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第６回美術館大学　講演 「秋山孝 自作を語る」



ごあいさつ

秋山孝ポスター美術館長岡 (APM)は、開館2周年目になる新作のポスター集 「Takashi Akiyama Poster 2」を

発行することができた。徳島・ポスターギャラリー実行委員会から「AWA藍」というテーマで野外ポスター展の依

頼を受け制作した「Sky & Sea（空と海）」から、浜田市世界こども美術館で開催された「秋山孝 in 浜田2011」展

のポスター作品18点からなるアニュアルだ。2010年度に制作したポスターで特に気になるのは「Earthquake 

Japan,Tsunami（2点シリーズ）」だ。2011年3月11日、国内の観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震

となった東北関東大震災による、太平洋沿岸各地の大津波を予言したかのようなものとなった。「多摩美術大学

地震ポスター支援プロジェクト」（2004年12月3日）は、災害支援においてデザイナーのできることは何かというこ

とから、ポスターの力を使い災害を忘れず記録することを目的にスタートした。災害における認識記録としてのイラ

ストレーションポスターは、貴重なものであり、日本における地震の二次災害は津波が恐ろしいということを再認

識した。

ポスターの魅力は、1枚の程よいサイズの大きな紙に印刷してあり、1つのメッセージをシンプルに、魅力的な表現

をもって伝えるものだ。しかもそこに作者の視点と個性が出れば、なおさら良いものになる。あまりにも薄い紙で

儚さもあるが、その時代を端的に語るし、芸術的な価値もある。日本画や油絵などとは全く異質なもので、規定さ

れたサイズに図像と文字からなるという絶対的な条件がある。しかし、ITのようなものとは異なり、実在感がある。

そして、どこにでも貼れ、展示できる自由さがあるし、タフなメディアであることも確かだ。

新作のポスター「メッセージ・イラストレーション・ポスター」のアイデアコメントを引用しよう。「秋山孝ポスター美

術館長岡では、多摩美術大学大学院生による2回目のメッセージイラストレーションポスター展を開催した。オ

ープニングには学生が集まり作品の講評会や懇親会を行った。ポスターデザインは15世紀ブルージュのハンス・

メムリンク「オリーブの枝を持つ天使」（祭壇画断片）をモチーフとして口元から囁くような真実のメッセージを

告げている姿を表現した。静かな声も限りなく心に響くものだ。」

APMでは「美術館大学」という名の公開講演会を開催している。本年度は第5回「秋山孝 中国ポスターを語る」、

第6回「秋山孝 自作を語る」、第7回「まちづくり鼎談 渡辺斉×高田清太郎×秋山孝 中越大地震と創造的復

興+APMリノベーション」、第8回「長岡市立上組小学校美術館大学　教育・美・感動」、第9回「テンセグリック

タワー /100年の風・リプチの月・私にとっての構造デザイン」を開催した。企画展と美術館大学(公開講演会)は対

になっており、APMの特徴となっている。それは展示・教育・研究の三本柱を実現している。やっと2周年がやって

きた。小さな美術館の社会に対する貢献を果たしたと実感している。

秋山 孝
秋山孝ポスター美術館長岡・館長
多摩美術大学・教授
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秋山孝ポスター美術館長岡の建造物は1925年
（大正14）に建設されました。以来86年を迎えた
歴史的建造物です。（長岡市都市景観賞、新潟
県建築事務所協会・奨励賞）



[Title] ----------------- 秋山孝 in 浜田 2011
[Size] ----------------- 728 x 515 mm (B2)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2011
[Client] --------------- 浜田市世界こども美術館
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 浜田市世界こども美術館は島根県にあり、日本でもめずらしく優秀なこども美
術館だ。世界には名だたるチルドレンズミュージアムがあり、やっと日本にもこどものための美
術館が誕生した。創立の時から関係している「アンデルセン公園子ども美術館」も同じで、こど
もの情操教育には重要な環境を提供している。その浜田市世界こども美術館のコレクション
のひとつになったことは、とても感謝している。

04



[Title] ----------------- 第1回上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2011
[Client] --------------- 上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ組織委員会
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 第1回上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ組織委員会の委員として参
加した。展覧会はテーマ「和合」で、上海図書館展示場で行われ、アジア各国からポスターの
出品があった。展覧会告知ポスターの依頼を受け、アイデアは中国文化神話のひとつである、
文字の発明に関わった伝説的人物、蒼頡（そうけつ）を描いた。特徴は顔に4つの目を持ち、知
性あふれる神だ。それは、手にメッセージ溢れるポスターを持ち、厳しい顔で見つめている姿
だ。
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[Title] ----------------- 第1回上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2011
[Client] --------------- 上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ組織委員会
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 第1回上海アジアグラフィックデザインビエンナーレは、アジア各国のデザイ
ナーが参加し、ポスターの出品があった。中国のデザインに対する情熱と意欲には大きな力を
感じた。ポスターのアイデアは中国の4000年の歴史の深さを表したかった。その中に紀元前
400年戦国時代に制作された青銅製の「動物使いの像」の彫刻があり、何ともバランスのとれ
た美しさを醸し出している。ポスターを制作する時も美のバランスを大切にしている。そこから
ヒントを得て制作した。
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[Title] ----------------- リプチの月
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- （株）高田建築事務所
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ モニュメント「リプチの月」は、摂田屋にあるリプチの森の中に立っている。もとも
とその原型は、長岡商業高校創立100周年記念に制作したモニュメント「百年の風」の兄弟
だ。この純粋造形は、接触・連結する圧縮材を連続的な張力ストリングで統合・安定化させる
という「テンセグリック・システム」（命名：斎藤公男工学博士）から生まれた。そのリプチの月の
イメージをシンボル化したポスターだ。
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[Title] ----------------- 秋山孝 in 島根 2010
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 島根デザイン連盟
[Category] ---------- Culture, Education

[Idea] ------ 第43回県展のデザイン部門の審査員長と、講演「美術館大学in島根」のため島
根県立美術館に訪れた。県展は「神話の国出雲」にしかない作品群で、地域性の持っている
メッセージに感動した。講演では「美術館大学in島根」と題し、1部は「人間のもう一つのこと
ば」他で、2部は「秋山孝の創作」をテーマに講演を行った。出雲大社は大国主命（おおくにぬ
しのみこと）を祀っていて、因幡の白ウサギの話と貝の女神キサカイヒメ（赤貝）、ウミギヒメ
（蛤）をモチーフにし、大国主命が白ウサギと蛤たちに講話している姿を描いたデザインで告
知ポスターとした。
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[Title] ----------------- Message Illustration Poster 2
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学大学院 イラストレーションスタディーズ
[Category] ---------- Education

[Idea] ------ 秋山孝ポスター美術館長岡では、多摩美術大学大学院生による2回目のメッ
セージイラストレーションポスター展を開催した。オープニングには学生が集まり作品の講評
会や懇親会を行った。ポスターデザインは15世紀ブルージュのハンス・メムリンク「オリーブ
の枝を持つ天使」（祭壇画断片）をモチーフとして口元から囁くような真実のメッセージを告げ
ている姿を表現した。静かな声も限りなく心に響くものだ。
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[Title] ----------------- 巣舞るメッセージ500回記念2010  （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- （株）高田建築事務所
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 2点組のシリーズで、巣舞るメッセージ500回記念・高田建築事務所コンセプト
をビジュアル化した。そのメッセージを乗せたロケットが宇宙に羽ばたき、未来に向かっていく
強い意志のあらわれを描いた。
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[Title] ----------------- Earthquake Japan, Tsunami （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学地震ポスター支援プロジェクト
[Category] ---------- Social, Education

[Idea] ------ 東北関東大震災は2011年3月11日、国内の観測史上最大のマグニチュード
9.0の巨大地震となった。宮城県で震度７の非常に激しい揺れを観測したほか、太平洋沿岸
の各地で大津波が観測された。地震と津波によって岩手県や宮城県、福島県の沿岸部は壊滅
的な被害を受けた。まるで予言するかのように多摩美術大学地震ポスター支援プロジェクト
のポスター作品は津波をテーマとして「Earthquake Japan,Tsunami」を制作した。日本に
おける地震の二次災害は津波が恐ろしい。
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[Title] ----------------- Earthquake Japan, Tsunami （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学地震ポスター支援プロジェクト
[Category] ---------- Social, Education

[Idea] ------ 「Earthquake Japan,Tsunami」2点シリーズの内の1点。「多摩美術大学地
震ポスター支援プロジェクト」（2004年12月3日）は、災害支援においてデザイナーのできる
ことは何かということから、ポスターの力を使い災害を忘れず記録することを目的にスタート
した。災害における認識記録としてのイラストレーションポスターは、貴重なものである。日本
における地震の二次災害は津波が恐ろしい。
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[Title] ----------------- Kabum! Mix Project Brazil
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学 イラストレーションスタディーズ
[Category] ---------- Culture, Education

[Idea] ------ 「カブン!ミックス」とは、ブラジルのグラフィックデザイナー、フィリッピ・タボルタ
氏が企画したもので、ブラジルだけでなく世界的社会問題をテーマとしている教育的なプロ
ジェクトである。テーマは、「Water＝水」「Teenage Pregnancy＝10代の妊娠」「Human 
Rights＝人権」「Aids＝エイズ」「Future＝未来」「Love＝愛」の6つである。ポスターのアイ
デアは、リオデジャネイロにある世界遺産「コルコバードの丘のキリスト像」をモチーフとして
世界に愛のメッセージを送っている。そのキリスト像は高さ30メートル、左右28メートルで、
1931年にブラジル独立100周年を記念して建てられた。
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[Title] ----------------- Voices in Freedom in Tama Art University, Tokyo
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学Voices in Freedom実行委員会
                             後援：在日メキシコ大使館
[Category] ---------- Culture, Education

[Idea] ------ 「Voices in Freedom」展には、世界中から著名なグラフィックデザイナー110
名が指名され、メキシコ革命100年、独立200年を記念し、ポスターを制作した。メキシコ国
際ポスタービエンナーレ委員会より依頼を受け、多摩美術大学図書館のギャラリーで国際的
なポスター展を開催した。デザインは、民衆にカリスマ的な人気を持っていて5万ペソの賞金
が懸けられたメキシコ革命の英雄エミリアーノ・サパタをモチーフとした。右手にはライフル、
左手にはサーベル、勇猛な姿で知られている。顔の表情は消え、右手も左手も何も持っていな
い。親指だけが立っているサパタをデザインした。平和がやってきた。
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[Title] ----------------- 巣舞るメッセージ500回記念2010  （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- （株）髙田建築事務所
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 高田建築事務所は500回の住宅見学会を記念して、シンポジウム「人を育む環
境」を開催した。このポスターは、その記念告知ポスターで、高田建築事務所のコンセプトをビ
ジュアル化した。荒波に「リプチの森のたまご」を乗せて航海する姿を象徴的に表した。そのた
まごは、エネルギーを生み出す秘密基地「リプチの森」に誕生した。「育み、育み合う」「人を育
む環境」をメッセージとしている。
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[Title] ----------------- 国際ポスタービエンナーレとは何か？ （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学 イラストレーションスタディーズ
[Category] ---------- Education

[Idea] ------ 多摩美術大学イラストレーションスタディーズでは、大学院生が主体となり、ス
チューデント会議を2003年から毎年開催している。今回は「国際ポスタービエンナーレと
は？」をテーマとした。世界で名だたる国際ビエンナーレに参加し、その報告のもとに、その意
義と役割を見い出すシンポジウムになった。ポスターのデザインは、ポスターがジェット機に
乗り、世界を駆け回るメッセージをビジュアル化した。
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[Title] ----------------- 国際ポスタービエンナーレとは何か？ （2点シリーズ）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 多摩美術大学 イラストレーションスタディーズ
[Category] ---------- Education

[Idea] ------ 多摩美術大学イラストレーションスタディーズでは、大学院生が主体となり、ス
チューデント会議を2003年から毎年開催している。今回は「国際ポスタービエンナーレと
は？」をテーマとした。世界で名だたる国際ビエンナーレに参加し、その報告のもとに、その意
義と役割を見い出すシンポジウムになった。ポスターのデザインは、地球のキャラクターがポ
スタービエンナーレに訪れ、多くのポスターを鑑賞し、考えている姿を描いた。
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[Title] ----------------- 秋山孝ポスター展
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 秋山孝ポスター美術館長岡
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 秋山孝ポスター美術館長岡が開館１周年記念を迎えた。そのためのポスターを
デザインした。ちょうど展覧会期間中の8月2日・3日に日本一の花火・長岡祭りが開催される。
それにちなんでぼくも長岡にポスターの花火を上げたい。秋山の花火は、手にポスター（プラ
カード）を持ち、そのポスターから花火が上がる。それをデザインのアイデアの基本にした。
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[Title] ----------------- Takashi Akiyama in Chicago 2010
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- CIPBA（シカゴ国際ポスタービエンナーレ協会）
[Category] ---------- Education, Culture

[Idea] ------ 五大湖の1つ、ミシガン湖に面しているアメリカの大都市シカゴの第 2回シカゴ
国際ポスタービエンナーレ委員会から、国際審査員として招聘された。審査員の他に第 2 回
審査員展とシカゴ美術館大学で講演会を行った。そのポスター「Takashi Akiyama in 
Chicago 2010」をデザインした。シカゴのギャング、アル・カポネとシカゴの空の星の滴をモ
チーフとした。 秋山孝の講演の輝く知的メッセージの一滴が星からこぼれ落ちる知的ロマン
を表現した。
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[Title] ----------------- 中国ポスター展（秋山コレクション研究①）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 秋山孝ポスター美術館長岡
[Category] ---------- Education

[Idea] ------ 秋山孝ポスター美術館長岡の第３回企画展は、中国の建国初期以降、文化大
革命期を中心としたプロパガンダポスターを展示した。この中国ポスターのコレクションは、
ほとんど世に出ることがなく、デザイン文化にとって非常に貴重なものである。そして、中国ポ
スターを通して現在世界で注目されているダイナミックな現代中国と、その奥深い文化を理
解するのに大いに 役に立つ展覧会だ。中国の赤色は美しい。その建物も魅力的だ。舞うツル
は吉兆を表す。 

20



[Title] ----------------- Sky & Sea （空と海）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing
[Date] ---------------- 2010
[Client] --------------- 徳島・ポスターギャラリー実行委員会
[Category] ---------- Culture

[Idea] ------ 徳島・ポスターギャラリー実行委員会から「AWA藍」というテーマで野外ポス
ター展の依頼を受けた。徳島の伝統工芸の藍染めを阿波藍と言う。その色を使い徳島の伝統
工芸の藍染めを知ってもらうための野外ポスター展だ。 "Japan Blue Exhibition 2010 
Tokushima"というタイトルが渡された。そこでぼくは青が響き渡る色彩を使って、男女の心
の行き違いをポスターにデザインすることを試みた。限りなく透明感のある空と深遠さを感じ
る海を対比し、男女の機微を表現したかった。 いかがなものか。
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[Title] ----------------- Love Peace
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm（B1）
[Technique] --------- Offset printing（再版）
[Date] ---------------- 2010（1986）
[Client] --------------- 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
[Category] ---------- Social

[Idea] ------ JAGDA平和ポスター展に出品した作品だ。平和や愛のことを二人は議論して
いる。しかし、頭上には既に大きすぎるミサイルの頭がある。 その影の中に佇んでいるが二人
とも気づかない。（1986年セリグラフィーで制作したものを2010年にオフセットプリントで
再版）

[Title] ----------------- 線（天・地・海・鳥）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing（再版）
[Date] ---------------- 2010（1985）
[Client] --------------- 秋山孝事務所
[Category] ---------- Ecology
[Idea] ------ 線の可能性を表した作品で、中心の線は地平線であり水平線である。自然の姿
を一本の線で表現した。四隅に配された漢字は、天、地、鳥、海と書かれ、 見方によって描かれ
たものが変化する、回転ポスターと呼んでいる。天が上になれば下方は果てしなく広がる大
地。鳥が上になれば下方は大海原に渡り鳥が飛んでいる。（1985年セリグラフィーで制作し
たものを2010年にオフセットプリントで再版）

[Title] ----------------- Africa（elephant）
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm（B1）
[Technique] --------- Offset printing（再版）
[Date] ---------------- 2010（1984）
[Client] --------------- アフリカ統一機構加盟全大使館、（社）アフリカ協会
[Category] ---------- Ecology
[Idea] ------ 「AFRICA MONTH」のポスターコンクールの出品作（3部作）である。32歳の
若い時に制作したものだ。今とは違い印刷コストが高くやり繰りをして印刷した。製版フィル
ムまで色別に自分で作り、印刷所には大きなフィルムで入稿した。当時、日本の高度経済成長
に多くの矛盾を感じ批判的立場であった。もちろん全てが自主制作で自分の考えのメッセー
ジを伝える事に終始していた。色はアフリカ色の特色を作り印刷し、文字の「A」の懐にアフリ
カの地図を入れた。（1984年セリグラフィーで制作したものを2010年にオフセットプリント
で再版）

[Title] ----------------- SAVE TOKYO BAY
[Size] ----------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --------- Offset printing（再版）
[Date] ---------------- 2010（1989）
[Client] --------------- 船橋市漁業協同組合
[Category] ---------- Ecology

[Idea] ------ 船橋市漁業協同組合が行なっているキャンペーン”SAVE THE TOKYO BAY”
のポスター。これは東京湾の埋め立てに反対し、東京湾は生きているということを知ってもら
おうとするキャンペーンである。文字のないポスターによって、埋め立ての進む東京湾の底に
住むカレイと地球の対話のイメージが広がる。（1989年セリグラフィーで制作したものを
2010年にオフセットプリントで再版）

Reprint Poster / 再版ポスター
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・表紙・本文：OKプラスター7C菊Y93.5

2011年 「秋山孝ポスター美術館長岡」 企画展・美術館大学 のご案内

●第6回企画展 「メキシコ革命 100 年・独立200 年記念 ”Voices in Freedom“ ポスター展」
　　4月16日（土）～6月30日（木）
　・ 第10回美術館大学 「メキシコポスタービエンナーレについて ・ U.G.サトー×リンダ・リトー×秋山孝」 
　　4月16日（土） pm3:00～4:30

●第7回企画展 「秋山孝ポスター展3」　7月9日（土）～9月23日（金）
　・ 第11回美術館大学　7月9日（土）
　・ 第12回美術館大学   8月3日（水）

●第8回企画展 「メッセージイラストレーションポスター展3」　10月1日（土）～10月31日（月）
　・ 第13回美術館大学　10月1日（土）

・開館時間：午前11時～午後5時まで（入館は閉館の30分前まで）
・休 館  日：火曜日／開館期間：4月 ～10月・閉館期間：11月 ～3月　・入館料：無 料
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