
104   グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚芸術論

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」

会期：2014年9月13日（土）̶ 2014年10月13日（月祝）  /  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、HIGURE 17-15 cas、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

企画：北出智恵子（金沢21世紀美術館キュレーター）
コンサベーション：内呂博之（金沢21世紀美術館コンサベーター）
グラフィック：鷲尾友公
展覧会ドキュメント：中道淳／ナカサ＆パートナーズ（写真）、中川陽介（映像）
アーカイヴ：石黒礼子（金沢21世紀美術館アーキヴィスト）
展覧会制作補助：大場さやか、武田雄介 

＜関連プログラム＞

壁画制作《seven years one day》

作者：鷲尾友公

制作期間：2014年9月4日―12日

会場：金沢21世紀美術館展示室14外壁

素材：墨、水性ペンキ

サイズ：3995×4950 cm   　

環ROYパフォーマンス「いくつもの一緒」

日時：2014年9月13日（土）16:00 - 16:30 

会場：金沢21世紀美術館展示室14

出演：環ROY

「スガダイロー×鈴木ヒラク ライヴ」

日時：2014年9月13日（土）19:30 - 20:30 

会場：金沢21世紀美術館シアター21

出演：スガダイロー（ピアノ）

鈴木ヒラク（ライヴ・ドローイング）

三田晴夫講演会「パフォーマンスについて」

日時：2014年9月14日（日）14:00 - 16:00

会場：金沢21世紀美術館レクチャーホール

講演者：三田晴夫

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」

日時：2014年9月15日（月祝）14:00 – 16:00

会場：金沢21世紀美術館レクチャーホール

講演者：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（金沢21世紀美術館キュレーター）

内呂博之（金沢21世紀美術館コンサベーター）

鷲尾友公 公開制作

日時：2014年9月26日（金）、27日（土）、28日（日）展覧会開場時間中

会場：金沢21世紀美術館展示室14

絵本を読もう

日時：2014年9月27日（土）14:00 – 14:30

会場：金沢21世紀美術館展示室14とその周辺

読み手：大西洋子（金沢21世紀美術館ライブラリアン）

ゲスト：鷲尾友公

夕暮れおしゃべりツアー

日時：2014年9月27日（土）18:00 – 19:30 

高橋悠治×笹久保伸、青木大輔、Irma OSNO/ 秩父前衛派 

パフォーマンス

日時：2014年10月12日（日）18:15 – 19:30 

会場：金沢21世紀美術館展示室14

参加者：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）

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」

日時：2014年10月13日（月祝）10:00 – 22:00

会場：金沢21世紀美術館展示室14

出演：島田璃里（ピアニスト）、梅田哲也（アーティスト）

粟津潔、マクリヒロゲル2　「グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論」

会期：2015年11月28日（土）̶ 2016年5月8日（日）
主催：金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]
企画：北出智恵子（金沢21世紀美術館キュレーター）
コンサベーション：内呂博之（金沢21世紀美術館コンサーベーター）
グラフィック：橋本謙次郎／デザケン（会場サイン）、鷲尾友公（目録）

展覧会ドキュメント：木奥惠三（写真）

アーカイヴ：北出智恵子、高橋律子（金沢21世紀美術館キュレーター）
展覧会制作補助：武田雄介

＜関連プログラム＞

原広司講演会「粟津潔と日本の伝統」

日時：2016年3月5日（土）16:00 – 17:30
会場：金沢21世紀美術館レクチャーホール
講演者：原広司（建築家／東京大学名誉教授）

モデレーター：林道郎（美術史家、美術批評家／上智大学国際教養学部教授）

絵本を読もう

日時：2016年4月17日（日）11:00 – 11:30
読み手：大西洋子（金沢21世紀美術館ライブラリアン）
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From Graphic to Visual: 
Awazu Kiyoshi's Theory on Visual Communication

Awazu Kiyoshi,　Makurihirogeru (EXPOSE) 2 From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi ’s Theory on Visual Communication

Exhibition Period: Saturday, 28 November, 2015 – Sunday, 8 May, 2016

Organized by: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and Development Foundation)

Curation: KITADE Chieko (Curator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Conservation: UCHIRO Hiroyuki (Conservator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Graphic: HASHIMOTO Kenjiro / Dezaken (Logo), WASHIO Tomoyuki (Leaflet)

Exhibition Document: KIOKU Keizo (Photograph)

Archive: KITADE Chieko, TAKAHASHI Ritsuko (Curator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Exhibition Support Staff: TAKEDA Yusuke 

<Related Programs>
Lecture: Awazu Kiyoshi and Japanese Tradition by HARA Hiroshi

Date and Time: 16:00-17:30, Saturday, 5 March 2016  

Venue: Lecture Hall, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Lecturer: Hara Hiroshi (Architect / Professor Emeritus, University of Tokyo)

Moderator: HAYASHI Michio (Art Historian and Art Critic / Professor, Faculty of Liberal Arts, Sophia University)

Reading Picture Books

Date and Time: 11:00–11:30, Sunday, 17 April 2016

Picture Book Reading: ONISHI Yoko (Librarian, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)1　Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

Exhibition Period: Saturday, 13 September – Monday, 13 October, 2014  /  Organized by: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and Development Foundation)

In Cooperation with: Awazu Design Office, HIGURE 17-15 cas, Otomura Company Limited, Ishikawa Prefectural Association for Preservation and Restoration of Cultural Properties, Nacása & Partners

Curation: KITADE Chieko (Curator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Conservation: UCHIRO Hiroyuki (Conservator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Graphic: WASHIO Tomoyuki

Exhibition Document: NAKAMICHI Atsushi/ Nacása & Partners (photograph), NAKAGAWA Yosuke (movie)

Archive: ISHIGURO Reiko (Archivist, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Exhibition Support Staff: OHBA Sayaka, TAKEDA Yusuke 

<Related Programs>
Wall painting, seven years one day

Artist: WASHIO Tomoyuki

Produced: 4–12 September 2014

Gallery 14 wall exterior, 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Materials: India ink, water  |  Dimensions: 3995 x 4950 cm

TAMAKI ROY Performance “Multiple Together”

Date and Time: 16:00–16:30, Saturday, 13 September 2014

Venue: Gallery 14, 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa

Performer: Tamaki ROY

SUGA Dairo x SUZUKI Hiraku Live

Date and Time: 19:30–20:30, Saturday, 13 September 2014

Venue: Theater 21, 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa

Performers: Suga Dairo (Piano), Suzuki Hiraku (Live 

Drawing)

Lecture: On Performance by SANDA Haruo

Date and Time: 14:00–16:00, Sunday, 14 September 2014

Venue: Lecture Hall, 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Lecturer: Sanda Haruo (Art Journalist)

Lecture: Awazu Kiyoshi, Give Our Sea Back and 

Performance Score research and restoration

Date and Time: 14:00–16:00, Monday, 15 September 2015

Venue: Lecture Hall, 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Lecturers: NAKAGOSHI Issei (Director, Ishikawa Prefectural 

Association for Preservation and Restoration of Cultural Properties), 

KAJI Seika (Member, Ishikawa Prefectural Association for 

Preservation and Restoration of Cultural Properties)

Moderators: Kitade Chieko, Uchiro Hiroyuki

WASHIO Tomoyuki: Public Art Production

Date and Time: the opening hour of the exhibition, 

Friday 26, Saturday 27, Sunday 28 September 2015

Venue: Gallery 14, 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Reading Picture Books

Date and Time: 14:00–14:30, Saturday, 27 September 2014

Venue: Gallery 14, 21st Century Museum of 

Contemporary Art, Kanazawa

Picture Book Reading: ONISHI Yoko (Librarian, 21st Century 

Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Guest: WASHIO Tomoyuki

Guided Tour for Friends of the Museum

Date and Time: 18:00–19:30, Saturday, 27 September 2014

TAKAHASHI Yuji x SASAKUBO Shin, AOKI Daisuke, Irma OSNO: 

Chichibu Avant-garde Performance

Date and Time: 18:15–19:30, Sunday, 12 October 2014

Venue: Gallery 14, 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa

Participants: Takahashi Yuji (Piano), Sasakubo Shin/ Chichibu 

Avant-garde (Guitar), Aoki Daisuke/ Chichibu Avant-garde (Siku), 

Irma Osno/ Chichibu Avant-garde (Vocal), Washio Tomoyuki 

(Action), Takeda Yusuke (Action), Nakagawa Yosuke (Video 

Recording), Nacása & Partners (Nakamichi Atsushi, Takashima Kei, 

Kengaku Tomooki: Photo Document), Kitade Chieko (Curation)

SHIMADA Riri × UMEDA Tetsuya Performance "Vexations: Whirling 

with Satie and Awazu"

Date and Time: 10:00–22:00, Monday, 13 October 2014

Venue: Gallery 14, 21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa

Performers: Shimada Riri (Piano), Umeda Tetsuya (Performance)
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一般財団法人草月会 ／ Sogetsu Foundation

鷲尾友公（わしお・ともゆき）／ アーティスト

1977 年愛知県生まれ。造形業塗装業を経てイラスト、デザイン、

写真、8mm フィルムを手がけ、また、オリジナル・モチーフ「手

君」を生み、鞄、洋服、手ぬぐいに展開するなど様々な領域を越

えて活躍するアーティスト。日々の生活に垣間みるワンシーンを

とらえ、物語として独自の視点でドローイング表現する。ロンド

ン、ベルリン、上海など世界でも発表。音楽や映像、ストリート

カルチャーとの関わりも深い。近年は粟津潔のモチーフを取り込

んだイメージ、CD ジャケットなども手がけている。

環 ROY（たまき・ろい） ／ ラッパー、トラックメイカー

1981年、宮城県出身。東京都在住。主に音楽作品の制作とパフォー

マンスを行う。これまでに、最新作『ラッキー』を含む 4 枚のフ

ルアルバムを発表する。フジロックフェスティバルなど国内外の

様々な音楽祭に出演。第 17 回文化庁メディア芸術祭推薦作品『ワ

ンダフル』を発表。鎮座 DOPENESS ／ Buffalo Daughter ／サ

カナクションなどコラボレーションも多数。

スガダイロー ／ ピアニスト

1974 年鎌倉生まれ。洗足学園ジャズコースで山下洋輔に師

事、卒業後、米バークリー音楽大学留学。帰国後「渋さ知ら

ズ」や「鈴木勲 OMA SOUND」で活躍、坂田明、小山彰太らと

共演。2008 年『スガダイローの肖像』を発表。2010 年山下洋

輔とのデュオライブ実現。自身のトリオ（東保光 b、服部マサ

ツグ ds）で活動のほか、向井秀 (ZAZEN BOYS)、七尾旅人、中

村 達 也（LOSALIOS、ex:BLANKEY JET CITY）、 志 人（ 降 神、

TriuneGods）、U-zhaan、仙波清彦、MERZBOW と即興。2011

年『スガダイローの肖像・弐』でポニーキャニオンからメジャー

デビュー。2012 年初のソロ・ピアノ作品『春風』、志人との共作

『詩種』をリリース。2013 年『山下洋輔×スガダイロー』を発表。

鈴木ヒラク（すずき・ひらく） ／ アーティスト

1978 年宮城県生まれ。神奈川県在住。“ 描く ” という行為を主

題に、平面・インスタレーション・壁画・映像・パフォーマン

ス・彫刻など多岐にわたる制作を展開。時間や空間の生成と変

容の方法として、ドローイングの領域を拡張し続けている。近

年の個展に 2013 年 Daiwa Foundation（ロンドン）、2011 年

WIMBLEDON space（ロンドン）、2010 年　ギャラリー・デュ・

ジュール（パリ）。グループ展に 2014年『バンクーバービエンナー

レ』（カナダ）、2013 年『NISSAN ART AWARD』BankART（横

浜）、2013 年『ソンエリュミエール、そして叡智』 ( 金沢 21 世紀

美術館 / 石川 ) などがある。様々な音楽家とのセッションによる

ライヴ・ドローイングや、アニエス・ベーとのコラボレーション

でも知られる。著書に『GENGA』、『鉱物探し』。

三田晴夫（さんだ・はるお） ／ 美術ジャーナリスト

1948 年、福岡県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。毎日新聞

社社会部記者を経て、1980 年から学芸部記者として美術を担当。

展覧会などの週評・月評を執筆した。2008 年に定年退職し、現

在フリーの美術ジャーナリスト。美術月刊誌への執筆のほか、「菊

畑茂久馬 1983―1998 天へ、海へ」展（1998 年、徳島県立近代

美術館）、「清水晃・吉野辰海　漆黒の彼方　犬の行方」展（2012

年、埼玉県立近代美術館）、「佐藤時啓　光―呼吸　そこにいる、

そこにいない」展（2014 年、東京都写真美術館）などの図録や、

『中村宏画集 1953―1994 タブロオ機械』、『浜田浄作品集Ⅱ』な

どのテクストを担当してきた。美術記者会会友、美術評論家連盟

会員、多摩美術大学非常勤講師。

一般財団法人石川県文化財保存修復協会

1997（平成 9）年設立、保存修復において県立付属施設では全

国唯一。地方に於ける文化財保存修復の拠点として活動をしてい

る。絵画、書籍、古文書、典籍、板絵等の保存修復、漆工芸品、

建造物内装等の保存修復、文化財の損傷状況調査、手すき和紙の

現状及び備蓄状況等の調査、関連他業種との交流や講師派遣に

よる講習会、後継者の育成、上記に付帯した数々の事業を実施。

1998（平成 10）年から、国指定重要文化財雲龍山勝興寺の内装

修復、2003（平成 15）年から射水市新湊博物館の国指定重要文

化財石黒信由関係資料の保存修復などを継続して行う。近年は、

近現代の建造物図面や現代美術の保存修復に着手。文化財修復に

おいて、修理前の現状、修理中の状態、修理後の現状などを写真、

調書に克明に記録。その全資料は工房に保管、未来の保存修復の

資料として生かすことを目指す。「美術が野を走る：粟津潔とパ

フォーマンス」では、出品作品の修復を担った代表理事の中越一

成と協会員の梶青華が講演に登壇した。

高橋悠治（たかはし・ゆうじ） ／ 音楽家

柴田南雄、小倉朗、ヤニス・クセナキスに作曲を学ぶ。

1960 年代に草月アートセンター、その後ヨーロッパとアメリカ

で現代音楽演奏。1976 年から現在まで画家富山妙子と映像と音

楽による物語を共作。1974 － 76 年音楽雑誌「トランソニック」

編集。1978 － 85 年「水牛楽団」を組織し市民集会で演奏。月刊

「水牛通信」発行。1991 － 2005 年、高田和子のために三味線と

声のための作品を書く。2006年から栃尾克樹とのコラボレーショ

ン。2008 年から波多野睦美のために歌を書きピアノを弾いてい

る。

笹久保伸（ささくぼ・しん） ／ 音楽家、秩父前衛派

ギタリストとして活動を開始。2004 年から 2007 年までペルー

に在住、アンデスの農村で音楽を採集調査しながら演奏活動を展

開。イタリア、ギリシャ、ブルガリア、アルゼンチン、チリ、ボ

リビア、ペルーでソロ公演を行う。近年はアート運動「秩父前衛

派」を始動。作曲、映像、美術、文筆、演劇など様々な活動を展

開。2013 年には 8 ミリフィルムで映画２作品を、2014 年は秩父

の仕事歌を集めた『秩父遥拝』（アオラコーポレーション）、粟津

潔×秩父前衛派×飴屋法水による『すてたろう』、作曲家・藤倉

大との共同制作によるアルバム『Manayachana』を発表。また、

作曲家の高橋悠治、Sylvano Bussotti、Carlo Domeniconi、杉

山洋一に新作を委嘱し、度々初演をしている。

青木大輔（あおき・だいすけ） ／ シーク奏者、秩父前衛派

幼少の頃シーク（アンデスの楽器）と出会い、様々なミュージシャ

ンと日本各地で演奏活動を展開。13 歳の時に奥秩父の中津集落

で偶然笹久保伸と出会い意気投合し共に演奏活動を始め、2009

年、数人の仲間らと秩父前衛派を結成。その独創的な演奏スタイ

ルとキレは唯一無二として高く評価されている。2013 年、秩父

前衛派の映画に出演。2014 年、CD『秩父前衛派』『すてたろう』

を秩父前衛派として制作。椹木野衣、飴屋法水のユニット『グラ

ンギニョル未来』に役者＆音楽演奏で参加。

Irma Osno（イルマ・オスノ） ／ 歌手、秩父前衛派

ペルーのアンデスの町アヤクーチョ生まれ。

首都のリマで中高の国語科教員として働きながら、生まれ育った

アンデスの音楽を歌い、ペルーにて自身のユニットで CD を多数

リリース。また、踊り手としても活動。2009 年より秩父前衛派

に関わり、2013 年に笹久保伸との共作 CD『アヤクーチョの雨』

を日本でリリースし各方面で高く評価される。2014 年は椹木野

衣、飴屋法水の誘いにより、役者＆歌で『グランギニョル未来』

に参加。

武田雄介（たけだ・ゆうすけ） ／ アーティスト

1985 年広島県生まれ、石川県在住。2014 年金沢美術工芸大学大

学院美術工芸研究科博士後期課程修了。2011 年個展「SUNSET 

is SUNRISE」（Mori Yu Gallery ／東京）に始まり、2013 年グルー

プ展「MOBILIS IN MOBILI」（コーポ北加賀屋／大阪、CASHI

／東京、問屋町スタジオ／金沢へ巡回）などで発表。絵画を追求

し、即興的なイメージをドローイングの集積たるブック・フォー

マットに編集したもの、風景やイメージの多層世界を絵画という

かたち等で表現してきた。近年、写真、映像、インスタレーショ

ンなどにも取り組む。輪郭が露にされ得ない、境界の定まらない

時間、空間、そして記憶の領域（アンビエント）の視覚化を試み

る表現が特徴である。

島田璃里（しまだ・りり） ／ ピアニスト

1948 年京都生まれ。フランス留学からの帰国後の 1975 年より、

エリック・サティの作品を中心にコンサート活動を始める。野鳥

の愛好家としても知られ、自然と芸術との調和をめざすユニーク

なイベントを、全国各地で展開中。CD に『サティの休日』（ソニー

／日本）、『サティピアノワークス』（ソニー／ドイツより全世界

発売）ほか。著書に『サティ弾きの休日』（時事通信社）、『鳥た

ちのふしぎ・不思議』（共著・晶文社）、『歌う鳥、さえずるピアノ・

CD ブック』（草思社）がある。

梅田哲也（うめだ・てつや） ／ アーティスト

熊本県生まれ、大阪府在住。 2000 年前半頃より、パフォーマン

スを発表し始め、2002 年には「Festival Beyond Innocence」

に参加。2005 年、展覧会「sun and escape」に参加。以降、

ライブ出演や展覧会参加、ミュージシャン、パフォーマー、美術

家とのコラボレーションなど国内外で幅広く活動する。現場とな

る空間に身を置き、耳を傾け、音の流れと身体との関係性を探り、

身近な家電、日用品や廃品などを組み合わせ、気圧、重力、電流、

水流といったエネルギーを用いて、時に機械のエラーや予測不可

能な人の動きや自然現象を組み込む手法で制作する。そうして空

間自体に潜在する可能性を引き出し、モノの光と音と運動が奏で

る即興的な現象を立ち現す。インスタレーション、演奏、パフォー

マンスのいずれにも捉えられるその形態には、「音」を軸に、時

間と空間を交差する独自の領域が創出される。

原広司（はら・ひろし）／建築家、東京大学名誉教授

1936 年川崎生まれ。1959 年東京大学工学部建築学科卒業、64

年同大学数物系大学院建築学専攻博士課程修了。工学博士。

1964 年東洋大学工学部建築学科助教授。69 年東京大学生産技術

研究所助教授。82 年同教授。97 年同大学を退官、同大学名誉教

授。1970～ 98年設計活動をアトリエ・ファイ建築研究所と協同。

99 年原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所に改名。2001 年ウル

グアイ国立大学 Profesor Ad Honorem。主な作品として「田崎

美術館」「ヤマトインターナショナル」「梅田スカイビル」「JR 京

都駅」「内子町立大瀬中学校」「札幌ドーム」などがある。主な著

書は以下：『建築に何が可能か』（1967 年、学芸書林）｜『住居

集合論 1 ～ 5』（1973 ～ 79 年、鹿島出版会）｜『空間〈機能か

ら様相へ〉』（1987 年、岩波書店）※サントリー学芸賞｜『集落

への旅』（1987 年、岩波新書）｜『集落の教え 100』（1998 年、

彰国社）｜『Hiroshi Hara』（2001 年、WILEY-ACADEMY）（共著）

｜『DISCRETE CITY』（2004 年、TOTO 出版）｜『YET』（2009

年、TOTO 出版）｜『HIROSHI HARA :WALLPAPERS』（2014 年、

現代企画室）

林道郎（はやし・みちお）／美術史家、美術批評家、上智大学国

際教養学部教授

1959 年函館生まれ。1999 年コロンビア大学大学院美術史学科

粟津潔（あわづ・きよし）／グラフィック・デザイナー

1929年東京都（日本）生まれ、2009年神奈川県川崎市（日本）にて逝去。独学で絵・デザインを学ぶ。1955年、ポスター作品《海
を返せ》で日本宣伝美術会賞受賞。戦後日本のグラフィック・デザインを牽引し、さらに、デザイン、印刷技術によるイメージの複製

と量産自体を表現として拡張していった。1960 年、建築運動「メタボリズム」に参加、1977年、サンパウロ・ビエンナーレに《グラフィ
ズム三部作》を出品。1980年代以降は、象形文字やアメリカ先住民の文字調査を実施。イメージ、伝えること、ひいては、生きとし
生けるものの総体のなかで人間の存在を問い続けた。その表現活動の先見性とトータリティは、現在も大きな影響を与えている。

＜作家プロフィール＞

＜ゲストプロフィール＞
「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」



107

From Graphic to Visual: 
Awazu Kiyoshi's Theory on Visual Communication

博士号取得。現在上智大学国際教養学部教授。美術史および美

術批評。主な著作に『絵画は二度死ぬ、あるいは死なない』( 全

７冊、2003-9、ART TRACE)。Tadaaki Kuwayama (Fellbach: 

Edition Axel Menges, 2014), 『死者とともに生きる』（現代

書 館、2015）、「Tracing the Graphic in Postwar Japanese 

Art」（Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde ,  New York : 

The Museum of Modern Art, 2012）、共編書に『シュルレアリ

スム美術を語るために』（鈴木雅雄と共著、水声社、2011 年）、

From Postwar to Postmodern: Art in Japan 1945-1989 (New 

York: The Museum of Modern Art, 2012) などがある。『アジア

のキュビスム』展（東京国立近代美術館、2005 年）にはキュレー

ターとして参加。美術批評誌『Art Trace Press』の編集を務める。

杉浦康平（すぎうら・こうへい）／グラフィック・デザイナー、

神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所所長

1932 年東京生まれ。50 年代後半から雑誌、レコードジャケット、

展覧会カタログ、ポスターなどのデザインを始め、70 年頃より、

ブックデザイン、展覧会の企画・構成などの第一線で活躍。西洋

と東洋のデザイン思考の統合を目指す作品を多数生み出す。主な

著書は、アジア図像を多角的に論じた「万物照応劇場シリーズ」

の『日本のかたち、アジアのカタチ』（三省堂、1994 年）、『か

たち誕生』（1997 年、日本放送出版協会）『生命の樹・花宇宙』

（2000 年、日本放送出版協会）、『宇宙を叩く』（2004 年、工作

舎）など。ほかに『多主語的なアジア』（2010 年、工作舎）、『ア

ジアの音・光・夢幻』（2011 年、工作舎）、『アジアの本・文字・

デザイン』（2005年、DNPグラフィックデザインアーカイブ）、『文

字の美・文字の力』（2008 年、誠文堂新光社）。主な作品集に『疾

風迅雷――杉浦康平雑誌デザインの半世紀』（2004 年、DNP グ

ラフィックデザインアーカイブ）、『マンダラ発光――杉浦康平の

マンダラ造本宇宙』（2011 年、DNP 文化振興財団）『杉浦康平・

脈動する本――デザインの手法と哲学』（2011 年、武蔵野美術大

学美術館展覧会図録）がある。

WASHIO Tomoyuki (Artist)

Born 1977 in Aichi Prefecture, Washio works as an artist in 

fields including il lustration, design, photography and 8mm 

fi lm. He created the original motif "Tekun", which he has 

deployed on bags, clothing and hand towels. He captures 

"one scene" glimpses of everyday life and expresses them 

as stories in drawings from his own unique perspective. 

His work has been shown throughout the world, including 

London, Berl in ,  and Shanghai .  He has also been heavi ly 

involved with music ,  v ideo and street culture .  In recent 

years ,  he has been incorporat ing the mot i fs  of  Awazu 

Kiyoshi into images and CD jackets, among other things.

TAMAKI ROY (Rapper and Track Makeru)

Born 1981 in Miyagi Prefecture, Tamaki currently resides 

i n  Tokyo ,  p r i n c i pa l l y  i nvo l ved  i n  t he  p roduc t i on  and 

performance of musical works. Thus far, he has released 

four full albums including his latest titled "Lucky". He has 

performed at the Fuj i  Rock Fest iva l  and var ious other 

mus ic  fest iva ls  both in  Japan and overseas .  H is  work 

"Wonderful" was a Jury Selection at the 17th Japan Media 

Arts Festival. He has collaborated with a number of other 

artists including Chinza DOPENESS, Buffalo Daughter and 

Sakanaction.

SUGA Dairo (Pianist)

Bo rn  1974  i n  Kamakura .  He  s tud i ed  j a zz  a t  Senzoku 

Gakuen under YAMASHITA Yosuke and upon graduating 

became a student of the Berklee School of Music in Boston. 

S ince return ing to Japan ,  he has been act ive with the 

band Shibusashirazu and SUZUKI Isao OMA SOUND and 

has performed together with SAKATA Akira and KOYAMA 

Shota. In 2008 he released Portrait of Sugadairo and in 2010 

he performed l ive together with Yamashita Yosuke .  In 

addition to working with his own trio, which includes TOHO 

Hikaru b, and HATTORI Masatsugu ds, he has participated 

in impromptu performances with MUKAI Shutoku (ZAZEN 

BOYS), NANAO Tavito, NAKAMURA Tatsuya (LOSALIOS, ex: 

BLANKEY JET CITY), shibitt (Origami, TriuneGods), U-zhaan, 

SENBA Kiyohiko,  and MERZBOW. He had a major debut 

with Portrait of Suga Dairo 2 (Pony Canyon) in 2011 .  In 

2012, he released his first solo piano work Harukaze .Utatane  

together with sibitt, and in

2013, Yamashita Yosuke x Sugaairo.

SUZUKI Hiraku (Artist) 

Born 1978 in  Miyag i  Pre fecture ,  Suzuk i  i s  invo lved in 

a wide range of art product ion inc luding f lat drawings , 

instal lat ions ,  murals ,  v ideo,  performance, and sculpture , 

with his main theme being the act of "drawing." He has 

cont inued to expand the f ie ld of  drawing as a method 

for the generation and transformation of space and time. 

Recent solo exhibitions include Daiwa Foundation (London, 

2013) ,  WIMBLEDON space London, (2011 ) ,  and Galer ie du 

Jour (Paris, 2010) . Group exhibition participations include 

the 2014 Vancouver Biennale, the 2014 Nissan Art Award 

(BankART, Yokohama) and "Son et Lumière, and Wisdom" 

(21st Century Museum of Contemporary Art ,  Kanazawa, 

2012-2013 ) .  He is  a lso known for  l i ve drawings dur ing 

sessions with various musicians and his collaboration with 

agnès b. His books include G E N G A  and K o b u t s u  s a g a s h i  

(Looking for Minerals) .

SANDA Haruo (Art Journalist) 

Born 1948 in Fukuoka Prefecture, Sanda graduated from 

the School of Pol i t ica l  Science and Economics ,  Waseda 

University. He then became a society section reporter at 

the Mainichi Shimbun, in 1980 becoming an art reporter, 

w r i t i n g  week l y  a nd  mon t h l y  r e v i ews  o f  e x h i b i t i o n s 

etc .  He ret i red in 2008 and now works as a free lance 

ar t  j ourna l i s t .  I n  add i t i on  to  h i s  a r t i c l es  fo r  month ly 

a r t  magaz ines ,  he  superv i sed  the  ca ta logues  fo r  the 

exhibitions "Mokuma Kikuhata 1983-1998: To the heaven, 

to the sea" (1998, okushima Modern Art Museum), "Shimizu 

Akira + Yoshino Tatsumi" (2012 ,  Museum of Modern Art , 

Saitama) and "Sato Tokihiro: Presence or Absense" (2014, 

Tokyo etropolitan Museum of Photography), and the texts 

for Nakamura H i rosh i  Tab leau Mach ine and Hamada Kiyosh i 

W o r k s  I I .  He  i s  a l so  a  member  o f  the  Soc ie ty  o f  Ar t 

Journalists, AICA (International Association of Art Critics) 

Japan and a part-time lecturer at Tama Art University.

Ish ikawa Prefectura l  Assoc iat ion for  Preservat ion and 

Restoration of Cultural Properties

Established in 1997, the foundation is the only prefectural 

fa c i l i t y  i n  J apan  i nvo l ved  w i th  the  p rese rva t i on  and 

restorat ion of cultural  propert ies ,  act ing as a base for 

preservation and restoration activ ity in the region. The 

foundat ion engages in  the preservat ion and repa i r  o f 

paintings, books, ancient manuscripts , c lassical writ ings 

and panel paintings, lacquer crafts and building interiors; 

invest igat ion of  damage to cu l tura l  assets ,  storage of 

handmade papers; holding of seminars through exchanges 

with associated industries and visiting lecturers; providing 

tra in ing for  the younger generat ion and var ious other 

tasks incidental to the above. The interior restoration of 

Shokoji temple, a nationally designated important cultural 

property has been on-going since 1998 and since 2003, 

another nationally designated important cultural property, 

the documents assoc iated wi th Ish ikuro Nobuyosh i  in 

the Imizu City Shinminato Museum. In recent years, the 

preservation and restoration of contemporary architectural 

drawings and art  has begun .  As part  o f  the repa i r  o f 

cultural assets, detailed records are made and photographs 

taken of their condition before, after and during repair. All 

the documents are stored in a workshop, the aim being to 

use them in preservation and repair projects in the future. 

In the exhibit ion “Art Running Wi ld :  Awazu Kiyoshi and 

Performance” ,  representative director of the foundation 

Nakagosh i  I s se i  and  assoc i a t i on  member  Ka j i  Se i ka , 

who were responsible for the repair of the works in the 

exhibition, gave a lecture.

AWAZU Kiyoshi (Graphic Designer)

Born 1929 in Tokyo, died 2009 in Kawasaki. Self-taught in painting and design. In 1955, Awazu received the Japan Advertising 

Artists Club Award for his poster Give Our Sea Back . He was a leader in post-war graphic design in Japan and involved in 

the development as creative expression of reproduction and mass production of images using printing technology. In 1960, 

he participated in the architectural movement "Metabolism", and in 1977, exhibited his work Graphism Three PartWork at 

the Bienal de São Paulo. From the 1980s onward, he conducted a study of hieroglyphics and the written language of Native 

Americans. He continued to question not only images and the act of communication, but also human existence itself within the 

entirety of all living things. The foresight and totality of his creative activity still has a major impact today.

＜ Artist Profile ＞

＜ Guest Profile ＞

“Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance”
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TAKAHASHI Yuji (Composer, Pianist)

Takahashi Yuji studied composition with SHIBATA Minao, 

OGURA Roh and Innis XENAKIS. He edited quarterly from 

1974 to 1976. Since 1976, he has been collaborating with 

the painter TOMIYAMA Taeko, producing several narrative 

works  w i th  s l i des  and  mus ic .  F rom 1978 to  1985 ,  He 

organized "Suigyū Band (Water Buffalo Band)" for Asian 

protest songs and publ ished monthly "Suigyu Tsūshin" . 

From 1990 to 2006 ,  he compo sed for  vo ices and for 

Japanese  t rad i t i ona l  i ns t ruments .  H i s  books  i nc l ude ; 

Takahash i  Yu j i /  Co l l ect ion 1970s (He ibonsha ) ,  “Oto no 

Se jaku Se i jaku no Oto (The S i lence of  the Sound ,  The 

Sound of  the S i lence )  (He ibonsha) ,  K ikkake no Ongaku 

Kafka Note (Misuzu Shobo).

SASAKUBO Shin (Musician / Chichibu Avant-Garde)

Starting his career as a guitarist, Sasakubo lived in Peru 

from 2004 to 2007, gradually increasing the scope of his 

act iv i ty at the same t ime as he researched the music 

of  the rura l  Andes .  He has performed so lo concerts in 

Italy, Greece, Bulgaria, Argentina, Chile, Bolivia and Peru. 

In recent years, he launched the art movement Chichibu 

Avant-Garde and become involved with songwriting, video, 

art, l iterature and theatre. In 2013, he produced two fi lms 

on 8mm film and in 2014, released "Chichibu Yohai" (Ahora), 

a collection of Chichibu work songs, "Sutetaro" with Awazu 

Kiyoshi, Chichibu Avant-Garde and Ameya Norimizu , and 

the album "Manayachana" together with composer Fujikura 

Dai .  He has a lso commiss ioned and debuted new work 

from the composers Takahashi Yuji , Sylvano Bussotti , Carlo 

Domeniconi and Yoichi SUGIYAMA.

Aoki Daisuke (Siku (Andean Panf lute) Player / Chichibu 

Avant-Garde)

Hav ing come across the s iku at  an ear ly  age ,  he has 

pe r f o rmed  h i s  mus i c  t h roughou t  J apan  w i th  va r i ous 

musicians. At the age of 13 ,  he m et Sasakubo Shin by 

chance at the Nakatsu sett lement at Okuchichibu .  The 

two of them hit it off and began performing together. In 

2009, they formed Chichibu Avant-Garde with some of 

their friends. In 2013, he appeared in the Chichibu Avant-

Garde film and in 2014, produced the CDs "Chichibu Avant-

Garde" and "Sutetaro" with Chichibu Avant-Garde. He has 

per formed wi th SAWARAGI No i  and AMEYA Nor imizu ’s 

group, "Grand Guignol Mirai" , as actor and singer.

Irma Osno (Singer / Chichibu Avant-garde)

Born in Ayacucho, Peru. While working as a junior/senior 

high school Spanish teacher in the Peruvian capita l  of 

Lima, she released a CD together with her group of her 

singing the music of the Andes, the land where she was 

born and raised. She has also worked as a dancer.  She 

became invo l ved  w i th  Ch i ch ibu  Avant-garde  in  2009 , 

re leas ing the CD Ayacucho Para (Rain in Ayacucho)  in 

2013 in col laboration with Sasakubo Shin, and is highly 

acc la imed  in  va r i ous  d i f fe ren t  f i e l ds .  I n  20 14 ,  a t  the 

i nv i ta t i on  o f  Sawarag i  No i  and  Ameya  Nor im i zu ,  she 

part ic ipated with Grand Guignol  Mira i  as an actor and 

singer.

TAKEDA Yusuke (Artist)

Born 1985 in Hiroshima prefecture .  L ives and works in 

Ishikawa prefecture. DFA from Kanazawa Col lege of Art . 

His work was shown in the 2011 solo exhibition “SUNSET 

is SUNRISE” (Mori Yu Gallery, Tokyo) and the 2013 touring 

group exhibit ion “MOBILIS IN MOBILI” (Coop Kitakagaya, 

Osaka / CASHI, Tokyo / Toiyamachi Studio) among others. 

Takeda's pursuit of painting has manifested in a variety of 

forms, including compiling a book of accumulated drawings 

of improvised images, and paintings of multilayered realms 

of landscape and image. In recent years Takeda has also 

ventured into photography, video and installation, as new 

aspects of a practice distinguished by its attempt to give 

visual form to (ambient) realms of space, time and memory 

of covert contours, indeterminate borders.

SHIMADA Riri (Pianist)

Born 1948 in Kyoto. Upon returning to Japan in 1975 after 

studying in France, she began performing concerts based 

around the work of Er ic Sat ie .  She is a lso known as a 

lover of wild birds, and is currently staging a unique event 

throughout Japan with the a im of  harmoniz ing nature 

and art. Her CDs include "Satie no Kyujitsu" (Sony/Japan) 

and "Satie Piano Works" (re leased worldwide by Sony / 

Germany) .  Her writ ings include Sat ieb ik i  no Kyuj i tsu  ( J i j i 

Press) , Tor itachi  no Fushigi (co-written / Shobunsha) and 

Utau tori ,  saezu piano, CD book (Soshisha).

UMEDA Tetsuya (Artist)

Born in Kumamoto. Lives in Osaka. Umeda Tetsuya began 

doing performances in the first half of the year 2000. He 

participated in the Festival Beyond Innocence in 2002, and 

the exhibition "sun and escape" in 2005. Since then, he has 

been involved in a wide range of activities both in Japan 

and overseas including participation in l ive performances 

and  e xh i b i t i o n s ,  a nd  c o l l a bo ra t i o n s  w i t h  mus i c i a n s , 

per formers ,  and ar t i s ts .  He p laces  h imse l f  w i th in  the 

space, l istens, explores the relationship between the flow 

of the music and the body,  and using the energy from 

atmospheric pressure, water pressure, gravity, electrical 

cu r r en t s  and  hea t  comb ined  w i th  fam i l i a r  consumer 

electronics and everyday items, produces something by 

a method that incorporates mechanica l  errors and the 

unpredictable behavior of people and natural phenomena. 

In doing so,  he draws out the potent ia l  ex ist ing within 

the  space  i t se l f ,  caus ing  impromptu  phenomena that 

"perform" the light, sound and movement of things. Within 

the form that is captured in al l  of the instal lations and 

performances is created a unique area with sound at the 

center and in which time and space intersect.

"From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi's Theory 

on Visual Communication

HARA Hiroshi (Architect / Professor Emeritus, University 

of Tokyo)

Bo rn  1 936  i n  Kawasak i .  G radua ted  f r om  Facu l t y  o f 

A r ch i te c tu r e ,  Un i ve r s i t y  o f  Tokyo  i n  1964 .  Ph .  D .  i n 

Engineering from University of Tokyo in 1964. Associate 

Professor at Faculty of Architecture, University of Tokyo 

from 1969,  then became Professor f rom 1982 to 1997 . 

Currently Professor Emeritus , University of Tokyo. Hara 

Hiroshi col laborated with Atel ier Ф for design practices 

f rom 1970 to 1998 ,  and then changed the des ignat ion 

to HIROSHI HARA + Atel ier Ф Since 2001 ,  he works as 

P r o f e s so r  Ad  Hono r em ,  Un i ve r s i d ad  De  La  Repub l i a 

(Uruguay) .  Major projects include, Tasaki Museum of Art 

(1983 - 1986), Yamato International (1985 - 1986), Umeda 

Sky Building (Interconnected Superskyscraper Shin-Umeda 

City Development) (1988-1993), JR Kyoto Station Building 

(1991 - 1997) ,  Uchiko Municipal Ose Middle School (1990 

- 1992) , Sapporo Dome (1997 - 2001) .  Major publications 

include, What is possib le for architecture ,  Gakugei Shorin, 

1967, Col lect ive Hous ing Theory ,  Kaj ima Shuppanka i ,  1973 

- 1979, Space f rom Funct ion to Moa l i ty ,  Kaj ima Shuppankai , 

1987, Journey to vi l lages ,  Iwanamishinsho, 1987, Learning from 

v i l l ages ,  100 lessons ,  Shokokusa,  1998, Hi rosh i  Hara ,  Wi ley-

Academy ,  2001 ,  D i sc re te  C i ty ,  TOTO Shuppan ,  2014 ,  Yet 

Hiroshi Hara, TOTO Shuppan, 2009, Hiroshi Hara: Wal lpapers ,  

2014, Gendaikikakushitsu, 2014.

HAYASHI Michio (Art Historian and Art Critic / Professor, 

Faculty of Liberal Arts, Sophia University,)
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