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写真の写真と写真
高松次郎, 鷹野隆大, オノデラユキ, 椎原治, ヴォルス, ウジェーヌ・アジェ

	
 
	
 
	
 

会 期 ：2021 年 7 月 20 日 （火 ） -	
 8 月 28 日 （土 ）	
  *夏 季休 廊	
 2021 年 8 月 8 日 （日 ）-	
 8 月 16 日 （月 ） 	
 
会 場： Yumiko	
 Chiba	
 Associates	
 viewing	
 room	
 shinjuku	
 
〒160-0023	
 東京都新宿区西新宿 4-32-6	
 パークグレース新宿#206	
 
営業時間:12:00-18:00	
  定休日:日、月、祝日	
 
*オープニングレセプションは開催致しません。	
 
【ご来廊時のご協力につきまして】	
 	
 
*発熱、頭痛、咳、呼吸困難、倦怠感、嗅覚味覚異常など体調のすぐれないお客様はご来廊をお控えいただくようお願い致します。	
 
*マスクのご着用をお願い致します。またご来廊時には入口にて手指のアルコール消毒と、非接触型体温計による検温にご協力いただくよ
うお願いしております。	
 
*万が一関係者などから新型コロナウイルス感染症の発症があった場合、連絡を差し上げられるよう、ご連絡先の記入をお願い致します。	
 
*大人数でのご来廊はなるべくお控えください。	
 
*混雑が発生した場合は、入場制限をすることがございますのでご了承ください。	
 
	
 
ギャラリーでの換気のため、常時ドアと窓を開放しております。スタッフは毎日必ず検温を含む健康チェックを行い、手洗い、消毒液に
よる殺菌をこまめに行なっております。予防対策として、マスクを着用し、ご対応させていただく場合がございます。	
 
	
 

*今後も会期等が変 更になる可能性がございます。弊廊ウェブサイト 、tw it ter を随時更新してま いりますので、ご 確認の上ご
来廊いただけまし たら幸いです。	
 

2021 年 7 月 20 日 （火 ）よ り、 Yumiko	
 Chiba	
 Associates 	
 viewing	
 room	
 shinjuku で は、 「写 真の 写 真と 写真 」
展 を開 催い たし ま す。 	
 
複製、記録技術として発明された写真の歴史は、同時に、写真が芸術や表現の世界に進展し、展開される歴史でもありまし
た。そのことによって、写真は、これまでにない、表現性、政治性、技術的な実験性などを獲得していきます。そのような
写真の歴史は、「写真とはなにか」「写真でなにができるのか」という問いを、つねに探求し、不断に更新する試みでもあ
ったはずです。	
 
	
 
本展は、そうした試みのなかから、現在、国立国際美術館で個展を開催中の鷹野隆大をはじめ、高松次郎、オノデラユキ、
椎原治、ヴォルス、アジェの写真作品をご紹介します。	
 
	
 
メディアとしての写真の可能性を拡張した作家たちの作品や、コンテンポラリーアートの世界における重要な表現手段とし
て写真が位置付けられる過程で、実験的な写真作品の制作を行った作家たちの仕事を通して、現代における写真表現の拡が
りに焦点を当てました。ぜひ、ご高覧ください。	
 

■関連情報
高松次郎
＜グループ展＞
「Psychic Wounds: On Art & Trauma」
会期：2020 年 2 月 6 日（木）‒ 2021 年 11 月 28 日（日）
会場：The Warehouse（ダラス、アメリカ）
14105 Inwood Road (between Alpha and Spring Valley) Dallas, TX 75244
http://thewarehousedallas.org/current-exhibitions/
「Jiro Takamatsu: Space in Two Dimensions」
会期：2021 年 9 月 17 日（金）‒ 10 月 23 日（土）
休廊日：日曜日、月曜日
開廊時間：11:00-17:00
会場：Stephan Friedman Gallery（ロンドン、イギリス）
25-28 Old Burlington St, W1S 3AN (Gallery 1) / 11 Old Burlington St, W1S 3AQ (Gallery 2)
Mayfair, London, United Kingdom
https://www.stephenfriedman.com/exhibitions/

鷹野隆大
＜個展＞
「鷹野隆大 毎日写真 1999-2021」
会期：2021 年 6 月 29 日（火）‒ 9 月 23 日（木祝）
休館日： 月曜日（ただし 8 月 9 日(月祝)、9 月 20 日(月祝)は開館し、8 月 10 日(火)は休館）
開館時間：10:00-17:00、当面のあいだ金曜・土曜は 20:00 まで（入場は閉館の 30 分間まで）
会場：国立国際美術館
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 4-2-55
TEL 06-6447-4680
入場料：1,200 円（大学生 700 円、高校生・18 歳未満・65 歳以上・心身に障害のある方とその付添者 1 名は無料）
https://www.nmao.go.jp/events/event/takano̲ryudai/
[関連プロジェクト]
鷹野隆大の美術館における初の大規模な個展となる国立国際美術館「鷹野隆大 毎日写真 1999-2021」開催に合わせ Goliga
Editions にて展開するプロジェクトの第一弾として、フォトグラムを使った T シャツを発売中です（期間限定 2021 年 9
月 23 日まで）。
https://www.goligaeditions.com/takano-tee
「鷹野隆大 インストア展示（仮）」
会期：2021 年 7 月 29 日（木）- 8 月 29 日（日）
休業日：月曜日、火曜日、水曜日 *祝日は営業
営業時間：13:00-19:00
会場：NADiff a/p/a/r/t
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-18-4
TEL 03-3446-4977
*詳細は追ってウェブサイトにてお知らせ致します。
＜グループ展＞
「TOKYO: ART & PHOTOGRAPHY」
会期：2021 年 7 月 29 日（木）‒ 2022 年 1 月 3 日（月）
休館日：無休
開館時間：10:00 ‒ 17:00
入場料：無料（完全予約制）
会場：Ashmolean Museum Oxford （オックスフォード、イギリス）

＜写真集刊行＞
「KIKUO (RECLINING WOO-MAN) by Ryudai Takano」
出版：Libraryman (ストックホルム、スウェーデン)
刊行年：2021 年
発行部数：限定 500 部
編集・デザイン：Tony Cederteg
執筆：Duncan Wooldridge
価格：4,400 円（税込）
*twelvebooks ウェブサイト（https://ja.twelve-books.com/）よりご購入いただけます。

■作家略歴
高松次郎 Jiro Takamatsu
1936 年東京生まれ。1958 年東京藝術大学絵画科（油画専攻）卒業。同年の第 10 回読売アンデパンダン展へ作品の出品を始
める。1962 年に中西夏之、川仁宏らと共に「山手線のフェスティバル」と呼ばれるハプニングを行い、翌 1963 年には中西、
赤瀬川原平らと前衛芸術グループ「ハイレッド・センター」を結成し、数多くのパフォーマンスを行った。高松の作品は初期
の「点」「紐」と呼ばれるシリーズから、その後「影」、「遠近法」、「波」、「弛み」、「単体」、「複合体」、「平面上
の空間」、「形」など様々な作品展開を見せるが、物質、実体、言葉、空間についての思考は一貫しており、それを検証する
かのように作品を制作し続け、1998 年に亡くなるまで、日本におけるコンセプチュアル・アートに大きな影響を与えた。
鷹野隆大 Ryudai Takano
1963年福井県生まれ。1994年からセクシュアリティをテーマに作家活動を開始。女か男か、ホモかヘテロかといった二項対
立の狭間にある曖昧なものを可視化することを試みた作品集『IN MY ROOM』（2005）で木村伊兵衛写真賞を受賞。その後
は同テーマをポルノグラフィカルな形式を通して探求したシリーズ『男の乗り方』、無防備なセクシュアリティの表出が警察
沙汰を招いた『おれと』など、性欲という“下半身の問題”をアイデンティティや社会規範との関わりのなかで捉える作品を発
表している。他に、“市場価値のない”身体イメージを集めたシリーズ『ヨコたわるラフ』、極めて身近でありながら顧みられ
ることのない日本特有の都市空間を写した『カスババ』など、視覚表象における価値のヒエラルキーを問う作品シリーズがあ
る。2011年の東日本大震災以降は影をテーマに種々の作品に取り組んでいる。
オノデラユキ Yuki Onodera
1962 年東京生まれ。オノデラは、独学で写真技術を身に付け作家活動をスタートさせた。1993 年渡仏。2003 年に写真集
『カメラキメラ』で第 28 回木村伊兵衛賞、2006 年にはフランスにおける最も権威ある写真賞「ニエプス賞」を受賞する
など、世界的な活動を続け、現在もパリを拠点に制作活動を行っている。オノデラの制作と思考は、一貫して、世界の模
倣、写し、記録装置としての写真のありかたに揺さぶりをかけるような、〈写真の存在論〉〈カメラの存在論〉とも形容
できる、独自の探究に捧げられてきた。主な個展に国立国際美術館（2005）、国立上海美術館（2006）、東京都写真美術
館（2010）、ソウル写真美術館（2010）、フランス国立ニエプス美術館（2011）、ヨーロッパ写真美術館（2015）、ザ・
ギンザ スペース（2020）、Yumiko Chiba Associates（2020）など。
椎原治 Osamu Shiihara
1905 年大阪市生まれ。1928 年に東京美術学校西洋画科に入学し、藤島武二の下で学ぶ。32 年同校を卒業、関西に戻り兵庫
県武庫郡今津町（現・西宮市今津）にアトリエを構え、写真作品を制作し始める。同時期、関西における振興写真の拠点であ
った丹平写真倶楽部に加わり、中心メンバーとして活躍。フォトグラムやソラリゼーションなどの特殊技法の他、ガラス乾板
に直接絵を描いて印画紙に焼き付ける「フォトパンチュール」という独自の技法を駆使し、近代的な写真作品を数多く残した。
椎原作品は東京国立近代美術館、東京都写真美術館、兵庫県立美術館、ゲティ美術館、ニューヨーク近代美術館、ヒュースト
ン美術館、アート・インスティテュート・オブ・シカゴに収蔵されている。作品集として『Osamu Shiihara』
（Only	
 Photography、
2016）、『椎原治』（日本芸術写真協会、2018）。1974 年歿。	
 
ヴォルス Wols
1913 年ドイツ・ベルリン生まれ。本名はアルフレート=オットー=ヴォルフガング・シュルツ（Alfred Otto Wolfgang
Schulze）。裕福な家庭に生まれ、幼少期より音楽や詩に触れ、独学で絵画を描くようになる。1930 年代にフランスに移
り住み写真家として成功するが、第二次世界大戦が始まると敵国人として度々収監されることになる。その過程でカメラ
を失い、水彩画などを描くことに没頭した。ジャン＝ポール・サルトルに作品を高く評価され、サルトルやアントナン・
アルトーらの著作、詩集に銅版画の挿絵を描いた。1951 年、38 歳で死去。死の直後から「アンフォルメル動向」の先駆
として注目を集める。
ウジェーヌ・アジェ Eugène Atget
1857 年フランス・リブルヌ生まれ。神学校を卒業後、商船の給仕や役者などの職業を経て 40 歳を過ぎてから生活のため
に写真を始める。アパルトマンのドアに「芸術家のための資料」という看板を掲げ、芸術家や公的機関に資料やモチーフ

となる写真を販売した。その後亡くなるまでの約 30 年に、変わりゆくパリの街や建築、意匠など約 8,000 枚におよぶ写真
を撮影。1925 年、偶然同じ地区に住んでいたマン・レイによって雑誌「シュルレアリスム革命」に写真が掲載され、アン
ドレ・ブルトンを初めとするシュルレアリストから高く評価される。死後、遺された写真はマン・レイの助手だったベレ
ニス・アボットや画商ジュリアン・レヴィのサポートによってニューヨーク近代美術館にコレクションされた。アジェの
写真は都市写真の模範作品として賞賛され「近代写真の父」と呼ばれる。1927 年パリにて死去。

【本展に関するお問合せ】ぜひ貴社にて御紹介くださいますようお願い申し上げます。画像データの御依頼等は下記までご連絡下さい。
ユミコチバアソシエイツ オフィス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-32-6 パークグレース新宿#205 [Tel] 03-6276-6731 [e-mail] info@ycassociates.co.jp
[website] www.ycassociates.co.jp [営業時間] 12:00-18:00
[定休日] 日・月・祝日

