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コレクション展 2

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
Collection 2

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

2015.11.28 – 2016.5.8

1960年代の粟津の活動、64年の序論発表

Focusing on Awazu’s activities in the 1960s

for the first time. Part 3 included design

後、68年に結実した粟津の理論「視覚伝達論」

and centered on his “Shikaku dentatsu ron”

sketches and photographs of his 1963 steel

を軸に、
「1. デザイン会議と関連展、日本宣伝

(Theory on visual communication), which

gate for the Izumo Shrine, original drawings

」
、
「2.「ペ
美術協会（日宣美 ）展（1955–1969年 ）

came to fruition in ’68 following the publica-

and photographs of the giant mural for the

」
「3.「エンバイラメント」と
ルソナ」展（1965年 ）

tion of an introduction in ’64, this exhibition

Japan Art Festival, and photographs of his

いう思想と実践」の3つの柱で構成、95点展示。

consisted of three parts: “1. The World De-

multiple slide projection, a ﬁrst for Japan, at

1では、修復との並行調査から1963年制作のレ

sign Conference and related exhibition and

the Sogetsu Art Center in 1968. This was the

リーフ作品がポスター原画《視点の移動》で同

the Japan Advertising Artists Club (Nissenbi)

ﬁrst exhibition to survey Awazu’s “graphism,”

年日宣美出品作と同定できた事例を始め、粟津

exhibitions (1955–1969),” “2. The ʻPersona’

which ranged from advertisements, publica-

の日宣美出品作品を追跡調査、網羅した。2で

exhibition (1965)” and “3. Awazu’s ʻenvi-

tions and other print media to walls, gardens

は、粟津の基本モチーフや言葉から成る33点

ronments’ concept and practices.” 95 items

and other architectural works, spatial expres-

の印刷作品の他、手書きの展示計画書や77枚

were exhibited. In Part 1, Awazu’s contribu-

sion and writing, together with examples of

のダイアグラムを初公開した。3では、63年 出

tions to the Nissenbi exhibitions were pre-

his work. Later the same year, the document

雲 大 社 鉄 扉 のデザインスケッチや 記 録 写 真、

sented almost in their entirety, including a

of the exhibition was published.

66年「ジャパンアートフェスティバル」の巨大壁

1963 relief on board newly identiﬁed through

画の原画と記録写真、68年日本初の試みである

research conducted in conjunction with res-

スライドによるマルチプロジェクション実践（草月

toration work as the original art for the post-

アートセンター）の記録写真も紹介。広告や書籍

er Shift in Perception shown at that year’s

等印刷メディアから、壁面や庭等建築の一部、

Nissenbi exhibition. In Part 2, along with 33

空間表現、文章へと展開していった粟津のグラ

print works consisting of Awazu’s prototyp-

フィズムを具体例とともに明示した初の展覧会

ical motifs and words, hand-drawn exhibi-

だった。

tion plans and 77 diagrams were exhibited
（北出智恵子）
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(KITADE Chieko)

1–3. 展示室1：展示風景
1–3. Gallery 1: Installation view
© AWAZU Yaeko
photo: KIOKU Keizo

コレクション展2
Collection 2

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

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

2015年11月28日– 2016年5月8日

2015.11.28–2016.5.8

会場：展示室1

Venue: Gallery 1

観覧料：一般＝360円／大学生＝280円／

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

小中高生＝無料／ 65歳以上の方＝800円

Elem/JH/HS = Free, 65 and over = ¥280

入場者数：96,580人

Number of visitors: 96,580

主催：金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術

Organized by:

創造財団］

21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa (Kanazawa Are Promotion and

出品作家：粟津潔

Development Foundation)

ドキュメント：

Artist: AWAZU Kiyoshi

『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』

Document:

金沢21世紀美術館、2016年

Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and

25×21.8 cm、96p.＋2DVDs、2,700円（税込）

Performance / From Graphic to Visual:

ISBN: 978-4-903205-56-4

Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication,
21st Century Museum of Contemporary Art,

巡回なし

Kanazawa, 2016,
25 × 21.8 cm, 96p. + 2 DVDs,

企画・構成：北出智恵子

¥2,700 (tax included)
ISBN: 978-4-903205-56-4

関連企画
◇講演会：原広司「粟津潔と日本の伝統」

Curator: KITADE Chieko

（2016年3月5日、レクチャーホール）
モデレーター：林道郎
◇絵本を読もう
（2016年4月17日）
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