれ」と説く川崎氏は、大量生産大量消費型の即物的なデザインを指向してきた

日本の産業デザイン界やそれを支える社会構造に批判を加え、2001年から2003年までグッドデザイン

審査委員長としてデザイン界の意識改革を促して来られました。

近年は研究者、あるいは教育者として、科学とアートを包括する新しいデザイン思想の創出と実践に

果敢に取り組んでおられるところです。

本展は、デザイン活動３５年を迎える川崎和男氏の代表作を一堂に紹介し、

タワシ、メガネ、インテリア、車椅子、コンピュータ、ロボット、家庭用原子力発電機、

さらには人工臓器に至るまでの氏の活動の全容を伝えようとするものです。

常に現状の社会の在り様をまっすぐに見据え、自ら命を削るかのごとき厳しいデザインワークによって、

氏は、人類が生き延びるために真に必要なデザインとはなにかということを

世に問い続ける希有なデザイナーであるといえるでしょう。

その作品世界は、２１世紀に入り一層混迷を深める世界情勢の中で、

一日一日を生きるということの意味を多くの人々に静かに語りかけるものとなることでしょう。

ご挨拶
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展覧会情報

■チケット料金  一般 = 800円（600円）  大学生 = 600円（500円）

 小・中・高校生 = 300円（250円）  65歳以上の方 = 600円

 （ ）内は団体料金（20名以上）及び前売り券料金

■前売り券取り扱い   チケットぴあ（tel:0570-02-9999）  チケットぴあSPOT

 ファミリーマート  サンクス  サークルK  （Pコード:686-793）

■販売期間   8月1日 ～11月12日（ご予約は11月9日まで）

■交通  JR金沢駅東口バスターミナルよりバスに乗り、「広坂」

 または「香林坊（アトリオ前）」下車。

 小松空港より金沢市内経由バスにて「香林坊」下車。

■駐車場  美術館地下 330台  8：30 ～23：00

 基本料金   30分無料（ただし平日17：30以降および土・日・祝日は

 美術館受付での手続きが必要） 以降30分までごとに150円

■託児サービス  有料、要申し込み　tel:076-220-2815

金沢駅

浅野川

むさし

卯辰山

橋場
近江町市場

長町
武家屋敷跡

犀川

金沢城公園

兼六園
金沢市役所
香林坊

片町 ● 美術館近隣MAP
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Exhibition plan

CRT&LCD equipment
コンピュータ用モニタ
EIZO’s product

Topological design language
トポロジーデザイン言語
artificial organs formation / 人工臓器開発デザイン
smart atomic system / 新エネルギーエンジン
robotics / ロボティクスデザイン

DNA mandara

Eyeware
メガネフレーム
MASUNAGA’s product

Traditional
伝統工芸
TAKEFU KNIFE VILLAGE

HALITUS

Media integration
メディアインテグレーション
APPLE

Clock
GANBARA

For disability
福祉機器
CARNA / 車椅子

Audio equipment
オーディオ機器
Aurex / 東芝音響ブランド

YAMINIZASU/ 闇に座す

ORGEL
オルゴール
PLATON’S ORGEL / プラトンのオルゴール
Music Box

Entrance [East]

7

8

910

11

12

14
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主催 = 金沢21世紀美術館 ［（財）金沢芸術創造財団］

共催 = 大阪大学大学院工学研究科 川崎和男先端デザイン研究室

　　    オーザックデザイン

後援 = 名古屋市立大学大学院 

　　    （財）日本産業デザイン振興会

主催・共催・後援

協賛・協力 （50音順）
ICU

デザイン誌「AXIS」

株式会社朝日広告社

株式会社アスキー

安達紙器工業株式会社

株式会社インクス

SDwave

株式会社オブザアイ

カラーキネティクス・ジャパン株式会社

株式会社シグ・ワークショップ

積水化学工業株式会社

株式会社タカタレムノス

株式会社竹中工務店

タケフナイフビレッジ協同組合

株式会社東芝

株式会社TOMOE

株式会社ナナオ

日本電産サンキョー商事株式会社

株式会社帆風

富士通株式会社

ブラザー工業株式会社

フリービット株式会社

増永眼鏡株式会社

マスナガメンローパーク株式会社

マルイチセーリング株式会社
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■川崎和男展記念講演 ー  Spectacle

日時：スペクタクル・プレリュード ９月16日（土） 15：00～17：00

　　 スペクタクル・フーガ 10月9日（月・祝） 15：00～17：00

会場：金沢21世紀美術館シアター 21

定員：各回先着160名（当日10時より、シアター 21前にて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です）

■学芸員によるギャラリートーク  日時：10月21日（土）、11月11日（土）各回14：00～

集合場所：レクチャーホール前

料金：無料（ただし、本展の観覧券が必要です）

■お問い合わせ

金沢21世紀美術館 （担当：江藤） 

〒920-8509 石川県金沢市広坂1丁目2番1号 

TEL:076-220-2800  /   FAX:076-220-2802 

http://www.kanazawa21.jp/
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○モニター、パソコンなどの情報機器シリーズの展示

● FlexScan E Series

●（L） FlexScan Slim Edge
●（R）FlexView

Gallery 7 - CRT & LCD Equipment
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○人工心臓をはじめとする人工臓器デザイン
○ロボットの具現化モデル
○原子力機器など先端工学や先端医学からのデザイン
○プロジェクタ投影による空間演出

artificial heart
●（L） initial model
●（R）working sample model

●（L） Klein’s Bottle
●（R）Smart Atomic Engine

●（L） MAI
●（R）ODORI

Gallery 8 - Topological Design Language
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● Anti-tesion Eyewear

●（L&R）
    Anti-Gravity Support Eyewear

○アンチ・グラビディ
○アンチ・テンション

Gallery 9 - Eyewear
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● KNIFE Series

●（L） ARTUS
●（R）EXSECTOR

○伝統工芸にデザインを導入したナイフシリーズ
Gallery 10 - Traditional
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●（L） FRIGG
●（M） CANO
●（R）CARNA

●（L） MIND TOP
●（R） HOLA

●（L） accio
●（R）All-in-one integrated keyboard

○HOLA HUYGENSなど時計シリーズ
○ステーショナリーシリーズ
○CANO
○車椅子 CARNA

Gallery 11 - Media Integration / Clock / For Disability
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● Pre Amplifier , Power Amplifier

● Electric Condenser Amplifier
　 SZ-1000

○スピーカー、アンプなどの音響機器シリーズ
Gallery 12 - Audio Equipment
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● BEATLES MUSIC BOX
White : JULIA / WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS / I WILL / LONG LONG LONG
Red    : YESTERDAY / A HARD DAYS NIGHT / ALL MY LOVING / MICHELLE
Blue   : LET IT BE / HERE COMES THE SUN
 WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND / HEY JUDE

● PLATON’ S ORGEL
    Reference image: Installation scenery / GALLERY・MA / 1994

● (L)Platon’s ORGEL : WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS
    (R)Platon’s ORGEL Sketch

○12 ORGEL Platon’s ORGEL , Dohgen’s ORGEL , Kierkgaard’s ORGEL , Carroll’s ORGEL , Mondriaan’s ORGEL , Klee’s ORGEL
 Kafka’s ORGEL , Bachelard’s ORGEL , Lévi-Strauss’s ORGEL , de Staёl’s ORGEL , Foucoult’s ORGEL , Miyakawa’s ORGEL
 （Platon’s ORGEL 展のインスタレーションは、金沢 21世紀美術館の所蔵作品に決定）
○ BEATLES MUSIC BOX RED・BLUE・WHITE ALBUM SERIES

Gallery 14 - Orgel
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○「DNA mandara」未来の仏壇 特別展示
Special exhibition 01

● DNA mandara

16



● ブランコチェアー
　「HALITUS」

○「HALITUS」 特別展示
Special exhibition 02
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○「闇に座す」エキスパンドメタルによる復刻版特別展示
Special exhibition 03

● メディテーション・スツール
　「闇に座す」
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■受賞歴
毎日デザイン賞 
日本デザインコミッティ・デザインフォーラム銀賞 
中小企業庁長官賞 
日本デザイン大賞奨励賞 
国井喜太郎産業工芸賞 
BIO賞ゴールドメダル(スロベニア) 
ICSID(世界インダストリアルデザイン団体協議会)特別賞 
ドイツ国際デザイン賞 
インターナショナルデザインレビューセレクション 
iF賞 Best of Group 
フランスデザイン貢献賞 
レッドポイント賞(ドイツ) 
Silmo2000 Grand Prix 
グッドデザイン賞(約180製品) 
グッドデザイン金賞(2回) 
グッドデザイン中小企業長官賞(8回) 
グッドデザイン福祉部門賞 
グッドデザインインターフェイスデザイン賞 
グッドデザインロングライフデザイン賞(約30製品) 

■連載 
Mac Power 「Progressive Inclusive Design」  (アスキー ) 
AXIS 「デザインのことば」  (アクシス) 
Product Design WORLD 「デザインの未来」  (エクスナレッジ) 
STEREO SOUND 「デジタルとアナログの狭間に」   (ステレオサウンド) 

 川崎和男　Kazuo Kawasaki
 デザインディレクター　
 医学博士
 大阪大学大学院 教授
 名古屋市立大学大学院 名誉教授
 多摩美術大学 客員教授
 日本産業デザイン振興会  理事
 1949年福井市生まれ 魚座 B型 左右利き

インダストリアルデザイン、プロダクトデザインを中心とし、デザインディレクターとして
伝統工芸品からメガネ、インテリア用品、機械実装設計やコンピュータ開発まで幅広くデザイン活動を行う。
専門はトポロジー空間論をベースとしたラピッドプロトタイピング手法の研究。
メディアインテグレーション手法とメディカルサイエンスによるデザイン手法の開発。 
人工臓器から新エネルギーエンジンのデザイン、及び企業デザイン戦略の理論と実践。
グッドデザイン賞審査委員長、省庁関係や各種業界シンクタンクなどの委員を歴任。
第27回日本医学会総会（2008）デザインディレクターに指名。
国内・海外デザイン賞を多数受賞。
ニューヨーク近代美術館をはじめ、海外の主要美術館に永久収蔵・永久展示多数。

Profile
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■著書
「Claris CAD パーフェクトマニュアル」（ビジネスアスキー）
「デジタルなパサージュ」(アスキー)
「プラトンのオルゴール」(アスキー)
「デザイナーは喧嘩師であれ」(アスキー)
「デザインは言語道断！」(アスキー)
「デザインの極道論」（アスキー）
「DESIGN ANTHOLOGY OF KAZUO KAWASAKI」（アスキー）
「デザインという先手」（アスキー）近日発売予定
「ドリームデザイナー」（中央出版）
「プレゼンテーションの極意」（ソフトバンククリエイティブ）

■テレビ出演等
「課外授業 ようこそ先輩」 NHK総合　2002/05/19放送
「情熱大陸」 毎日放送　2003/01/05 放送
「キラリ！自分流」 テレビ東京　2003/04/11 放送
「わたしはあきらめない」 NHK総合　2003/05/21放送
「PORTRAIT」 毎日放送　2004/01/21放送
「ETVスペシャル 『作る』と『使う』の近距離恋愛 ～ デザインを通じての日本産業再生論」NHK教育 2004/2/14放送
「ETV特集 ブレイク・スルー ～最先端の創造者たち～」NHK教育　2005/2/12放送
「be on tv」デザイナー・川崎和男とその仕事について   BS朝日　2006/3/4  3/5放送　
「金沢美術工芸大学の系譜美の演出者たち 第1回きら星のごとく」    金沢テレビ　2006/2/5放送

■美術館等パブリックコレクション

ニューヨーク近代美術館
スミソニアン国立博物館
クーパーヒューイット美術館
ソウルデザインセンター
リュブリアナ建築美術館

モントリオール美術館
シュツットガルトデザインセンター
フィラデルフィア美術館
サンディエゴ子供美術館
北京理工科大学国際デザ

金沢21世紀美術館

インセンター

■近年の主な展覧会

金沢21世紀美術館　開館記念
モントリオール科学センター リニューアルにてDREAM12に選出 (2006)

展「21世紀の出会い - 共鳴、ここ・から」 (2004)
MOMA オープニング展  (2004)
埼玉県近代美術館「椅子のデザイン」展  (2005)
INDEX Design Award 2005 Exhibition (2005)
MOMA SAFE デザイン展  (2005)

  朝日新聞 Be on Saturday 100号記念特別版 心に残る「フロントランナー」読者投票 第３位 2003/3/1
「世界が尊敬する日本人」100Japanese 選出　News Week日本版 2004/10/20
「ニッポンをデザインした巨匠たち」選出　AERA DESiGN vol.2 2006/7/1
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