




 

企画概要 
 

 

 

■企画名称： 山下洋輔「ピアノ炎上 2008」 

  金沢２１世紀美術館三周年記念「荒野のグラフィズム：粟津潔展」関連企画 

 

■日時： 2008年3月8日（土）17時頃（雨天等の場合、翌日） 

  ※ 天候等の事情により、予告なく中止することもあります。 

 

■場所： 石川県羽咋郡志賀町相神（能登リゾートエリア増穂浦） 

 

■料金:  無料 

 

■主催： 金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］ 

■共催： 志賀町 

■企画： ジャムライス、金沢21世紀美術館 

■企画協力： 粟津デザイン室 

■協力： （有）ピアノ工房カナザワ 

■協賛： 株式会社スタジオエル、日本写真印刷株式会社、株式会社 NCP、 

  西空麗藝團 

 

 

※取材希望および本企画の広報画像借用などは下記へお問い合わせください。 

 

※当日の取材は、15：00より現地本部にてプレス証を配布いたします。 

 また、演奏終了後、山下洋輔氏の記者会見を行います。 

 本イベントは安全の為、記者席及び見学エリアはピアノから半径約25メートル離 

 れた位置に限定されます。 

 なお、イベントの開催中はフラッシュ、照明のご使用をご遠慮願います。 

 あらかじめご了承、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 
本資料に関するお問い合わせ 

金沢 21 世紀美術館学芸課 

担当:不動、北出 

TEL：076-220-2801 

FAX：076-220-2806 

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1 

http://www.kanazawa21.jp 

E-mail:press@kanazawa21.jp 

             

   

    



 

 

山下洋輔《ピアノ炎上 2008》企画趣旨 
金沢 21世紀美術館三周年記念「荒野のグラフィズム：粟津潔展」関連企画 

 

 

 金沢 21 世紀美術館は、日本を代表するグラフィック・クデザイナーである粟津潔

の全貌を紹介する特別展「荒野のグラフィズム：粟津潔展」（2007.11.23- 

2008.3.20）を開催。総点数 1750 点を一堂に展観する本展は、子供から大人まで世

代を問わず多くの人々に創造的なエネルギーを与え、各界のアーティストから大き

な反響を得ている。 

 1973 年に《ピアノ炎上》に参加して以来、山下洋輔はことあるごとに「ピアノを

燃やしながら演奏するピアニスト」と呼ばれ続けてきた。しかし、当時、山下は偶

然頼まれて燃えるピアノを演奏したのだった。粟津潔もその現場で「たまたま」16mm

カメラをまわしていたのだという。そして、その姿はフィルムの中に「燃えるピア

ノを弾くピアニスト」として固定化され、粟津潔の芸術作品として現在に残った。

作品が上映される度に、燃えるピアノを演奏する姿も繰り返し再現されてきた。 

 撮影以来 35 年の時間を経て、「荒野のグラフィズム：粟津潔展」を機に、金沢 21

世紀美術館の展示室[ワークショップ・ルーム・プロジェクト] において、山下洋輔

は粟津潔の《ピアノ炎上》をはじめとする映像作品と正面から向き合うこととなっ

た。燃えるピアノを弾く山下洋輔が大画面の映像で映し出されるなか、山下は過去

の自分自身と共演するライブ《ピアノ再炎上ー粟津潔の映像作品とともにー》を挙

行した（2008.2.17）。明らかにそれは、山下洋輔と粟津潔という二人の表現者の過

去の表現の回顧にとどまるものではなかった。粟津ら先鋭的なアーティストたちが

踏みしめてきた「荒野」は、まさに今現在の私達の足下に地続きにつながっている

ことを誰もが体感する鬼気迫るライブであった。 

 そして山下洋輔は、自分自身の全身全霊をもって今、燃えるピアノとともに新た

な表現を世に問おうとする。その行為に最もふさわしい場として、能登の海岸が  

粟津ケン氏（粟津デザイン室代表）によって提案された。そこは粟津潔の父の出身

地であり、粟津がこよなく愛した北陸の海原が広がっている。もとより、「荒野のグ

ラフィズム：粟津潔展」は、粟津が拓いた表現の世界の 21 世紀における意味と新た

な価値を見いだそうとする試みであり、展覧会場そのものが、新たな創造の発信地

となることを目指すものである。こうした時間と空間によって紡がれた創造のプロ

セスを経て、ついに粟津潔ゆかりの地である北陸の海の夕暮れ、山下洋輔は現代の

多様なメッセージを孕む《ピアノ炎上 2008》を 21 世紀の歴史に刻む。 



 

 

山下洋輔氏のメッセージ 
 

 「形あるものが崩れ、壊れる時、言葉にならない何か得体の知れぬものがある。」 

（粟津潔『造型思考ノート』河出書房新社 1975 年より） 

 

 今回、金沢 21 世紀美術館で行なわれた「荒野のグラフィズム：粟津潔展」関連企

画「ピアノ再炎上」で、粟津潔の実験映像「ピアノ炎上」に再会した。その中で燃

えるピアノを弾いている 35 年前の自分と共演するという得難い機会を得た。ただな

らぬ表現のさ中に入る自分を見て、一体これは何であったのかという強い感情がわ

いてきた。あの時は、粟津作品のオブジェとしての役割を全うしたわけだが、と同

時にあの時にしか起きなかった出来事によって、もしかしたら自分は他の誰もやら

なかったある芸術表現を獲得したのではないか、そのような考えも浮かんできた。

一体何であったのか。これはもう改めて確かめるしかない。やってみるしかない。 

 この気持ちを金沢 21 世紀美術館に伝えたところ、粟津さんゆかりの地である志賀

町のご理解とご協力をいただいて、志賀町相神の海岸で「粟津潔展」の関連企画と

して「ピアノ炎上 2008」が実現する運びとなった。 

 再確認の行為は、同時に極限的状況の中での演奏行為の実験である。これまでも

バリケードの中や台風に直撃された野外コンサートなど、様々な「普通」でない状

況下での演奏経験はあるが、燃え上がるピアノを弾くのは、まさに極限的状況の最

たるものだ。リハーサル不可能の一回性の中に身を置いて、自分でも結末の予測が

つかない真剣勝負にならざるを得ない。人間の根源性に訴えかけ、直接に情動を揺

さぶる「炎」との共演は、何を実現させてくれるだろうか。粟津さんの言う「言葉

にならない何か得体の知れぬもの」が、ピアノをはさんで対峙する炎と人の後ろに

姿を現すのだろうか。 

 今回のイベントでは、製造後何十年の廃棄を待つのみという古いピアノに出会う

ことになる。心からの愛情を持って葬送のレクイエムを弾きたい。同時に、この演

奏を、1973 年の映像作品「ピアノ炎上」、それを制作した粟津潔という実験精神に

溢れる芸術家、さらに 60 年代の実験的前衛的芸術運動全てへのオマージュとしたい。 

山下洋輔 

 

● 山下洋輔プロフィール 
1969 年、山下洋輔トリオを結成、フリー・フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝撃を与え
る。内外の一流ジャズ・アーティストとはもとより、和太鼓やオーケストラとの共演など活動の幅を広げる。
88 年山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成。国内のみならず世界各国で演奏活動を展開する。99 年芸術選奨
文部大臣賞(大衆芸能部門)、03 年には紫綬褒章受章。2000 年に発表したピアノ協奏曲「即興演奏家の為のエ
ンカウンター」を、佐渡裕の指揮により 04 年にイタリア・トリノで、05 年には NHK 交響楽団と再演した。 
06 年 2 月ニューヨーク・トリオの CD『ミスティック・レイヤー』リリース。3 月オーネット・コールマンと
共演。7 月ビッグバンドを特別編成した「山下洋輔プレイズ・ニューヨーク」を開催、ライブ DVD『ラプソディ・
イン・ブルー』を 11 月にリリース。07 年 2 月には、セシル・テイラーとデュオ・コンサートを開催、大成
功を収める。国立音楽大学招聘教授、名古屋芸術大学客員教授。多数の著書を持つエッセイストとしても知
られる。（2007.6） 

（山下洋輔オフィシャルウェブサイトより http://www.jamrice.co.jp/profile/profile.htm） 



 

細川義雄 志賀町長のメッセージ 
 

「ピアノ炎上 2008」開催にあたって 

 

私は、芸術に関しての造詣が浅く、最初にこの企画を聞いたとき、正直なところ複雑な    

思いであり、驚きを隠せませんでした。 

しかし 35 年前の「ピアノ炎上」の映像を拝見し、デザイナー粟津潔、音楽家山下洋輔と    

いう二人の偉大な芸術家の魂というものが少し垣間見えたような気がします。 

先般、金沢 21 世紀美術館からこの企画の共催のお話があり、粟津先生ゆかりの地である  

当町で実施されるということで、快く承諾させていただきました。 

今回の「ピアノ炎上 2008」が、増穂浦の夕暮れという絶好のロケーションと相まって、     

素晴らしい芸術パフォーマンスとなり、成功裏に終わることを願っております。 

 

 

《ピアノ炎上 2008》によせて 
 

1973 年、12 歳だったわたしは、消防士のヘルメットをかぶり、激しく炎上するピアノに立

ち向かう若きピアニストのアクション全てを、時間を忘れ見つめていた。彼の勇気、ある

いは取り憑かれた真剣さに、未知なる世界に突入してゆく時のみに起こる前向きな興奮を

感じていた。 

「荒野のグラフィズム：粟津潔展」で、山下洋輔は、粟津潔の映像作品《ピアノ炎上》と

共に、1973 年の自身の演奏に真剣勝負の即興で挑むという異例なコラボレーション・ライ

ヴを行った。新しい作品が生まれ、やがて映画の最後に赤い文字の END が白い壁に映し出

され、演奏は終わった。 

粟津潔が描きまくった線や点、反乱し溢れ出してゆくモチーフの群れ。粟津は、繰り返し

行うことの意味をよく知っている。その END が、また全ての始まりでもあることも。 

「ピアノ炎上 2008」。これは再演ではない。たった一回のチャンス、テンションに、文字

通り命をかける山下洋輔というアーチストの、未知なる世界へ向かう生まれ変わった新た

な芸術行為だ。 

粟津デザイン室代表 粟津ケン  
 
高度成長とともに普及したピアノ。 
幾十年も経ち、主なき無用のものとされたピアノが数あるのが現実だ。 
再生し新たに主と出会えるものもあれば消え行くものもある。 
「まだ使えるのに」、「もったいない」、さまざまな思いが有る中で処分せざるを得ない現実

もある。 
今回の「ピアノ炎上 2008」で山下洋輔氏によって、何十年ぶりに本来の姿を取り戻した  

ピアノ。 
そして（形あるものは消え行く）最後の姿を間近で直視し鎮魂の意を込めて見守りたい。 
 

ピアノ工房カナザワ 岩田雅久  



 

 

参考資料  ①  
 

粟津潔「静物」    （『造型思考ノート』河出書房新社 1975 年より） 

形あるものが崩れ、壊れる時、言葉にならない何か得体の知れぬものがある。 

一台の古いグランドピアノが空地に運びこまれた。その辺から拾い集めた木片を、ピアノ

の下に置き火がつけられた。ヘルメットをかぶった演奏者は、それとなくモダン・ジャズ

を弾き始めた。火焰は木片からピアノへと燃えうつった。周辺に二十人程の人だかりが何

時の間にかきている。これからどんなことが起きるのか、興味深く見守り聞き入っている。

このハップニングの過程がどうなるか誰も知らない。火焰はピアノの左右中央からではじ

め、演奏ぶりもかなり激しくなっているように見えた。しかし二十分もそうしていただろ

うか。ピアノの絃がゆるみ、音が鈍くなった。奏者は指先の演奏から拳をもってたたいて

みたが、音は次第にかすかにしか聞えず、ピアノ炎上のバチバチする音が強く聞えてきた。 

奏者はピアノから離れ汗をふき目を幾度かこすったが、そのまま、観衆のひとりのように、

燃えるピアノを眺めていた。 

夜がきていた。誰も動こうとしないでいる。始めにピアノの右足が燃えつきて、跪くよう

に横だおしになり、間もなくのこりの二本足がおれて、腹這いになった。シルエットが野

獣の眠りつく姿に見えた。ピアノ葬送は二時間ぐらいかかっただろうか。ひとびとは無言

のまま去って行った。 

小さな印刷工場のストーブの上に、一枚の印刷のヤレ紙をまるめて乗せてみた。ヤレ紙は

しばらく踊るように、ひとりでに動きだした。動きが停まらぬ間に、煙をいぶし始めた。

黒くこげた部分の文字は白く浮きだして、たちまち全部が黒こげになった。火熱のせいか、

ストーブの上の黒い軽いヤレ紙のオブジェは、かすかに揺れるように動かされている。ふ

わふわしている。 

工場の人が、それを無造作にはらいのけて、手を温めた。黒いヤレ紙のオブジェが、しば

らく床の上にいたが、ふみつぶされ、こなごなになり黒い平面のシミのような塊の静物に

なった。 

今度は銅板を用意してストーブの上にのせた。次に初号活字を数個、適当な間合いをもっ

て並べてみた。しばらく時間がかかったが、始めのひとつが崩れはじめた。崩れはじめる

と時間はかからなかった。活字は、餅をつくように沈んで、鉛の薄汚れた皮をやぶって水

玉のような光をみせた。それが隣の活字にぶつかり、もうひとつの活字の方へ広がり、ゆっ

くりと流れた。そうなると、外の活字が次々と沈んで、同じおうに光った液体となり、銅

版の四囲に静かに広がっていった。やがて刻字された上部まで沈むと、文字の中にいくつ

かの、皺をつくり、ひびわれをつくり始めた。直方形の立体は、ほとんど平面の流動体と

なり、予期せぬ形を次々と展開してみせた。 

銅板をストーブからおろした。すぐに凝固をはじめている。 

形あるものが崩れ、壊れる時、言葉にならない何か得体の知れぬものがあるが、崩れてま

た新しい形になる。 



 

 

参考資料  ②  
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ご提供できる参考画像  

 
   

 

 

画像① 

粟津潔 

実験映像《ピアノ炎上》（1974 年）より 

金沢 21 世紀美術館蔵 

画像② 

2008年 2月 17日 

「荒野のグラフィズム：粟津潔展」展示室内 

山下洋輔ライブ「ピアノ再炎上」より 

Photo/Hiraku Ikeda 

画像③ 

2008年 2月 17日 

「荒野のグラフィズム：粟津潔展」展示室内 

山下洋輔ライブ「ピアノ再炎上」より 

Photo/Hiraku Ikeda 


