Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance

インタヴュー : 原広司（建築家、東京大学名誉教授）
取 材 日：20 14年11月19日（水）

場所：ア ト リ エ・フ ァ イ（ 東 京 都 渋 谷 区 ）

取材者： 北出智恵子 （金沢 21 世紀美術館キュレーター ）

前衛の 60 年代
原広司（以下、H ）: 粟津潔さんと最初にお会いしたのは 1966 年エンバイラメントの会です。それから、
『 建築に何が可能か』
（ 1967 年）
という本を私が書いてその装丁を粟津さんがデザインしています。
私の記憶では、エンバイラメントという言葉は、1954 年からジェン・ケージのところにいた一柳慧さんが日本に輸入したというイメー
ジですね。ケージは、 1952 年に《 4 分 33 秒》を作曲するなど、彼は非常に環境への意識が高かったと思います。ジョン・ケージの《 4
分 33 秒》を日本で初演したのが一柳さんであると武満徹氏の奥様から聞きました。 (1) つまり、それが音楽でありパフォーマンスだっ
たわけです。
一方で、60 年代というのは、全世界的にみても、きわめて前衛の時代だったのです。日本でも負けないようにやらなければならない、
その意識のリーダーが粟津さんであったことは確かです。粟津さんは、一時は、何をやってもアンディ・ウォーホルという感じ。同じ
グラフィック・デザインという分野ですしね。意識の中で、ウォーホルに負けないようにと思っていたと思います。粟津さんは、何事
にも興味を持つ人で、特にアメリカ、ヨーロッパで起る新しい動き、例えば、ポップアートなどを自分の手で一応行ってみるという貪
欲精神に溢れていた人だったと言えます。

1910 年代から 20 年代にかけて前衛とオーソドックスと両方が出て来ました。戦後、ジョン・ケージが口火になって、ウォーホルが出
て来るという（ニューヨークの）ヴィレッジの雰囲気が、 1967 年から 68 年頃でした。その頃、マース・カニングハムなど、アメリカ
からいろんな人達が来日していました。マースと一緒に来ていたアメリカ人女性が、私のニューヨーク滞在中、ヴィレッジなど色々な
場所に連れて行ってくれました。私はウォーホルやベルベッド・アンダーグラウンドの人々に会ってはいないけれども、ロバート・ラ
ウシェンバーグには会いました。系統が違うのですね。明確に仕分けがついていたかどうかはわかりませんが、ヴィレッジの全盛期で
したから、ニューヨークに来ると、スタジオがあったり、絵を描くところがあったり、小さいところでたくさんのことが起こっていて、
皆集まって来て大騒ぎをするのです。私は、そこらの若い連中と会って時を過ごしていました。
前衛という感じは、建築だと違うのです。フィリップ・ジョンソンがカオティシズムという概念を出しています。混乱主義というこ
とです。近代建築のやり方というのを全面的に否定して、各自が勝手に作るべきということを言っていたのです。そうした雰囲気が、
後に、これは磯崎新さんの領域ですが、ポストモダンにつながっていくのです。

1967 年に武満さんの『ノヴェンバー・ステップス』などオーソドックスな音楽が出来る一方、前衛的な意識が非常に強かった一柳さ
んを軸とした雰囲気の中で、粟津さんは、実際には前衛のリーダーだったわけです。武満さんは私たちのグループに一緒にいました。
大江健三郎さんなどを加えて文化活動を全般的にとらえる同じ仲間なのですよね。この活動には粟津さんは加わっていません。粟津さ
んは、デュシャンや未来派の 1910 年代から 20 年代にかけての動きあたりに意識があったと思います。粟津さんは、建築家のアントニオ・
サンテリアが好きでしたね。サンテリアは絵だけを描いた建築家ですが、ダイナミックで、近代建築史では非常に重要です。
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「なにかいってくれ

いま

さがす」

北出智恵子（以下、K ）:「 *expose ʼ 68 」のことについて書かれた 2006 年印刷博物館発行の冊子『 *expose ʼ 06：粟津潔デザイン曼荼羅』
の中で、原先生は、「私も、度々、あやしげなパフォーマンス・展覧会・ディスカッション等々に捲きこまれた」と述べていますが、パ
フォーマンスとは具体的には何をさしているのですか？

H:（笑）…全体を言っているのではないでしょうか。そうそう、捲きこまれました（笑）。特に印象にあるのが、草月会館の「なにかいっ
てくれ、いまさがす」ですね。粟津さんは台本を持っていたかもしれないけれども、私は、呼び出されて何の打ち合わせもなく、何も
手渡されず、文脈がよくわからないうちに、（草月会館の）舞台に立たされて「音を出せ」と言われて（笑）。ラジオがあって、ダイヤ
ルを回すとピーとかガーとかいうようなすごい騒音が出るのですよね。（笑）これは今考えるとダダの「操音音楽」やシュトックハウゼ
ンの電子音楽にも関連するようなパフォーマンスですね。音源は数台でしたね。それで、お互いにどういう風にすると話したこともな
いし、時々周りを見て、音を出す感じでしたね。つまり、音楽で言えば、ケージの「偶然性」に依拠している。ですから、「何も打ち合
わせしない」ことが重要だったのではないでしょうか。おそらく、素人集団でやるということが、粟津さんにとっては重要だったのでしょ
うね。「よくわからない、なんでもいいからやって来いというからやっています」という感じでしたね。ただ、その事自体の意味は、私
はわかっているわけです。意味があるから粟津さんがやるというのはそういうことなのだという。全て色々計画しつくしてやっている
わけではないことが面白いところであり、重要で、それが真のパフォーマンスなのではないかと思います。当時から、歴史的にその意
味がわからないわけではなかったですね。世代的に認識していました。例えば、アメリカもそうだったわけです。アクション・ペイン
ティングの一方で、ジャスパー・ジョーンズなどがいました。要するに、新しい時代が到来しているという機運がヴィレッジに充満し
ていて、それが、私達の行いに出ていたのだと思います。やはり、 60 年代というのは、様々な表現において圧倒的に革命的でした。私
は 59 年に大学を卒業しましたが、 60 年に安保があり、時代は 70 年の万博に向かっていて、それから、 67 年、 68 年、 69 年は、全共
闘運動の時代でした。革マル派や中核派がすごいパワーを持ち、全国の大学を二分して、死人が出ていたのがこの頃です。世界全体の
文化革命というか。考えられないくらい、いろんなところが興奮状態にあったわけですよね。私たちの雑誌『デザイン批評』が終わろ
うとしている時は、 1969 年に全共闘運動が一様の集結をし、万博開催の直前で、二つの力が錯綜している時代でしたね。

粟津潔邸：エンバイラメントとしてのリフレクション・ハウス
H: 粟津邸が完成したのが 1972 年です。その当時、私の事務所は現在の場所、つまり東京都渋谷区の近くにありました。一年間ずっと、
粟津邸の設計だけやっていました。他に仕事もないですし。住宅の設計に一年という期間をかけることはとても長いのです。粟津さん
は毎日のように来てデザインするのです。デザインというか、自分が何をやりたいか話をするのです。自邸となる家の話なんか全然し
ません。毎日のように来る施主なんていないではないですか（笑）。それで、粟津さんは、電話でデザインして、アシスタントに、指示
するわけです。それで「よし出来た」と言うのです（笑）。自分のデザインを考えているのですよ。なにしろ、当時は、本とかポスター
とかものすごい数をつくっていましたね。亀のモチーフを使用した小杉武久さんポスターなど、私もいくつかのポスターの仕上がりの
現場を私の事務所で見ています。なにしろ粟津さんは、「俺は絵を描くんだ」と言うのです。北斎を意識していたのです。もともと、日
本の伝統を強く意識していたので、前衛と伝統が重なりあっていた。粟津さんは、両者（前衛と伝統）の間に矛盾はなかった。それが、
北斎であったわけです。北斎が当時の前衛であったことは明らかですから。

K: 1972 年には、粟津さんは原先生設計の自邸で映像《風流》を撮影されています。それに、ブリジット・フォンテーヌの音楽をのせて、
展示されていたようです。

H: はい、知っています。彼は話していましたからね。当時、ルイス・マイルストンの『雨』のように、じっと静止して、それを描きつ
づけるスタイルを私たちは意識していましたね。
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K: 粟津邸を設計する際、どのように構想し、一年かけて組み立てていかれたのですか？
H: 粟津邸は、私の住居（ 1973-74 ）、ニムラ邸（ 1976-78 ）と同様の、反射性住居、リフレクショ
ン・ハウスというパターン、対称系のプランです。対称系というのは非常に古典的で、当時
は、シンメトリーを避ける傾向があったことに対して、前衛的なムードが満ちている時だっ
たから、私は、みんながやらないことをやるべきだと思ったのです。そして、このパターンは、
環境論、つまり、エンバイラメントのスタートになっているわけです。要するに、通風、採光、
反射性の音響状態、自然環境をあのパターンの中に組み込んでいるのです。そういう、エン
バイラメンタルな志向̶̶ 風の動きが上に抜けていくようなスタイルなど̶̶ も含めた住居
のパターンを作り出すのに、大体一年かかったのです。その間、数多くの模型を作り、そして、
次々と変わっていきました。
粟津さんが「うちを作れ、設計しろ」という話を出したのは、エンバイラメントの展覧会「空
間から環境へ」で私が作った有孔体のパネルから出発しています。これを見て、粟津さんが
「気に入った、（うちを）作れ」となったわけですね。《有孔体の世界》は、「閉じた空間に孔
をうがつ」ところに成立する建築です。それまで作った建物など色々なもののイメージを形
にしたものです。実は、私の場合、この頃からスタイルが変わっていきました。《有孔体の世
界》とは違ったデザインでやろうと。それまで閉じた被覆の表面に穴を開けていたのに対し
て、立体的に三次元的に孔をあけようという意識に変わっていったのです。ですから私の手
がけた現在の京都駅のような谷の形、縦長で立体的なパターンの始まりが粟津邸なわけです。
この三次元的な孔が生成される過程で粟津さんは、別の起点から建築とは無関係な様々なグ
ラフィックの新しいパターンをつくり出したと言えます。
粟津さんは、自分がやらなければならない仕事がいっぱいあって、それらを頭の中でデザ
インしていたと思います。あの人は、人と話しながら、その間に自分のアイデアを構築する
のです。だからいい聞き手がいると思って、来て、自分の考えをここで整理するということ
だったと思いますね。これで一年間、聞いてくれる人がいるな、と（笑）。粟津さんは意見を
さかんに一方的に言っていて、そこに聞き手がいるということが重要だったのですよね。
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メタボリズムと粟津潔：近代と伝統、そして日本的なるもの
K: 原さんが大学を卒業される頃、先輩達がメタボリズム運動に関わられていますよね？当館の粟津コレクションの中には 1964 年の議
事録の写しがありました。

H: 「メタボリズム」は、建築の運動、ムーブメントで考え方です。「メタボリズム」、つまり、新陳代謝という思想を持ち、それを原理
とした建築が作られました。ですが、メタボリズムの作品だと呼ぶにふさわしいものは、黒川紀章さんと菊竹清訓さんの自邸（スカイ
ハウス）しかないですね。そして、川添登さんの一連の理論、本が中核であるということではないでしょうか。粟津さんからメタボリ
ズムの話を聞いたことはほとんどありません。世界デザイン会議があって、やがて来る万博。全体の流れとしては、万博をメタボリズ
ム運動のひとつの動きとしようとする思惑があったのかもしれません。丹下健三さんは、万博の中心的人物で、全体計画を進めていま
した。広場があり、テーマ館があり、天幕がかけられることで統合されるというプランでしたね。

K: 原さんのように、当時学生だった方々は、メタボリズム運動から学んだものはあったのでしょうか？
H: 「メタボリズム」の前に伝統論争というのがありました。それが、 60 年までの課題だったのです。建築の話で非常に明快なのは、
近代と伝統をどういう風に融合して、大衆のための建築を作るかという論争でした。そして、新建築社をクビになった川添さんが、メ
タボリズムという考えを出したわけです。同じ問題について、映画の場合ですと、小津安二郎は論争をするまでもなく、日本の伝統の
表現者ですよね。映画という道具を使うけれども、映しているのは非常に日本的なものです。それから、彫刻でいうと流政之がいて、
建築で丹下建三、白井晟一。いずれにしても、日本の近代と伝統と、どういう風に向かいあうかという問題が実際にありました。川添
さんの意向も、ヨーロッパの影響は強く受けたけれど、まねをしないでやっていくということだったと思います。それがメタボリズム
に表れているのです。では、粟津潔はどうであったかということは、非常に中核を成す話です。例えば、粟津さんの受けたアンディ・ウォー
ホルの影響はとても強い。行動様式、態度、表現の原理、根底にある潮流、芸術に対する向かい方は極めてヨーロッパ的かもしれない
ですが、結局、ものすごくウォーホルを意識していると同時に北斎を意識していました。粟津さんは小津みたいなものです。やること
なすこと、全て結局日本的になるのです。素材をとってもね。例えば、指紋、印鑑、地形図、亀など、ものすごく日本的で、元々日本
の伝統に根ざし、ルーツはとても深いのです。つまり、粟津さんは、意識は前衛的な潮流の中にいるけれども、自分が出すものはアイ
デンティティがものすごくはっきりしていて、出所が非常にはっきりしていたのです。建築の話をしますと、粟津さんとはちがったと
ころを話さなくてはならないので、この場にふさわしくないので、別の機会にしますが、粟津さんの芸術あるいは表現に起点にあると
ころは、伝統つまり表現のアイデンティティに対する考え方がポイントとなります。メタボリズムが先にあるのではなく、日本の伝統
が源にある。ここをはっきり区別すべきです。武満徹や大江健三郎がメタボリズムに関係していないように、粟津潔もさしたる関係は
ない。私も同様です。多少関係がありそうな磯崎新さんも、実際には関係ないと思います。

（編集：北出智恵子）

註

1. 初演は 1962 年。（ 2016 年１月 30 日一柳慧氏に確認）
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Interview: HARA Hiroshi (Architect,Professor Emeritus, University of Tokyo)
D a te : We d nesday 19 November, 2014
Interviewer： KITADE

Chieko

Pl a c e : A t e l i e r φ（ Sh i b uy a - ku, Toky o）

(Curator, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

Avant-Garde 1960s

Hara Hiroshi ( “ H ” ): I first met AWAZU Kiyoshi at the 1966 Environment event. After that, I wrote the book W h a t i s
P o s s i b l e i n A r c h i t e c t u r e ? (1967) and Awazu designed the binding.

According to my memory, the word “ environment ” was imported into Japan by ICHIYANAGI Toshi, who had studied
with John CAGE from 1954. Cage in 1952 composed 4 ’ 3 3 ” and so on, and he was extremely consciousness of
environment. I heard from TAKEMITSU Toru ʼ s wife that Ichiyanagi was the first to perform John Cage ʼ s 4 ’ 3 3 ” in
Japan. 1 In other words, it was music and that was a performance.
The 1960s, then, was a very avant-garde period, even globally. At that time, there was a feeling that Japan,
too, shouldn ʼ t be outdone, and truly, it was Awazu who took the lead in spreading this awareness. For a period,
everything Awazu did was like Andy WARHOL. He was, after all, working in the same field, graphic design. I
think, in his mind, he did not want to be outdone by Warhol. As a person, Awazu was interested in everything and,
especially, new trends happening in the USA and Europe, and for example, he wanted to at least try making Pop
Art with his own hands. He was overflowing with hungry ambition.
Both the avant-garde and orthodox existed in the 1910s and 1920s. After the war, with John Cage as a trigger,
Warhol and the Village (New York) came along. That was the period of around 1967 and ʼ 68. Around that time,
people like Merce CUNNINGHAM came to Japan from the USA. An American woman who came here with Merce
took me around to the Village and other spots while I was staying in New York. I did not meet Warhol or the Velvet
Underground people, but I did meet Robert RAUSCHENBERG. It was a different realm, right? I do not know how
clearly I understood it all, but the Village was at its prime, so arriving in New York, there would be studios and
places to paint pictures, and a lot was going on in a small place, and everyone gathered and it was a scene. I
passed the time meeting the young people of that scene.
In architecture, the atmosphere of the avant-garde was different. Phillip JOHNSON had announced his concept of
Chaoticism. Completely negating the methods of modern architecture, he talked about how each architect should
create as he thought best. This was ISOZAKI Arata ʼ s territory, and this atmosphere later on led to post-modernism.
In 1967, there was orthodox music like Takemitsu ʼ s "November Steps" on one hand, but amid this atmosphere of
strong avant-garde awareness centering on Ichiyanagi, Awazu was in fact the actual leader of the avant-garde.
Takemitsu was also in our group. OE Kenzaburo and others joined and people from across the cultural field were
interacting. Awazu did not take part in this activity. He was focused, I think, on the actions of the 1910s and ʻ 20s
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with Duchamp and the Futurists. Awazu liked the architect Antonio SANT'ELIA.only created pictures as an architect,
but he was dynamic and very important in modern architectural history.

2

“Nanika itte kure, ima sagasu”
Kitade Chieko ( “ K ” ): In the booklet * expose ’06: K i y o s h i A w a z u D e s i g n M a n d a l a , published in 2006 by the Printing
Museum, in which “*expose ʻ68” is discussed, you mention that “I, too, sometimes got caught up in crazy
performances, exhibitions, and discussions. ” What kind of performances were they, actually?
H: (Laughs) . . . I was talking about overall, I think. That ʼ s right, I got caught up (laughs). What I especially
remember is “ Nanika itte kure, ima sagasu ” at Sogetsu Hall. ” Awazu had a script probably, I think, but I was called
to take part without any previous discussion or being handed anything. Not knowing the context yet, I was made to
stand on the stage (at Sogetsu Hall) and told to “ make sounds ” (laughs). There was a radio, and by turning the dial
you could get whining sounds and garbled noise, and this terrible noise was coming out (laughs). Looking back
on it now, this was a performance related to Dada sound manipulation and Stockhausen ʼ s electronic music. There
were several sound sources. And so, without any discussion of how to do what, we kept producing sounds while
sometimes looking around. In musical terms, to rely on what Cage called “ coincidence, ” in other words. As such,
not having any kind of pre-meeting was an important factor, perhaps. Probably, Awazu thought it important to do
the performance with a group of amateurs, I think. It was like, “ I don ʼ t really know, I ʼ m just doing it because I was
told ʻ Anything is okay, so just come. ʼ” Still, I did understand the meaning of this, itself. It had meaning and that is
why Awazu would be doing it. The fact it was being done without planning everything in various ways is what was
interesting and important, and that made it a true performance, perhaps. It was not as though I didn ʼ t understand
the meaning of it historically. I was conscious of this as a person of my generation. For example, the United States
was the same way. On one hand, there was action painting, and on the other, Jasper JONES. In other words, the
feeling of a new age having arrived filled the Village, and that feeling came out in our doings, I think.
The 1960s was overwhelmingly a revolutionary time in many fields of expression. I graduated from university in
1959, and in the 1960s there was Anpo (student protests), and in the ʻ 70s there would be the Osaka Expo. 1967,
ʼ 68, and ʼ 69 was the time of the Zenkyoto student movement. The Japan Revolutionary Marxist (Kakumaru-ha)

and Japan Revolutionary National Committee (Chukaku-ha) had tremendous power, and it was at this time that
universities across the nation became divided in two and people died. The entire world seemed to be undergoing
a cultural revolution. There was an unbelievable state of excitement in many different places. Around when our
magazine, Design Hihyou , was coming to an end, the Zenkyoto student movement reached a kind of conclusion in
1969, and with the Osaka Expo about to be held, the two factions became entangled. It was that kind of era.
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Awazu Kiyoshi House: A Reflection House
as an Environment

H: Awazu House was completed in 1972. At the time my office was in its present location, near Shibuya. For an
entire year, I did nothing but work on the Awazu House design. For one thing, I had no other work. A year is a
long time to spend on the design of a house. Awazu came over almost every day to do design. Design or, shall we
say, chat about the things he wanted to do. He never talked about his future residence. Have you ever heard of a
house owner visiting the architect every day? (Laughs.) So, Awazu would do design work on the telephone, giving
instructions to his assistant. And he would say, “ Okay, it ʼ s finished! ” (Laughs.) His mind was on his own work. At
any rate, he was designing a huge number of books and posters and things, at the time. I saw a number of posters
get finished in my office, such as the poster for KOSUGI Takahisa using a turtle motif. Anyway, Awazu would say,
“ I make paintings. ” He was very conscious of Hokusai. He originally had been interested in Japan ʼ s traditions, so

avant-garde and tradition overlapped in his mind. For him, there was no contradiction in this. The same as Hokusai.
Hokusai was clearly the avant-garde of his time.
K: In 1972, the film Furyu was shot at the house you designed for him. It was apparently screened with music by
Brigitte FONTAINE.
H: Yes, I know the film. He told me about it. At the time, we were interested in a style of depicting the story in
silence, as in Lewis MILESTONE ʼ s Rain.
K: How did you envision Awazu House when you were designing it?
H: Awazu House is of the Reflection House pattern with a symmetrical plan, like my own house (1973-73) and
Nimura House (1976-78). Symmetry is very classical, so the trend was to avoid symmetry at the time, but the
avant-garde was in the air and I felt I should do something no one else was doing. This pattern, then, gave a start
to thinking about “ environment, ” which is to say, incorporating ventilation, daylight, reflected sound, and natural
environment. It took me an entire year to create this pattern of house, including this environmental orientation ̶
such as an approach with breezes escaping from above. During that period, I created a great number of models,
and it continually changed in form.
It was after showing the “ yukotai ” (porous object) panel I created at the environment exhibition, “ From Space to
Environment, ” that Awazu told me, “ Make me a house, design me a house. ” Awazu saw that model and said, “ I like
it, make me a house. ” The World of Yukotai meant a house created by “ opening holes in a closed space. ” It took
its forms from the imagery of buildings I had created until then and so on. In my case, in fact, my style changed
around this time. I decided to create a design different from what was in The World of Yukotai . Rather than open
holes in the surface of a closed membrane, I felt I wanted to open holes three dimensionally in a cube. As such,
Awazu House was the beginning of the valley shape or vertically long three-dimensional pattern you see in my
design for the present Kyoto Station. Awazu, from a different standpoint unrelated to architecture, used this process
of forming three-dimensional holes to create various new patterns of graphic design, we can say.
Awazu had a great number of jobs he had to do, and he was always designing them in his head, I think. That guy
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would compose his ideas while talking to someone. So, I think he always came by because I was a good listener for
him and he could organize his thoughts here. For an entire year, he had someone to listen to him (laughs). Awazu
would express many opinions unilaterally, so having someone to listen was important to him.

Metabolism and Awazu Kiyoshi: Modern and Tradition,
and Japanese Things
K: Around when you graduated, the generation of architects before you were engaged in Metabolism, right? In this
museum ʼ s Awazu collection we found a copy of the minutes from 1964.
H: “ Metabolism ” was the thinking of an architectural movement. Taking the concept of metabolism as a principle,
architecture was being created. Still, the only buildings that can properly be called works of Metabolism are
KUROKAWA Kisho ʼ s architecture and KIKUTAKE Kiyonori ʼ s residence (Sky House). Then, the series of writings and
books by KAWAZOE Noboru form the core, perhaps. I almost never heard Awazu talk about Metabolism. A World
Design Conference was held and, eventually, the Expo. In terms of the overall flow of things, there was perhaps a
view that the Expo should be an expression of the Metabolist movement. TANGE Kenzo was the central figure in
undertaking the planning of the Expo. There was a plaza, theme buildings, and the whole was unified by hanging a
membrane over it all, this kind of plan.
K: Was there something that you and other students of the time learned from the Metabolist movement?
H: Prior to “ Metabolism ” there was what they call the tradition debate. That was the big issue until 1960. In
architectural discussions, the argument about how to fuse modern with tradition and create architecture for the
public was very clear. So, Kawazoe, who had to leave Shinkenchiku, came forth with the idea of Metabolism.
If we consider this same issue in the context of movies, OZU Yasujiro was unquestionably a voice of Japanese
tradition. He used movies as tool, but what he showed was extremely Japanese. Then, in terms of sculpture, there
was NAGARE Masayuki, and in architecture, Tange Kenzo and SHIRAI Seiichi. In either case, this issue of how to
deal with Japanese modern and tradition actually existed. Kawazoe ʼ s opinion, too, while strongly influenced by
European thinking, was about trying to create without mimicking others. This came through in Metabolism. Where
Awazu stood in all this, then, is very close to the core. Awazu, for example, felt a strong influence from Warhol.
Awazu ʼ s behavioral pattern, attitudes, expressive principle, underlying trends, and approach to art were maybe
all very European, but ultimately, he was extremely conscious of Warhol and also of Hokusai. Awazu was like Ozu.
Everything he produced was Japanese in mood, even in terms of materials. For example: fingerprints, ink seals,
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topographic maps, turtles, and so on, they are extremely Japanese, and his roots in Japanese tradition
were originally very deep. Which is to say, in terms of his awareness, Awazu was in the avant-garde
trend, but the things he produced have an extremely clear identity, and their source is also extremely
clear. On the issue of architecture, we need to talk about an aspect very different from Awazu and
not suited to this occasion, so I will save that for another time. As for the art of Awazu or the source
of his creation, however, this was not Metabolism but rather tradition, which is to say, thinking with
regard to the identity of what he created. His work did not grow out of Metabolism; rather, it was rooted
in Japanese tradition. We should be clear in making this distinction. Just as Takemitsu Toru and Oe
Kenzaburo have no connection with Metabolism, neither does Awazu have much of a connection. I am
the same way. Also, Isozaki, although seeming to have a connection, does not actually.
(edit: Kitade Chieko)

Note
1. The First performance was in 1962.(Confirmed with Ichiyanagi Toshi, January 30, 2016)
2. In English: "Say Something Now,I'm Looking for Something to Say"
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