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粟津潔
デザインになにができるか
2019年5月18日（土）〜
9月23日（月・祝）

展覧会名

粟津潔

会期

2019年5月18日（土）〜9月23日（月・祝）

休場日

毎週月曜日（ただし7月15日、8月12日、9月16日、9月23日は開場）、7月16日（火）、9月17日（火）

開場時間

10:00〜18:00（金・土曜日は20:00まで）※チケット販売は閉場の30分前まで

会場

金沢21世紀美術館 展示室1〜6

作品点数

353点

料金

●本展観覧券
一般 1,200円（1,000円）/ 大学生 800円（600円）/ 小中高生 400円（300円）/ 65歳以上の方 1,000円
●「大岩オスカール 光をめざす旅」
（5月18日〜8月25日）との共通観覧券
「現在地：未来の地図を描くために［1］」
（9月14日〜9月23日）との共通観覧券
一般 2,000円（1,600円）/ 大学生 1,400円（1,100円）/ 小中高生 700円（600円）/ 65歳以上の方 1,600円

※（ ）内は団体料
金（ 2 0 名 以 上 ）及
び前売り券の料金

デザインになにができるか

前売り券取扱い ●本展観覧券 チケットぴあ（TEL：0570-02-9999 Pコード：769-552）、
ローソンチケット（TEL：0570-000-777 Lコード：55367）、EVENTIFY（ファミリーマートグループ）※
●大岩オスカール展との共通観覧券 チケットぴあ（TEL：0570-02-9999 Pコード：769-548）
ローソンチケット（TEL：0570-000-777 Lコード：55342）、EVENTIFY（ファミリーマートグループ）※
●現在地：未来の地図を描くために［１］との共通観覧券
チケットぴあ（TEL：0570-02-9999 Pコード：769-693）
ローソンチケット（TEL：0570-000-777 Lコード：54417 ）、EVENTIFY（ファミリーマートグループ）※
※ファミリーマート店内Famiポートにて直接お買い求めください。

主催

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

協賛

株式会社ムラヤマ

協力

津山市、凸版印刷株式会社

韓国民衆版画展示監修

印刷博物館、株式会社ピクトリコ

古川美佳、梁説

企画監修

粟津ケン

お問合せ

金沢21世紀美術館 TEL： 076-220-2800

本資料に関する
お問合せ

金沢21世紀美術館 事業担当： 高橋律子 広報担当： 石川聡子・落合博晃
〒920 - 8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076 -220 -2814 FA X 076 -220 -2802
ht tp://w w w.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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展覧会概要

金沢 21世紀美術館では 2006 年度から現在に至るまで 2,939 件の粟津潔作品・資料の寄贈
を受け、調査を続けてきました。2007 年度には、受贈作品のうち1,750 点を一挙に公開し、
粟津の活動に関わった多数の表現者による証言、ワークショップ、パフォーマンスを展開する
企画展「荒野のグラフィズム : 粟津潔展」を実施しました。その後、2014 年度から 2018 年度
まで全５回シリーズで開催した「粟津潔、マクリヒロゲル」では、パフォーマンスや建築、写真
などをテーマに調査を行い、多角的に粟津の世界観を紹介してきました。
粟津潔没後10 年に当たる 2019 年、これまでの調査研究の成果として粟津潔展を再び開催いた
します。本展では、粟津潔ご子息である粟津ケン氏を企画監修に迎え、粟津作品に貫かれる民
衆へのまなざし、そして「社会をいかにデザインするか」という視点から、粟津のデザインの本
質を明らかにしていきます。それはまた今を生きる私たちにとっても今後の社会を考える上で重
要な視点となるはずです。さらに本展にあわせ、粟津潔アーカイブを全件データベース公開し、
一部の作品についてはオープンデータ化もすすめています。まさに今、展覧会というメディアを
通して、複製こそヒエラルキーのない「民衆のイコン」であるとした粟津の精神をマクリヒロゲル
ことに挑みます。

展覧会の特徴

粟津潔の社会をデザインする視点
成熟していく日本デザイン界のなかで、「社会をいかにデザインするか」という視点を持ち続けた
粟津は、1955 年日本宣伝美術会展の公募展に初めて応募したポスター《海を返せ》で日本宣
伝美術会賞を受賞し、一躍注目を集めました。米軍の演習基地となり海を奪われた九十九里浜
の年老いた漁師を描いたポスターには、粟津の見つめた社会に対するメッセージが込められて
います。その後も原水爆禁止のアピールや韓国民主化運動を支援するポスターなど、社会的な
デザインにこだわり、「社会をいかにデザインするか」という視点を持ち続けました。多様化す
る現代社会において、私たちは何ができるかという問いが重要になってきています。本展は私
たちひとりひとりが何をできるのか問う展覧会でもあります。社会性のあるデザインの視点から
選びだした粟津作品をポスターを中心にご紹介します。

粟津潔アーカイブの全件データベース公開
当館では 2006 年度から現在に至るまで約 3,000 件の粟津潔作品・資料の寄贈を受け、調査
を続けてきました。粟津没後10 年という節目に開催する本展に合わせ、当館所蔵の粟津潔アー
カイブを全件データベース公開します。さらに、一部作品については画像のダウンロード利用も
可能となります。複製こそヒエラルキーのない「民衆のイコン」であるとした粟津の精神をここ
に引き継ぎます。

粟津潔を通して日本の戦後デザインを振り返り、今日のデザインにつなが
る痕跡を探る

粟津は日本の土着的な風土を想起させるモチーフやイメージを複製・量産するなど独自のデザイ
ンを貫いてきました。デザインに自分自身の解釈を加えることで見る者のイメージを膨らませる
ことを得意とし、書籍の装丁や劇場のポスターを数多く手掛け、その時代の文化を創造する一
端も担っていました。粟津が 60 年にわたり手掛けたデザインを通して、様々な文化が生まれた
戦後日本のデザインを振り返り、日本のデザイナーが何を考えてきたかを見わたし、デザインが
持つ可能性を探ります。
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作家プロフィール

粟津潔（あわづ・きよし）

1

1929 年東京都生まれ、2009 年神奈川県川崎市にて逝去。
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・
デザインをけん引し、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 家らとの グル ープ「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
の岩絵調査を実施。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。

展示構成

展示室1

社会を変える

戦後日本の復興期に活躍したデザイナー粟津潔は、亀やカラスなど日本の土着的なモチーフに
着目し、原色を大胆に使ったデザインで知られる。しかし、作品に一貫するのは、社会に対す
る深い眼差しである。多くの思想家・活動家たちが粟津潔にデザインを依頼し、粟津はその仕
事に誠実に取り組んだ。ベン・シャーン（1898-1969、リトアニア生まれ）に影響を受けてい
た粟津は、デザインは、客観的に事実を赤裸々に示すのではなく、心に届く感傷を表現するこ
とこそ重要だと考えていた。粟津がデザインに向き合う姿勢の原点がここにある。
2

3

4

［ポスター］
［ポスター］
《韓国の民主化闘争を支持する緊急国際大集会》
《核非武装宣言を！》
（日比谷公会堂、韓国問題緊急国際会議実行委員会） 1958年
1977年

［雑誌］
『FALLOUT』
（The Japan Council Against Atomic and
Hydrogen Bombs）
（表紙）1957年
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展示室2

デザインになにができるか

戦後の荒れ野原のなか12 歳で働き始めた粟津潔は、映画を見ることと絵を描くことを楽しみに
生きていた。終点のない山手線車内で毎日のようにスケッチしていた粟津の眼は、社会をたくま
しく生きるひとたちに向けられていた。《海を返せ》は、日本宣伝美術会の入選作で、社会性を
デザインした作品として大きな注目を集めたが、1960 年の世界デザイン会議でハーバード・バイ
ヤーが社会に対するデザインの役割を提議して以降、粟津の社会への意識はますます強くなって
いく。国家的なプロジェクトが次々に開催され、デザイナーとしての活躍の場が急激に増えていく
一方、デザインが画一化されていくことに危機感をもった粟津潔は、『デザイン批評』の発行や、
美共闘（美術家共闘会議）の支援など、社会的な活動を強めていく。
6

5

《海を返せ》
（原画）1955年

7

［ポスター］
［ポスター］
《がんにうちかとう》
《なにかいってくれ いま さがす》
（第９回国際癌会議、第９回国際癌会議組織委員会） （草月会館ボトレ、草月アートセンター・デザイン批評）
1966年
1968年

展示室3

複製のアウラ

サンパウロ・ビエンナーレに出品された作品。粟津潔は、油絵の具を用いて、複製化されるた
めの原画やイラストレーションを１点に集め、コラージュするように制作した。サンパウロの会場
では、シルクスクリーンの版を持ち込み、写真にとったこの作品をまたシルクスリーンにおきか
え、会 場の床に刷り込んだ。モチーフになっているのは、指紋、地図、印鑑、阿部定、解剖
図、鳥、モナリザ、辞典の一頁など粟 津が 繰り返し用いてきた「民衆のイコン」である。「民
衆」とはこの社会に暮らすひとりひとりのことであり、かけがえのない存在としての個人である。
粟津は、複製メディアは芸術作品からアウラが剥奪されているとしたヴァルター・ベンヤミン
（1892-1940、ドイツ生まれ）に対し、芸術創造によって剥奪されていたアウラは複製メディア
のなかにあり、礼拝的価値があるとした。粟津の信念の結晶としての絵画がこの《グラフィズム
３部作》である。
8

《グラフィズム 3 部作》1977年
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展示室4

文化を生みだす場

どのようなデザインでも粟津潔の個性が際立つからか、商業的なものを手がけることは少なかった
粟津だが、演劇や映画、書籍の装幀などは数多く手がけている。台本や原稿を読み込み、自分な
りの解釈を加え、新しいイメージを提示し作品の魅力を増幅させる。それはまさに多くのクリエイ
ターとの協働作業であったといえるだろう。そして粟津がさらにこだわったのは、ポスターや書籍
が一般の人の生活の場に広がっていくことであった。日常のなかにデザインがあることこそ粟津に
とって重要だった。
9

10

［ポスター］
《砂の女》
（la femme du sable、
teshigahara production）
1964年

11

［ポスター］
《SHONIN SHINRAN》
（AOYAMA SHOIN PUBLISHING CORP）
1957年

［ポスター］
《地の群れ》
（紀伊国屋ホール、文学座）
1969年

12

《夜叉ヶ池登場人物絵巻》1979 年

展示室4横

民衆への眼差し

太宰治の『津軽』に憧れ、撮影された写真を展示する。『津軽』は単なる紀行文ではなく、精神
的な故郷を書いたものである。精神的な故郷こそ自分たちの現在を大きくささえている世界だと
感銘を受けていた粟津は、「人間生活のフォト・ドキュメント」を撮るため青森県にむかい、そ
こで暮らし働く人たちを写している。初期のスケッチに通じる市井の人々に向けられた粟津潔の
深い眼差しがここにある。
13

［ポスター］
《竜飛崎の宿にて》1959 年

14

（不詳）
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展示室5

環境デザインへ

「デザインになにができるか」と問い続けた粟津潔は、1960 年に建築評論家の川添登、若手建
築家の菊竹清訓、黒川紀章らと「メタボリズム」を結成、「環境デザイン」という言葉を用い、
社会の変化に合わせて有機的に成長する都市や建築にも関わるようになる。津山文化センター
の壁面レリーフと内庭もそのひとつである。外壁のモチーフは「メタボリズム」として描いた生物
体の形態を雲に見立てたもの。内庭は、津山市内に打ち捨てられていた瓦を集め、それを立て
て埋め込み、１つ１つの瓦に水子の魂を見て、川に流されていくイメージを作りだした。漫画
《因果説話 すてたろう》はこの制作からインスピレーションを得て生みだされた。
15
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《因果説話 すてたろう》
（原画）
1972 年

［写真パネル］
《津山文化センター壁画レリーフと庭》
1966 年

展示室6

すてたろう元年：
民衆のイコン・秩父前衛派・韓国民衆版画

阿部定、海亀、印鑑の群れ、胎児の群れ、H 2O Earthman、無名なる漁師など土着的なモチー
フを多用する粟津潔の表現を、文芸美術評論家の針生一郎は「民衆のイコン」と呼んだ。これら
の「民衆のイコン」こそヒエラルキーなく拡大する図像だとしてこだわりつづけた粟津潔。これら
イコンの数々を壁一面に展示する。また、粟津潔の精神は今も生き続けていると語る粟津ケン氏
が選びだした、粟津スピリットを現在独自に体現しているとも言える秩父前衛派の作品と、韓国
の民衆運動を支えた在日朝鮮人二世・梁民基のコレクションを朝鮮美術文化研究者の古川美佳
氏、梁民基のご息女で東九条マダン実行委員長の梁説氏の監修のもと展示する。
17

18

《CHANGE のアースマン》1993 年

19

《ある女の肖像》1977年
油彩、シルクスクリーン／カンヴァス
162 112 cm

6

《LOVE is REAL》1979 年
シルクスクリーン／紙
34 25.7 cm
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●秩父前衛派 / CHICHIBU AVANTIST
秩父前衛派はペルーから帰国した音楽家・笹久保伸を中心に埼玉県秩父市にて始めたアート運
動 / コレクティヴである。秩父の民俗・文化人類学、歴史・郷土史、民間伝承・民謡・地域性・
ムラ・環境などを独自に調査し、秩父地域が持つ根源的な前衛性、呪術性、神話性を再発見
した笹久保伸は自らの足元を掘ること、アイデンティティを掘ることに執着した地域調査を第一
フィールドとし、第二フィールドを作品という形でアウトプットする活動を続けてきた。近年は破
壊される秩父の神の山「武甲山」を取り巻く環境問題にフォーカスした作品を制作している。笹
久保伸は「すてたろう組曲」を作曲し、ギタリストとして自ら演奏し、出版も手がけている。

●韓国民衆版画
韓国の民衆版画は、1970 年代後半から８０年代の韓国民主化運動と呼応した「民衆美術」の作
家たちによって制作された。木版画は変革運動に応える民衆の「抵抗の武器」であり、文化の根
を探るメディアとして機能した。こうした木版画が海を越え、日本にもたどりついた。韓国民衆
文化運動のひとつ「マダン劇（広場の演劇）」を日本に紹介し、大阪・東京・京都を中心に文化
運動を実践していた在日朝鮮人二世・梁民基（1934 ― 2013）が版画を入手し、弾圧厳しい隣
国の民主化を支援したからである。当時、木版画を担って日本を往来した洪善雄（1952 ―）の
新旧作品をはじめ、民衆の典型を示した呉潤（1946 ― 1986）、農村や工場等の現場を刻んだ
金鳳駿（1954 ―）、光州民衆抗争を伝えた洪成潭（1955 ―）、韓国の女性美術運動を牽引し
た鄭貞葉（1962 ―）らの作品を展示する。これらは時代の息吹であり、梁民基ら在日韓国・朝
鮮人が「みずからの文化の創造」を試みた軌跡である。それは第三世界へ意識を向け、芸術分
野の境界をとりのぞき、社会と対峙した粟津潔の精神と響きあう。そしてその活動は次世代の
梁説らによる京都「東九条マダン」に受け継がれ、粟津潔の創作と共鳴しつつ、まさにこの場で
も現在進行中である。
20

21

笹久保伸《秩父少女》2018 年

洪善雄（ホン・ソンウン）
《祈り》1987年

7

PRESS RELEASE

関連プログラム

オープニング・トーク
出演：粟津ケン（本展企画監修者）
軸原ヨウスケ（デザイナー、本展グラフィックデザイン担当）
日時：2019 年 5 月18 日（土）14:00 -15:30
会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール

トーク＆ライブ
出演：［トーク］
笹久保伸（秩父前衛派） 椹木野衣（美術評論家、多摩美術大学美術学部教授）
［ライブ］ 秩父前衛派
日時：2019 年 6 月 8 日（土）14:00 -15:00（トーク）15:30 -16:30（ライブ）
会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール

レクチャー「韓国民衆版画に魅せられて

ー 梁民基（ヤン・ミンギ）と粟津潔が見たもの、描いた世界」
出演：梁説（ヤン・ソル／東九条マダン実行委員長、立命館大学先端総合学術研究科博士課程）
古川美佳（朝鮮美術文化研究、女子美術大学非常勤講師）
日時：2019 年 7 月 6 日（土）14:00 -15:30
会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール
定員：80 名（事前申込み不要、先着順）
参加費：無料

古川美佳（ふるかわ・みか）

梁説（ヤン・ソル）

東 京 生まれ。朝 鮮美 術 文化研究。女子 美 術 大学 非

東 九条マダン実行委員長。マダンとは「広場」を

常 勤講師。早稲田大学卒業後、韓国 延世大学韓国

意味し、京都で 最も在日韓 国人・朝 鮮人 が 住む

語 学 堂 修 了、在 韓 国 日 本 大 使 館 専 門 調 査 員

地 域 であ る東 九 条で、韓 国・朝 鮮人と日 本 人、

（1993-96 年）。著書『韓国の民衆美術―抵抗の美

様々な立場の人たちが、ひとつのマダンに集うこ

学と思 想』
（岩波書店、2018 年）。『韓 流 ハンドブッ

とを目的としたまつり。マダンでは長年にわたりマ

ク』
（新書 館）、
『光州「五月連作版画― 夜明け」ひと

ダン劇づくりを担う。2010 年に立命館大学先端

がひとをよぶ』
（夜光社）、『アート・検閲、そして天

総合学術研究 科に社会人入学し、梁民 基が手掛

皇』
（社会評論社）などに寄稿、共同編集に『東アジ

けた民衆 文化運 動や東 九条での祝祭的動向つい

アのヤスクニ ズム』
（唯学書房）など。

て研究を行う。

※都合により、プログラムの内容を変更する場合がございます。
※詳細およびその他会期中開催される関連プログラムについては
美術館ウェブサイト（w w w.kanazawa21.jp）をご確認ください。

広報用画像

画像 1〜21を広報 用にご提 供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し
込みください。

Email: press@kanazawa21.jp

［使用条件］
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レ
イアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、後日、掲 載 誌（紙）、URL、番 組 収 録の DVD、CD などをお送りください。以 上、
ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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