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開催のご案内

日本の美術界において、第一線で活躍している作家の一人である絹谷幸二は、1966

年に東京藝術大学美術学部油画科を卒業後、同大学院の壁画科へ進学し、アフレス

コの研究に邁進しました。1970年、アフレスコの講義のために来日したブルーノ・サ

エッティとの出会いをきっかけに、翌年イタリアへ留学してヴェネツィア・アカデミアに入

学し、サエッティのもとでアフレスコ古典画法および現代アフレスコの研究に取り組みま

した。帰国後、《アンセルモ氏の肖像》で画家の登竜門と言われた安井賞を歴代最年

少で受賞。アフレスコ技法による色彩豊かで、エネルギーに満ち溢れた画面によって、

独自の画風を確立しました。劇画の要素を絵画表現へと取り込んだことで、画壇に新

風を吹き込み、新しい絵画ジャンルを切り開くなど日本の文化発展にも寄与しました。

独立展を主たる発表の場としながら、国内で数々の個展を開催しており、現在に至る

まで精力的な活動を展開しています。2001年、日本芸術院会員に任命され、2014年に

は文化功労者に選出されるなど、今後ますますの活躍が期待されています。また、絹

谷は子供の教育に高い関心を持っており、子供たちに文化芸術活動の素晴らしさを伝

えるために日本芸術院が行っている「子供 夢・アート・アカデミー」にも積極的に関

わっています。さらには、日中観光文化交流団の団長として中国を訪問するなど、国

境を越えた文化交流においても重要な役割を果たしています。

本展覧会は、絹谷幸二の初期から現在に至る代表作を展示するとともに、素描や陶

芸、ガラス作品に至るまで、この画家の多彩な活動の全貌に迫ろうとするものです。ま

た、本展覧会のために制作した京都を題材とした新作や展覧会初公開作品のほか、

絹谷作品の世界観を映像化した3面スクリーンの壮大な作品も出品され、絹谷芸術を

ご堪能いただけるまたとない機会となるでしょう。



絹谷幸二氏 略歴

1943年1月24日奈良県生まれ。東京藝術大学名誉教授、日本芸術院会員、

文化功労者。

2015年日本放送協会放送文化賞などを受賞。東京藝術大学大学院在学中

に古典的壁画技法・アフレスコ古典技法と出会う。

ヴェネツィア・アカデミアに留学後アフレスコ古典技法の現代的表現を修得し、

鮮烈なるイメージ世界を形成。40年以上にわたって日本の美術界をリードして

いる。

また、「絹谷幸二賞」を創設して若手芸術家を支援。文化庁主催の「子供

夢・アート・アカデミー」にも携わり、次代を担う若者たちに創造の喜び、楽しさ

を伝える。2016年12月23日に「絹谷幸二 天空美術館」が積水ハウスにより梅

田スカイビル内に開館される。

撮影 海田悠



会 期 ２０１７年８月２２日（火）～１０月１５日（日）

前期：８月２２日（火）～９月１８日（月・祝）、後期：９月２０日（水）～１０月１５日（日）

会 場 京都国立近代美術館 ３階 企画展示室

展覧会名 絹谷幸二 色彩とイメージの旅

（英語） KOJI KINUTANI: A Journey of Color and Imagery

開催時間 午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

金曜日、土曜日は午後９時まで開館（入館は午後８時３０分まで）

休 館 日 月曜日（ただし、９月１８日、１０月９日は開館）、９月１９日、１０月１０日

観 覧 料 一般 １４００(１２００)円 大学生 ９００(７００)円 高校生 ５００円（３００円）

※( )内は、前売りと２０人以上の団体料金。

※中学生以下、心身に障がいのある方と付添者１名は無料。

（入館の際に証明できるものをご提示ください）

※前売券は、6月22日～8月21日まで販売。

※「絹谷幸二 天空美術館」（梅田スカイビル）との２館セット券を販売します。

当日券一般券２展で２４００円のところ１９００円とお得です（６月２２日～１０月１５日まで販売）。

主 催 京都国立近代美術館、毎日新聞社、京都新聞

後 援 イタリア大使館

協 賛 岩谷産業、日本電産、ミキハウス、積水ハウス、近鉄グループホールディングス、阪急電鉄、

ワタキューセイモア、東京音楽大学、アトリエシルキー

協 力 絹谷幸二 天空美術館

京都国立近代美術館 周辺地図

開催概要

一般問い合わせ窓口：京都国立近代美術館 Tel 075-761-4111



本展の主な見どころ

0１．《アンジェラと蒼い空Ⅰ》と《アンジェラと蒼い空Ⅱ》が初対面

《アンジェラと蒼い空Ⅰ》と《アンジェラと蒼い空Ⅱ》が初対面します。絹谷氏の初期の代表作の一つとして

知られる《アンジェラと蒼い空Ⅱ》はこれまでも多くの展覧会で紹介されてきましたが、それに先立つ作品

《アンジェラと蒼い空Ⅰ》と並んで展示されるのは初めてのことです。両作品が並んで展示されるのは、前

期のみです。

02．国宝《無著・世親立像》を描いた《無著・世親》を展覧会初公開

興福寺の北円堂に安置されている国宝の《無著・世親立像》を描いた《無著・世親》が展覧会初公開とな

ります。絹谷氏が子どもの頃から興福寺周辺を遊び場とし、その頃から心惹かれていた尊像が《無著・世

親立像》です。これらの尊像に挑戦した本作はその制作過程をテレビで放映されたため、ご存知の方も多

いと思います。しかし、大切に保管されていたため、展覧会に出品されるのは初めてとなります。本作品は

前期のみの展示となります。

左：《アンジェラと蒼い空Ⅰ》 1976年
右：《アンジェラと蒼い空Ⅱ》 1976年東京国立近代美術館蔵

《無著・世親》 2013年



主な作品紹介

１章 蒼の時代
複雑な家庭環境で育った絹谷は、少年時代から無常観を持っており、「自分を包む世界には何一つ

確固としたものはないという漠然とした不安感」を表現した作品が、この時期に制作された蒼のシリー

ズです。

２章 イタリア、花開く色彩
東京藝術大学大学院壁画科で学んだ後、1971年にイタリアへ留学、ヴェネツィア・アカデミアのブ

ルーノ・サエッティ教授のもとでアフレスコの技術を学びました。1977年に再度イタリアで学ぶ機会を

得るなど、アフレスコ画を描く絹谷にとってイタリアは第二の故郷とでもいうべき重要な国です。

ジョット《キリスト復活》（部分）模写 1972年 《りんごのある風景》 1972年

《蒼の間隙》 1966年



３章 安井賞
1973年にイタリア留学から戻った絹谷は、翌年の安井賞展へ《アンセルモ氏の肖像》、《トルソーの涙

Ⅰ》を出品し、第17回安井賞を受賞しました。受賞作は《アンセルモ氏の肖像》で、受賞の最年少記録

でした。若手の登竜門であったこの受賞を機に、絹谷幸二の名は日本中へ知れ渡ります。

４章 肖像シリーズ
絹谷作品に登場する人物や仏は言葉を発し、時に歌っている者もいます。このような漫画の要素を取

り入れた表現は、画面にリズムをもたらしています。絹谷作品には人物が多く登場します。ここでは初

期から継続して制作し、代表作も多く含まれる肖像画に焦点を当てます。肖像画では絹谷の持ち味

である色彩とイマジネーションが遺憾なく発揮され、人間に対する関心の高さや旺盛な制作意欲も感

じられます。

《アンセルモ氏の肖像》 1973年東京国立近代美術館蔵

《チェスキーニ氏の肖像》 1986年奈良県立美術館蔵 《銀嶺の女神》 1997年



６章 豊饒なるイメージの世界
絹谷作品にはどの作品にも社会を見つめる作家のまなざしを感じます。

絹谷は身の回りはもちろんのこと、日本、さらには世界で起こっている様々な出来事に対して敏感に

反応し、想いを画面に託しています。

そのイメージは千差万別ながら、画面の奥には作家の熱い想いが一貫して流れています。また、平面

だけでなく立体作品も制作しており、それらもご紹介することで、横溢する絹谷の想像力の世界をご覧

いただきます。

《オープン・ザ・ボックス・オブ・パンドラ》 1990年 《黄泉比良坂》 2016年

５章 創作の秘密
アフレスコを中心としながらも、立体、陶芸、ガラス、さらには映像と果敢に挑戦を続け、表現として湧

き出るイメージもめまぐるしく展開している絹谷幸二。彼は一体、何を考え、どのように物事を捉えてい

るのか。本章では、絹谷作品の特徴である鮮やかな色彩を支えている顔料瓶と、絹谷の想いを知る手

がかりとなる言葉を用いたインスタレーションによって、作家の頭の中をそっと覗いてみたいと思います。

《泳ぐ人１》 1994年 《泳ぐ人２》 1994年



７章 挑戦の軌跡

８章 祈り

絹谷はアフレスコ画の制作へ至るまでに、数多くのデッサンを描き、それらを基に構想を練ります。ア

フレスコ画にとって下書きは重要なものであり、その下書きへと連なるデッサンも大切なものです。また、

立体やガラス作品を制作しているのは前章で紹介したとおりですが、その他に陶芸にも取り組んでお

り、そうした好奇心の強さは豊かな色彩や多様なイメージへとつながっています。

奈良出身の絹谷は、少年時代、興福寺や春日大社、奈良国立博物館があるエリアを庭のようにして

遊んでいました。そのため、仏像や神像がモチーフとして絵画に登場することはごく自然のことでした。

仏教に対する深い教養を持つ絹谷が描く仏像や神像は、現代社会へ警鐘を鳴らすとともに、立ち止

まって考えることの大切さを説いているようです。

《アルベリ（木霊）》 1990年《羅漢唄う》 1980年富山県美術館蔵

《友達》 1995年《旭日富岳》 1995年



９章 新たなる日本の風景画

絵画だけでなく、陶芸、ガラス、立体と分野を横断しながら制作を続けている絹谷は、近年、表現

の方法として映像を取り入れています。

本展では、映像作家 榎本二郎氏（株式会社Zero-Ten）の協力を得て、絹谷作品を映像表現へ

と昇華し、色彩豊かな絹谷芸術の新たな一面を紹介します。絹谷作品は主に200号キャンバスを

超える大画面作品が多く、その作風も相まって平面作品としても迫力のあるものとなっていますが、

三面スクリーンに映し出される本映像では、絹谷作品のモチーフたちが縦横無尽に駆け巡り、平

面作品とは一味も二味も違う壮大なスケールの作品となっています。

特別出品《平治の乱》

絹谷のこれまでの風景画には、故郷奈良を描いたものや日本の象徴である富士山へ挑戦したシリーズ、

留学先のヴェネツィアを描いたものなどがあります。

それらは基本的に実際の景色を基に構成された作品です。このたび、新作として京都を描いた作品では、

名所から龍が立ち昇り、それぞれの龍は太陽系の惑星を象徴した存在として描かれており、京都と宇宙を

つなぐ雄大な風景画となっています。

別の新作では、平治の乱を描いた『平治物語絵巻』「三条殿夜討巻」からインスピレーションを得て、歴史

の一場面に絹谷の世界観を融合させることにより新たな絵画世界を生み出しています。時空を超えた京

都の風景画とも言えるこの作品では、人間の行いを上空から見ている仏の存在によって、醜い行いに対

する戒めの気持ちを観る者に与えます。これら新作はこれまでの風景画とは趣が異なり、風景画の新しい

地平を開くもので、今後の展開が期待されます。

《渡岸寺十一面観音》 2009年《蒼天富嶽龍宝図》 2008年



① 仲道郁代 トークショー、ピアノ・リサイタル
８月２５日（金）午後５時３０分〜（午後５時開場）
出演：仲道郁代氏、永守重信氏（日本電産代表取締役会長兼社長）、絹谷幸二氏
定員：先着150名（事前申込制）

② 対談
９月１日（金）午後６時〜７時３０分（午後５時３０分開場）
講師：山極壽一氏（京都大学総長）、絹谷幸二氏
定員：先着100名（当日午後11時より１階受付にて整理券を配布します。）

③ 絹谷幸二公開制作
９月９日（土）、１０日（日） 午前１０時〜午後４時
（途中休憩あり）

④ 鼎談
９月１５日（金）午後６時～
出演：宗由貴氏、小池薫氏、絹谷幸二氏
定員：先着100名（当日午後11時より１階受付にて整理券を配布します。）

⑤ 神尾真由子 ソロ・ヴァイオリン・リサイタル
９月１７日（日）午後６時〜（午後５時３０分開場）
出演：神尾真由子氏
定員：先着150名（事前申込制）

⑥ ファミリープログラム「アフレスコで描いてみよう」
９月１６日（土）午前１０時〜、午後２時〜
講師：絹谷幸二氏
対象：小中学生とその保護者
定員：各回先着１５組（事前申込制）

⑦ ギャラリートーク
８月２６日（土）、９月３日（日）、９月２３日（土）各日午後３時～
９月２９日（金）午後６時
講師：絹谷幸二氏
※開始１０分前に１階受付にお越しください

⑧ 東京音楽大学コンサート
９月３０日（土）午後５時〜
出演：東京音楽大学

関 連
イベント
情 報

絹谷幸二天空美術館特別展示
「アフレスコの傑作『光ふる街』初公開」

2017年8月16日（水）～11月27日（月）

眺望抜群の梅田スカイビル27階に誕生した美術ファン待望の最新型ミュージアム「絹谷幸二 天空美術館」。

京都国立近代美術館「絹谷幸二 色彩とイメージの旅」の開催を記念して、アフレスコの傑作『光ふる街』を初公開

します。ぜひ、この機会にご覧ください。

◆絹谷幸二天空美術館

所在地：〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト27階

お問い合わせ：０６－６４４０－３７６０（開館時間内）

入館料：一般1000円、大学・高校・中学生600円、小学生以下無料、団体・障がい者割引あり

※詳細はホームページや電話でお問い合わせください。※入館の際に学生帳、障害者手帳をご提示ください。

アクセス：［電車］JR大阪駅・地下鉄梅田駅・阪急梅田駅から徒歩９分、

阪神梅田駅から徒歩１３分

［車］阪神高速１１号梅田ランプ降りてすぐ、梅田スカイビル

駐車場（時間貸し160台）

いずれも会場は京都国立近代美術館、
聴講・参加無料（本展覧会の観覧券が必要です）。
詳細、申込方法、その他のイベントについては、
京都国立近代美術館ウェブサイトでご案内いたします。
（http://www.momak.go.jp/）

http://www.momak.go.jp/


報道関係お問い合わせ

「絹谷幸二色彩とイメージの旅」広報事務局（ＴＭオフィス内）

担当：馬場、石原、清水

〒541-0046 大阪市中央区平野町4-7-7 平野町イシカワビル8階

TEL 06-6231-4426 FAX 06-6231-4440 e-mail: kinutani@tm-office.co.jp


