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研究計画 ： シュルレアリスム・イラストレーション

概要

本研究の目的はシュルレアリスム・イラストレーションとはどのよう

なものかを明らかにすることである。

シュルレアリスム美術は時に奇妙で、怪しげで、思わせぶりであり、

見たこともない世界を提示して、私の感覚を刺激してくれる。私は以

前から美術におけるシュルレアリスムの表現に魅力を感じ、その表

現を自分のイラストレーション作品に活かそうと考えてきた。

ダダイスムから連続した運動であり、既成の秩序や常識などに対す

る反抗心という要素を持っていたシュルレアリスムの表現を、情報を

伝えるための現実的な手段であるイラストレーションに対してどのよ

うに効果的に組み合わせられるのか、その具体的なあり方を以下２

つの制作計画により探る。

計画1 : 自動筆記のイラストレーションへの活用

これは2010年から、1,000枚の絵を一区切りとして作品集にまとめ

ている。この作品集を、ビジュアルコミュニケーションのためのイラス

トレーション辞書として、成立させることをめざす研究である。その

技法は、シュルレアリスムの自動筆記の考え方を参考に速記的なド

ローイングのスタイルをとっている。

1920年代の中頃、シュルレアリスムの代表作家ジョアン・ミロ 

（Joan Miró, 1893-1983） は自動筆記の実験を実践し、これに

よってイメージの発見、再発見を試みた。ミロは以下のように述べて

いる。 「描いているうちに、絵画は自己主張し始める。あるいは私の

絵筆のもとで自己暗示をなす。制作していると形体が女性とか鳥の

記号となる。」 ※美術手帳599号への寄稿 「ホワン・ミロ 世界の誕

生 オートマティスム - 空間の広がり」（藤枝晃雄） より

ミロの他にも、アンドレ・マッソン （André Masson, 1896-1987） 

など、シュルレアリスムの画家の多くがこの自動筆記を取り入れて作

品を制作した。

自動筆記は意識と無意識の間の隔壁を下げることによって、抑圧さ

れている人間の心の活動を解放することを目標にしており、そこから

は計算されたものではない図像が生み出される。この考え方を実践

し、これまで2,000枚のイラストレーションを制作してきた。引き続

き3,000枚をめざして制作を継続する。

計画2 : イラストレーションのポスターへの展開

ポスターは、イラストレーションがその表現とメッセージを発揮する

のに最適なメディアであると考えている。シュルレアリスムの作家が

用いた技法をポスターに展開し、その社会的な活用性を探る。１枚

のポスターに１つのイラストレーションを配置し、１つのメッセージ

を伝達するというシンプルな構造にこだわり、その枠の中で自分の

個性を考え、表現を磨く。

その過程において、これまでのインクジェットプリンターによる出力

に拘らず、オフセット印刷なども試みていきたい。

上記１・２の計画を基本として、自分のイラストレーション表現を深

めていく。

3



Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3  001 - 500

2013

クラフト紙、丸背上製本

257 × 182 × 50 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目である。2013年3月現在

で500枚、１・２作目と合計すると2,500枚に達している。今回新たに描いた500枚では、

これまでよりも、人間やその他の動物など、誰もが直感的に理解できるモチーフの割合が

増えてきた。また、これまでに未経験の画材を積極的に試し、技法が洗練されてきた。これ

は単なるドローイング作品集を制作するのではなく、絵によるコミュニケーションを目指

して制作してきた成果であり、今後も継続していきたい。

作品集 ： Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 シリーズ
※Vol.3は最新版を製本中のため、400枚（2013年10月当時）のもの

計画1 : 自動筆記のイラストレーションへの活用
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Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3  001 - 500

2013

クラフト紙、丸背上製本

257 × 182 × 50 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目である。2013年3月現在

で500枚、１・２作目と合計すると2,500枚に達している。今回新たに描いた500枚では、

これまでよりも、人間やその他の動物など、誰もが直感的に理解できるモチーフの割合が

増えてきた。また、これまでに未経験の画材を積極的に試し、技法が洗練されてきた。これ

は単なるドローイング作品集を制作するのではなく、絵によるコミュニケーションを目指

して制作してきた成果であり、今後も継続していきたい。

作品集 ： Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 シリーズ
※Vol.3は最新版を製本中のため、400枚（2013年10月当時）のもの

計画1 : 自動筆記のイラストレーションへの活用

D a i s u k e  K a s h i w a  I l l u s t r a t i o n s  1 0 0 0  V o l . 3
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Trap　罠

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0003

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では明らかに罠である釣り針を自分から飲み込む人間の姿を表現してい

る。ただその絵を提示するのではなく、イラストレーションとしてより多くの人に理解して

もらうために、そこに言葉による意味付けをした。

計画2 : イラストレーションのポスターへの展開

Egoism　自己中心主義

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0003

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では自己中心的でひねくれた人の姿を表現している。ただその絵を提示

するのではなく、イラストレーションとしてより多くの人に理解してもらうために、そこに言

葉による意味付けをした。
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Egoism　自己中心主義

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0003

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では自己中心的でひねくれた人の姿を表現している。ただその絵を提示

するのではなく、イラストレーションとしてより多くの人に理解してもらうために、そこに言

葉による意味付けをした。
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Skelton　骨格

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0316

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では透明な体をもち、骨格が透けている生物がを描いている。ただその

絵を提示するのではなく、イラストレーションとしてより多くの人に理解してもらうために、

そこに言葉による意味付けをした。
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Melancholy　憂鬱

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0317

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では憂鬱な人間の危うさを表現している。ただその絵を提示するのでは

なく、イラストレーションとしてより多くの人に理解してもらうために、そこに言葉による意

味付けをした。
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Terrorism　暴力行為

Daisuke Kashiwa Illustrations 1000 Vol. 3 - No.0462

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

自動筆記によるイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、その中の１枚をポス

ターにした。本作では理性を失い、暴力行為に訴える男の姿を描いている。ただその絵を提

示するのではなく、イラストレーションとしてより多くの人に理解してもらうために、そこに

言葉による意味付けをした。

第59回全日本チンドンコンクール

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

富山市で毎年開催されるチンドンコンクールをPRするポスターを制作した。自動筆記によ

るイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、お祭りのような印象と音楽を感じ

させる１枚を選び、それをチンドンコンクールのために修正してポスターのイラストレー

ションにした。ポスタートライアルTOYAMA2012にて銀賞を受賞した。
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第59回全日本チンドンコンクール

2013

EPSON プレミアムマット紙、 デジタル出力

1030 × 728 mm

富山市で毎年開催されるチンドンコンクールをPRするポスターを制作した。自動筆記によ

るイラストレーション1,000枚を描く研究の３回目から、お祭りのような印象と音楽を感じ

させる１枚を選び、それをチンドンコンクールのために修正してポスターのイラストレー

ションにした。ポスタートライアルTOYAMA2012にて銀賞を受賞した。
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existence, anger

2012

マットコート紙、 オフセット印刷

1030 × 728 mm

existence（存在）というタイトルで制作した表現的なシリーズ作品。元来の自分の描写を

基調としたシュルレアリスム表現にドロッピングを組み合わせ、メッセージの増幅を狙っ

た。ミロのポスターに見られるような、「発散」がそのまま造形要素になっているという特

徴を取り入れて、新しい表現を目指した。このポスターでは、怒りの感情をメッセージとし

て叫び声が聞こえてくるような効果を狙った。
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existence, silence

2012

EPSONプロフェッショナルフォトペーパー厚手半光沢、 デジタル出力

1030 × 728 mm

existence（存在）というタイトルで制作した表現的なシリーズ作品。元来の自分の描写を

基調としたシュルレアリスム表現にドロッピングを組み合わせ、メッセージの増幅を狙っ

た。ミロのポスターに見られるような、「発散」がそのまま造形要素になっているという特

徴を取り入れて、新しい表現を目指した。このポスターでは沈黙をメッセージとして人物の

存在感を強調した。
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existence, sorrow

2012

マットコート紙、 オフセット印刷

1030 × 728 mm

existence（存在）というタイトルで制作した表現的なシリーズ作品。元来の自分の描写を

基調としたシュルレアリスム表現にドロッピングを組み合わせ、メッセージの増幅を狙っ

た。ミロのポスターに見られるような、「発散」がそのまま造形要素になっているという特

徴を取り入れて、新しい表現を目指した。このポスターでは、嘆きをメッセージとして抑圧す

る手との対比が出るような劇的な色彩を狙った。
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existence, consciousness

2013

EPSONプロフェッショナルフォトペーパー厚手半光沢、 デジタル出力

1030 × 728 mm

existence（存在）というタイトルで制作した表現的なシリーズ作品。元来の自分の描写を

基調としたシュルレアリスム表現にドロッピングを組み合わせ、メッセージの増幅を狙っ

た。ミロのポスターに見られるような、「発散」がそのまま造形要素になっているという特

徴を取り入れて、新しい表現を目指した。このポスターでは人間の自意識過剰な習性を強

調した。
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遠目からの印象比較 （左：インクジェット出力、右：オフセット印刷）

部分の比較 （左：インクジェット出力、右：オフセット印刷）

部分の比較 （左：インクジェット出力、右：オフセット印刷）

インクジェット出力・オフセット印刷　比較検証

インクジェット出力・オフセット印刷　比較検証

2012

※インクジェット出力 … PX-9500、プレミアムマット紙

※オフセット印刷 … 210 線、マットコート紙 135kg、４色（CMYK）カラー

作ポスターから、気に入っている２点をオフセット印刷し、インクジェット出力と比較検証

を試みた。両者は入稿に全く同じデータを使用した。用紙やインクが違うので色味が変わ

るのは予測していたが、かなりの印象の違いに驚いた。何と言ってもオフセット印刷では、

「印刷」がもたらすポスターの実在感がある。この比較は、印刷の力を引き出すようなイラス

トレーションのあり方について考えるきっかけとなった。
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Vol.2 カテゴリー シュルレアリスムより

《existence, anger》 への活用

Vol.2 カテゴリー シュルレアリスムより

《existence, consciousness》 への活用

Vol.3 No.177より

《第59回全日本チンドンコンクール》 への活用

ポスターとドローイング集の関係
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その他の活動報告

会場にて（2012.10.7）

【展覧会参加】メッセージイラストレーションポスター展４

2012.10.6（Sat） - 10.31（Wed）

秋山孝ポスター美術館長岡 

秋山孝ポスター美術館長岡にて開催されたメッセージイラストレーションポスター展４に

参加した。この展覧会は、大学院のグループ、メッセージイラストレーションポスター展委

員会が主体となって開催する。大学ではなく外部の会場で自分の表現を展開し、来場され

た方とコミュニケーションをとることができる貴重な機会となった。
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写真上　 ： 入選作品と自分（2012.10.13）
写真下左 ： 第１回東京装画賞2012カタログ （発行：日本図書設計家協会）
写真下右 ： 会場 （市ヶ谷・池脇ギャラリー）

【展覧会参加】第１回東京装画賞2012展

2012.10.12（fri） - 10.22（mon）

山脇ギャラリー

第１回東京装画賞の学生部門で入選し、開催された第１回東京装画賞2012展に参加し

た。この展覧会は、ブックジャケットのコンペティションである第１回東京装画賞の受賞・

入選作品の計272点を展示するもの。来年度第２回の開催も決定しており、次回は受賞を

目指したい。
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写真上左 ： フランツマイヤー美術館、ビエンナーレ入選日本人作品
写真上右 ： フランツマイヤー美術館、中庭
写真下左 ： フランツマイヤー美術館、ビエンナーレ入選学生部門作品
写真下右 ： ケレタロ市、第12回ビエンナーレサイン前

【視察】 第12回メキシコ国際ビエンナーレ2012

2012.10.30（fri） - 11.5（mon）

メキシコ・フランツマイヤー美術館（メキシコシティ）、

ケレタロ市内ホール、ギャラリー等

20



写真上 ： ワークショップ集合写真 （文化センター “マヌエル・ゴメス・モリン”）
写真下 ： ビエンナーレ審査員マリア·メルセデス·サルガドによる講演
　　　　（オーディホセファオルティス·デ·ドミンゲス）

第12回メキシコ国際ポスタービエンナーレ2012を視察した。その動機は、世界のポス

ターの水準をこの目で確認するということであった（ちなみに残念ながら自分のポスター

は選外）。このビエンナーレでは、メキシコシティのフランツマイヤー美術館にて世界各地

から集まったポスターの受賞・入選作品の計337点を展示する。それと同時に、ケレタロ市

内の各地にて審査員による展示・講演やワークショップが開かれる。思っていたよりもとて

も大きなイベントで、海外渡航が初めてということも相まって大変刺激的な機械となった。

現地では自分にできる英語を最大限に使い、メキシコの学生や、世界から集まった審査員

の方と片言でコミュニケーションをとった。自分の小さな作品集をプリントして持参してい

たので、作品を通じてコミュニケーションが始まるということを実感することができた。帰

国後は、このビエンナーレでの体験が自分の作品だけでなく他の授業のレポートにも活か

され、良い評価を得ることができた。第13回、201４年のビエンナーレでは受賞・入選を目

指したい。
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【入選】 世界学生ポスタービエンナーレノビサド2012

2012

世界学生ポスタービエンナーレノビサド2012にシュルレアリスムを活用したポスターシ

リーズ「existence」を出品し、入選した。PDFカタログに掲載された。

※Webサイト（http://www.studentbiennial-ns.com/）にて配布

【銀賞】 ポスターデザイントライアルTOYAMA2012

2013

ポスターデザイントライアルTOYAMA2012に毎年富山市にて開催される「全日本チンド

ンコンクール」を告知するポスターを出品し、銀賞を受賞した。作品は2013年4月にチンド

ンコンクール会場にて展示される。
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【銀賞】 ポスターデザイントライアルTOYAMA2012

2013

ポスターデザイントライアルTOYAMA2012に毎年富山市にて開催される「全日本チンド

ンコンクール」を告知するポスターを出品し、銀賞を受賞した。作品は2013年4月にチンド

ンコンクール会場にて展示される。
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校友会奨学金使途

作品制作費

メキシコ渡航関係費

研究資料収集費

使途

合計

金額

オフセットポスター印刷

インクジェット大判出力

作品集製本

インクジェットプリンタ （インク、修理費）

レーザープリンタ （本体、トナー）

作品集用紙 （竹尾IJリーブル、トチマンクラフトペーパー）

描画用紙 （シリウス水彩紙、ラシャ紙等）

その他雑費 （カッターマット、色鉛筆、パステル等）

航空券 （往復）

必要経費 （飲食費、ホテル代等）

ジョアン・ミロ ポスター作品

ミロ関係文献 （ポスター集、作品集など）

シュルレアリスム関係文献

グラフィックデザイン関係文献

その他美術文献

79,104

7,500

56,100

14,943

31,290

31,755

10,526

17,414

126,080

40,000

8,900

18,000

7,621

17,316

6,816

506,365
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