
Izumi Kato 加藤泉
Lithographs

Perrotin, Tokyo is pleased to present a pop-up exhibition of selective 
lithographs produced by Japanese artist Izumi Kato in collaboration 
with Idem Paris, in honor of his upcoming solo exhibition in Hong Kong.

Since emerging onto the art scene in the late 1990s, Kato has been 
depicting primitive organisms across paintings and sculptures that 
probe into the source of life. Anonymous silhouettes of budding life 
forms; androgynous creatures with uncanny expressions; human 
figures blown out of proportion – these are but elements of the 
primordial imagery that characterizes his ongoing experiment with 
form, medium and texture. 

Seemingly devoid of narrative element, his works exude a humble 
appreciation of worldliness and physicality hailing from years of 
experience as a manual laborer. This is achieved by applying, or rather, 
kneading the pigment onto the unprimed canvas directly with his 
hands, as if to impart energy to his prehistoric tropes.

Building on this performative nature of Kato’s eerie creations, the 
lithographs on display exemplify the same intuitive physicality from the 
outset. Originating from the late 18th century, lithography reproduces 
original works by directly drawing on the printing surface made of 

この度ペロタン東京にて、香港での個展を来年に控えた日本
人アーティスト加藤泉がリトグラフ作品を発表。フランス・
パリのリトグラフ工房Idem Parisで制作した作品を2週間限定   
で展示、販売いたします。

加藤は1990年代後半にアートシーンに登場して以来、生命
の源泉を探る絵画や彫刻によって原始的ともいえる人物像を
描いてきました。出芽するかのような生命体の匿名のシルエッ
ト、奇妙な表情をした男女両性的ともいえる生き物、そして誇
張された人間の姿。これらは形式、媒体、質感において、彼の
仕事を特徴づけるプリミティブなイメージの要素です。  

物語がないように見える彼の作品には、長年の人生の経験か
ら生まれた世俗的かつ身体的な感覚がにじみ出ています。こ
れはあたかも彼のエネルギーとプリミティブな要素を重ね合
わせるかのように、真っさらなキャンバスの上に直接指で描
くこと、どちらかといえば練り込むことによって得ることが
できるものなのです。

少し奇妙さや不気味さも感じる彼の創作の性質に基づき、今回
展示されるリトグラフも最初から同じ直感的な身体性を体現し
ています。18世紀後半に始まったリトグラフの手法は、石灰
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Untitled, 2017. Lithograph. 40 x 44 cm / 15 3/4 x 17 5/16 in. 13/36 + 6 AP. Photo: Kei Okano. ©2017 Izumi Kato. Courtesy the Artist and Perrotin.



Untitled, 2016. Lithograph. 95.5 x 72.5 cm / 37 5/8 x 28 9/16 in. 13/36 + 4 AP. 

Photo: Kei Okano. ©2016 Izumi Kato. Courtesy the Artist and Perrotin.

Untitled, 2017. Lithograph. 70 x 56.5 cm / 27 9/16 x 22 1/4 in. 13/36 + 7 AP. 

Photo: Kei Okano. ©2017 Izumi Kato. Courtesy the Artist and Perrotin.

岩でできた印刷面に直接描くことで元来の作品を再現すること
ができます。（金属板上に制作する印刷方法とは異なります）。
グリース(油)と水は混ざり合わないという原則に従い、加藤は
グリースをベースとした媒体である”トゥッシェ”というインク
を使用し、それを用いて特別な石版の上に絵を描き、より絵
画的な効果を生み出しています。
版面を化学処理した後、水受容性の非印刷領域および油性分を
含んだ領域である描画部分が表面上に生成され、その結果、紙
を乗せると油分で描かれた部分だけインクが付着するという仕
組みです。 

加藤のプリント作品は、19世紀と20世紀の民主的な芸術形態
と広告媒体の両方として普及したリトグラフを思い起こさせま
す。批評家で理論家のウォルター・ベンヤミンによる1936年
のエッセイ「複製技術時代の芸術作品」では、芸術作品はかつ
て、写真や映像の大量複製によって消失したオリジナルの存在
から生まれたアウラを持っていたと主張しています。このこと
を念頭に置くと、加藤のリトグラフ作品（ペインターとしての
絵画の技術、ユニークな視覚的言語、全作品に通じる象徴的な
人間のモチーフ)は、オリジナル/コピー、真正性/具体性、芸
術/商品という二元性におけるアウラの復活といえます。

リトグラフは、各々の色を別々に重ねて印刷しなければなら
ないということから、制作プロセスは非常に手のかかる作業で
す。また今回の作品らは、加藤自身の厳しい判断のもとに進め
られ、（以前はピカソやシャガールと制作を行なっていた技術
の高い）職人たちと協働して制作されたことはとても重要な特
徴です。その結果として、作品は自由に開放され、生き生きと
した触覚的な視覚表現が得られました。ローラ・U・マークス
は、「触覚的視覚」を視覚表現以外の感覚を巻き込みながら作
用し、身体的記憶に働きかけることで見る側と見られる側と
イメージのあいだの距離を縮めるダイレクトなものと述べて
います。彼の日常的な制作活動と同じく加藤のリトグラフ作
品は、アーティストとしての思想と肉体を一体化した表現、

Bavarian limestone (unlike traditional printing methods, in which the 
printmaker carves out the image on a metal plate). Based on the 
principle that grease and water do not mix, Kato draws on a special 
stone with tusche, a grease-based medium, to achieve a more painterly 
effect. After chemical treatment, water-receptive non-printing areas 
and grease-receptive image areas are produced on the surface such 
that oil-based ink will only adhere to the latter as it rolls over. Paper and 
stone are then run through a press and a print is taken 1. 

Kato’s prints hark back to the proliferation of lithography as both a 
democratic art form and a medium of advertising in the 19th and 20th 
centuries. In his 1936 essay “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Production”, critic and theorist Walter Benjamin argues that artworks 
once had an aura derived from the presence of the original, which has 
been eliminated by the potential for mass reproduction in photography 
and film. With this in mind, one may say that Kato’s lithographs – an 
assemblage of the gestural draughtsmanship, unique visual language 
and iconic motifs running through his oeuvre – are a revival of the aura 
from binary oppositions of original/copies, authenticity/reification, and 
art/commodity. 

The very fact that colors must be overprinted on top of each other 
separately renders the production process a highly laborious task – 
one that Kato executes to exacting standards. The result is a haptic 
visuality released with exuberant abandon. As Laura Marks says, 
‘[Haptic visuality] yields to the thing seen, [and] acknowledges its 
location in the body’ 2. Conceived from the artist’s coordination of 
bodily memory and attitudes, as well as his physical manifestation of 
the human endeavor, Kato’s lithographs transpose the cognitive to the 
gestural. As such, the body is no longer the obstacle that isolates life 
from art, concealed from the canvas; it is, on the contrary, that which art 
plunges into in order to reach the pulsation of life – the quiet yet 
poignant aura.



* On this occasion featuring 10 lithographs, 3 limited editions of each 
lithograph, totaling 30 limited editions, will be available for purchase.

Izumi Kato was born in 1969 in Shimane, Japan. A graduate of the 
Department of Oil Painting at Musashino University in 1992, he now 
lives and works between Tokyo and Hong Kong. Since the 2000’s, 
Kato has garnered attention as an innovative artist through exhibitions 
held in Japan and across the world. In 2007, he was invited to the 52nd 
Venice Biennale International Exhibition, curated by Robert Storr. 
Kato’s works have been exhibited at multiple prestigious museums and 
institutions, including Centre Pompidou-Metz, Metz, France; 21st 
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan; Hara 
Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan; Museum of Contemporary 
Art Tokyo, Tokyo, Japan; Kirishima Open-Air Museum, Kagoshima, 
Japan; Art Tower Mito, Ibaraki, Japan; Daimler Contemporary Berlin, 
Berlin, Germany; Moscow Museum of Modern Art, Moscow, Russia; 
Haifa Museum of Art, Haifa, Israel; Japan Society, New York, US, 
amongst others.

More information about the artist 

1. Idem Paris.
2. Marks, Laura U. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the
Senses (Durham: Duke University Press, 2000, 132).

1. Idem Paris より
2. ローラ・U・マークス The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment, and the
Senses (Durham: Duke University Press, 2000, 132).

つまり「心技体」の修練によって作り上げられています。そ
のように、加藤はキャンバスからも開放され、芸術と人生と
の距離はなくなっているのです。それどころか、彼の芸術表
現が生命の脈動に到達するために突きつめているのは、静か
で激しいアウラなのです。  

*今展では10枚のリトグラフ作品を展示し、各作品3点ずつ
合計30点のみの限定販売となります。

加藤泉
1969年、島根県出身。
1992年に武蔵野美術大学油絵学科を卒業後、現在は東京と香
港を拠点に活動しています。2000年代以降、加藤は革新的な
アーティストとして注目を集め、2007年には、ロバート・ス
トーが企画した第52回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際展に
招待されました。加藤の作品は、フランスのメッツにあるポン
ピドゥー・メッスなどの著名な美術館などの展覧会に参加して
います。他にも金沢21世紀美術館、原美術館、東京都現代美
術館、霧島アートの森、水戸芸術館、ダイムラー・コンテンポ
ラリー(ドイツ)、モスクワ近代美術館(ロシア)、ハイファ美術
館(イスラエル)、ジャパン・ソサイエティー(アメリカ)などが
あります。
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