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2016 年 3 月 5 日(土)より、Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 にて、今井祝雄の個展「白のイヴェント

×映像・1966-2016」を開催いたします。	 

1964 年に初出展、解散する 72 年まで具体美術協会の会員であった今井は、白のレリーフ作品を中心に、平面でありな

がらも空間や物質を意識させる美術的なアプローチを試みてきました。その一方で、高度経済成長に伴い発展する情報

化社会に関心を寄せ、写真や映像等のメディアにも取り組んでいきます。	 

	 

1966 年 11 月に銀座松屋デパート 8 階で開催された「空間から環境へ」展は、全てが有機的に関連しあう(当時議論のテ

ーマにもなった)環境デザインというコンセプトの基、美術、音楽、建築やテクノロジー等が融合したインターメディア

な歴史的展覧会となりました。弱冠二十歳ながらこの重要な展覧会に参加をした今井は、白のラバースクリーンを電動

で隆起・伸縮させ、そこにスライドプロジェクターでイメージを投影するという実験的なインスタレーション作品「白

のイヴェント×映像」を発表します。このことは、それまで今井が具体で発表をしてきた白の作品と、具体解散以降現

在も継続している映像メディアを使用した制作活動とが結びつく契機となりました。	 

	 

本展では、当時のインスタレーションを一部刷新する形で再現致します。	 

「空間から環境へ」展の開催から 50 年の節目を迎えた今日、様々なジャンルをクロスオーバーする先鋭的作品を前に、

私たちは何を見出すことができるのでしょうか。	 

	 

尚、本展の開催に合わせ、今井祝雄、昨年今井が出展した東京国立近代美術館「Re:	 play	 1972/2015―『映像表現	 '72	 

』展、再演」の担当学芸員である三輪健仁氏、本展出展作品のために今年になって撮りおろしたスライドの提供をして

いる鷹野隆大(写真家)の三者によるトークイベントを開催いたします。	 

	 

今井	 祝雄	 

「白のイヴェント×映像・

1966-2016」  
	 

会期：2016 年 3 月 5 日（土）	 -	 4 月 2 日（土）	 

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:12:00-19:00	 	 	 定休日:日、月、祝日	 

オープニングレセプション：3 月 5 日(土)	 18:30	 –	 20:30	 

トークイベント：3 月 5 日(土)	 17:00	 –	 18:30	 

※今井祝雄×三輪健仁（東京国立近代美術館主任研究員）×鷹野隆大（写真家）	 



 
■作家コメント	 

1966 年、東京銀座の松屋で開かれた「空間から環境へ」展は、美術・写真・デザイン・建築・音楽など領域を越えた

気鋭のメンバーが出品、当時 20 歳の私ならずとも刺激的な展覧会であった。そこで発表した拙作『白のイヴェント×

映像』は、隆起運動を繰り返す１ｍ角の白いラバースクリーン４面を田の字形に壁埋めし、そこに 2台のプロジェク

ターでカラースライドを 5秒ずつ連続投影したものである。	 

スクリーンの動きで歪み、呼吸する映像環境を企図したこの作品の場合、自ら撮った映像である必要はなく、そうし

た状況をつくってみたかった一言につきるも、その後、自らカメラを手にし、〈具体〉解散後は写真やビデオなどで

制作する映像への端緒となる思い入れのある作品だ。	 

その折に同展出品者で写真家の大辻清司、東松照明氏から提供いただいたスライド・フィルムがこのほど見つかった

のを機に、いま一度再現してみたくなった。とはいえ、それぞれ異なって動くスクリーンの装置「白のイヴェント」

はアトリエに一つ残るのみで、また、すでに故人である両氏のスライドもすべてが揃っていない。そうであるなら、

いっそ只の再現でないものにしたいと考えた。	 

折りしも、鷹野隆大氏の出会いから氏が撮り続けている何気ない(？)日常のスナップ「毎日写真」を加えて、再展示

にとどまらない新たな展開となった。ちょうど半世紀を経て同じ東京で実現できることの感慨がある。	 

（いまい・のりお）	 

	 

	 

■オープニングレセプション	 

日時：2016 年 3 月 5 日（土）18:30-20:30	 

会場：Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 

	 

■トークイベント	 

日時：2016 年 3 月 5 日（土）17:00-18:30	 

会場：Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 

登壇者：今井祝雄	 ×	 三輪健仁	 ×	 鷹野隆大	 

※事前申込制、参加費：無料	 

	 

三輪健仁	 

東京国立近代美術館主任研究員、立教大学非常勤講師。専門は近・現代美術。主な企画（共同キュレーション含む）

に「Re:	 play	 1972/2015―『映像表現	 '72』展、再演」（2015 年）、「14 の夕べ」（2012 年）、「パウル・クレー展―おわ

らないアトリエ」（2011 年）、「ヴィデオを待ちながら―映像、60 年代から今日へ」（2009	 年）など（いずれも東京国

立近代美術館）。	 

最近の執筆に「ウワサの信憑」（core	 of	 bells	 怪物さんと退屈くんの 12 ヵ月	 06「ウワサの眞相」批評、2015 年）、	 「《落

葉》の『無-地（non-ground）』について」『菱田春草展』図録（東京国立近代美術館、2014 年）など。	 

	 

鷹野隆大	 

写真家。1963 年福井県生まれ。2006 年第 31 回木村伊兵衛写真賞受賞。	 

近年の展覧会に、2015 年「愛すべき世界」(猪熊弦一郎美術館)、2014 年「これからの写真」(愛知県美術館)、「2014

年 1 月から比較的最近まで、撮影順に」(Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku)、2013 年「Face	 Value:	 

Portraits	 from	 The	 Kinsey	 Institute」(The	 Kinsey	 Institute	 Gallery)、他。	 

近年刊行の写真集に、『String	 and	 Coke』(青土社、2014 年)、文学研究者の新城郁夫との共著『まなざしに触れる』

（水声社、2014 年）などがある。	 

	 

【お申し込み方法】	 

件名「トークイベント参加」、本文に、参加人数、お名前、電話番号をご明記のうえ、event@ycassociates.co.jp までメ

ールでお申し込みください。	 

＊定員（20 名）になり次第、受付を終了いたします。	 

＊ギャラリーからの返信メールが届かない場合は、営業時間内にお問合せください。	 

	 



 
■作家プロフィール	 

	 

今井	 祝雄（Norio	 Imai）	 	 
1946	 大阪市生まれ	 
1965	 具体美術協会会員	 
1966	 第 10 回シェル美術賞展１等賞受賞	 

	 	 

＜主な個展＞	 
2015	 Gutai	 Works(アクセル・ヴェルボールトギャラリー/香港)	 
2015	 Shadow	 of	 Memory(ギャラリー･リチャード/パリ）	 
2015	 Time	 Collection(ユミコチバアソシエイツ・ビューイングルーム新宿/東京)	 
2014	 今井祝雄-Retrospective-影像と映像(アートコートギャラリー/大阪)	 
2014	 白からはじまる(ユミコチバアソシエイツ・ビューイングルーム新宿/東京)	 
2014	 白の遠近(ギャラリー･リチャード/ニューヨーク)	 
2013	 白のイベント(アクセル・ヴェルボールトギャラリー/アントワープ)	 
2012	 今井祝雄 Retrospective–17 才から 22 才(アートコートギャラリー/大阪)	 
2005	 デイリーポートレイトの四半世紀(夢創館/神戸)	 
1996	 BACK	 ＆	 FORTH	 今井祝雄･白の空間 1964-1966(ギャラリー16/京都)	 
1981	 ビデオによる(ザ･バンク/アムステルダム)	 
1981	 Videotape	 Performance(Video	 Gallery	 SCAN/東京)	 
1980	 矩形の時間(ギャルリーキタノサーカス/神戸)	 
1976	 6/8 拍子 part2(アート･コア･ギャラリー/京都)	 
1971	 ウォーカー画廊/東京	 
1969	 布の造形シリーズ(画廊みやざき/大阪)	 
1966	 グタイピナコテカ/大阪	 
1964	 17 歳の証言(ヌーヌ画廊/大阪)	 

	 	 

＜主なグループ展＞	 
2016	 Performing	 for	 the	 Camera,	 Tate	 Modern,	 London,	 England	 
2015	 Re:	 play	 1972/2015―『映像表現	 '72』展、再演	 (東京国立近代美術館/東京)	 
2015	 パリフォト 2015(ユミコチバアソシエイツブース/パリ)	 
2015	 アートバーゼル香港 2015(ユミコチバアソシエイツブース/香港)	 
2014	 Image	 and	 Matter	 in	 Japanese	 Photography	 from	 the	 1970s,	 Marianne	 Boesky	 Gallery,	 New	 York,USA	 
2013	 具体:素晴らしい遊び場所(グッゲンハイム美術館/ニュ–ヨーク)	 
2012	 A	 Visual	 Essay	 on	 Gutai	 at	 32	 East	 69	 Street,	 Hauser	 &	 Wirth,New	 York,USA	 
2012	 ｢具体｣ニッポンの前衛 18 年の軌跡	 (国立新美術館/東京)	 
2011	 Masked	 PortraitⅡ-When	 Vibrations	 Become	 Forms(マリアン･ボエスキー･ギャラリー/ニューヨーク)	 
2011	 Nul=0:	 The	 Dutch	 Nul	 Group	 in	 an	 International	 Context,	 Stedelij	 Museum	 Schiedam,	 The	 Netherlands	 
2009	 ヴァイタル･シグナル―日米初期ビデオアート(ジャパンソサエティ/ニューヨーク、ボストン美術館、ロサンジェルス･カウン
ティー美術館、横浜市美術館、国立国際美術館他～2010)	 
2007	 ラディカル･コミュニケーション:日本のビデオアート 1968-1988(ゲティセンター/ロサンジェルス)	 
2004	 結成	 50 周年記念｢具体｣回顧展(兵庫県立美術館)	 
1994	 戦後日本の前衛美術(横浜美術館、グッゲンハイム美術館/ニューヨーク、サンフランシスコ近代美術館)	 
1993	 ビデオ･新たな世界－そのメディアの可能性(O 美術館/東京)	 
1985	 現代のセルフポートレート(埼玉県立近代美術館)	 
1983	 現代美術における写真	 —	 1970 年代の美術を中心として(東京国立近代美術館、京都国立近代美術館)	 
1982	 第	 4 回シドニービエンナーレ	 
1972	 映像表現‘72	 –もの・場・時間・空間–Equivalent	 Cinema(京都市美術館)	 
1970	 万国博美術展(万国博美術館/大阪)	 
1969	 現代日本美術展―蛍光菊(現代美術研究所＝I.C.A./ロンドン)	 
1967	 第	 5 回パリ青年ビエンナーレ(パリ市美術館)	 
1966	 空間から環境へ(松屋/東京)	 
1966	 現代美術の動向(国立近代美術館京都分館)	 
1964	 第 14 回具体美術展(高島屋	 /大阪)	 

	 	 

［パブリック・コレクション］	 

アクセル･アンド･メイ･ヴェルヴォールト財団、ゲティセンター、ラチョフスキー・コレクション（ダラス）、芦屋市立美術博物館、
大阪新美術館建設準備室、大阪府、滋賀県立近代美術館、兵庫県立美術館、宮城県美術館	 

	 

	 

■協力	 

大辻哲郎、東松照明オフィス INTERFACE、鷹野隆大	 

	 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------	 

【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	 担当：鈴木	 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-32-6 パークグレース新宿#316	 [Tel]	 03-6276-6731	 [e-mail]	 
info@ycassociates.co.jp	 [website]	 www.ycassociates.co.jp	 [営業時間]	 12:00-19:00	 	 [定休日]	 日・月・祝日	 	 


