
 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

2016 年 4 月 8 日(金)より、Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku にて、東恩納裕一による個展「Spill	 Light」

を開催いたします。	 

	 

東恩納裕一は、これまで私たちの日常の中にあるありふれた素材を使って、平面から立体まで幅広い展開をしてきま

したが、その底辺には常に対象への尽きぬことのない好奇心と批評性があります。	 

	 

日本の文化は、古くから他国からの影響を受けて独特の発展を遂げてきました。例えば 6世紀から 8世紀には百済、

唐との交流によって平安期に日本独特の文化を花開かせ、明治維新以降は欧米の価値観や社会システムを積極的に取

り入れてきました。こうした日本人特有の柔軟な受容性は、日本の文化に独特の多層性をもたらしました。	 

	 

東恩納はそうして生まれた自分の文化に疑問をいだき、様々な方法で作品化を試みます。それは例えば、派手な花柄

のビニールで作られたファンシーケースの作品や、造花やレースといった我々の生活に入り込んでいる日用品を使っ

た絵画作品となって表現されています。	 

	 

今回の展覧会では、東恩納のそうした姿勢が広く知られるようになった、蛍光管を使ったライトワークスシリーズの

新作を展示いたします。	 

	 

	 

歴史的にもハイソサイエティの富の象徴でもあるシャンデリアを日本の日常性に組み込み、西洋文化とそれを模範と

する戦後の日本人の精神性を批判しながら、より強烈なゴージャス感をビジュアル的に与えたシャンデリア型の作品

は２００１年に初めて発表されますが、そこに表現されたコンセプトと視点は、歴史的な観点から鑑みても、今でも

古びることがありません。	 

	 

「西欧における光が、神の視線（ゴシック教会のステンドグラス、“ヤコブのはしご”）	 や啓蒙（enlightenment）

と類比的であるとすれば、日本における光は、テクノロジーへの偏愛によるフェティッシュなモノ（物質）に近いの

かもしれない。」と東恩納は言います。この過剰な光を放つ蛍光灯のオブジェは自身を露わにしていると同時に、その

光で見る者の衝動を暴き出し、そして解放するようでもあります。	 

	 

今回は、これまでの「露わな光」ではなく、「ベールを被った光」からアプローチし、「光」が私たちに何をもたらし

てきたかを再度、問おうとするものです。(「Spill	 Light」は、舞台、写真撮影などの現場で、照明をあてるメイン

の対象以外の部分に及ぶ光、漏れる光のことを指す言葉です。)	 

	 

今回の個展に合わせ、荒木夏実氏（森美術館キュレーター）をゲストに迎え、トークイベントを開催致します。この

機会に是非ともご高覧ください。	 	 

©Yuichi Higashionna, Courtesy of Yumiko Chiba Associates 

	 

	 

東恩納裕一	 Spill Light	 
会期：2016 年 4 月 8 日（金）-	 5 月 7 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：4 月 16 日(土)	 18:30	 –	 20:00	 

トークイベント：4 月 16 日(土)	 17:00	 –	 18:30	 

※東恩納裕一×荒木夏実（森美術館キュレーター）	 	 



 
■Statement	 

	 

天空から降り注ぐ自然光が崇高性、啓蒙など隠喩と共に語られる一方、蛍光灯／LED などの人工光は、常にテクノロジー／利便性ととも

に語られ、その意味するところは忘れられがちです。	 

	 

自然光が、わたし達の外部から訪れる／与えられるのと対照的に、照明（人工光）は、私たち自身が生み出し、内部からわたしたち自ら

を照らす光と言えます。	 

	 

今回のライトボックス作品は、薄暗がりに、家々のカーテン越しの窓から漏れる光にインスピレーションを得たモノです。	 

	 

ライトボックスとは、タイトルの示すように、内部から“漏れる光”で成り立ちます。光が本来的に隠喩に満ちているように、作品は、

わたし達を巡る光自体をモチーフ／テーマに、その光に光を当てようとする試みです。	 

（自然光の）超越的／啓蒙的、垂直な光ではなく、水平の位置からやってくる、私たちの自身の希望／願望／欲望としての光、そして、

そこに投影／投射される歪な影としての作品。	 

	 

	 

	 

	 

	 

■オープニングレセプション	 

	 

日時：2016 年 4 月 16 日（土）18:30-20:00	 

会場：Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 
*トークイベント終了後、同会場にてオープニングレセプションを開催いたします。	 

	 

	 

	 

■トークイベント	 

	 

日時：2016 年 4 月 16 日（土）17:00-18:30	 

会場：Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku	 

登壇者：東恩納裕一×荒木夏実（森美術館キュレーター）	 
※事前申込制、参加費：無料	 

	 

■	 荒木夏実（あらき	 なつみ）プロフィール	 

慶應義塾大学文学部卒業後英国レスター大学でミュージアム・スタディーズを学ぶ。三鷹市芸術文化振興財団学

芸員を経て 2003 年より森美術館キュレーター。慶應義塾大学非常勤講師。企画した主な展覧会に「ストーリー

テラーズ：アートが紡ぐ物語」（2005）、「六本木クロッシング 2007：未来への脈動」（2007）、「小谷元彦：幽体

の知覚」（2010）、「ゴービトゥイーンズ展：こどもを通して見る世界」（2014）、「ディン・Q・レ展：明日への記

憶」（2015）、「六本木クロッシング 2016：僕の身体
か ら だ

、あなたの声」（2016）など。	 
	 
	 
【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。	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 	 



 
■東恩納裕一	 プロフィール	 

	 

	 

［主な個展］	 

2015	 「Play	 double」	 CAPSULE、東京	 

	 「Let's	 Get	 Dizzy」Marianne	 Boesky	 Gallery（ニューヨーク、アメリカ）	 

2014	 「New	 Works」Mizuho	 Oshiro	 Gallery（鹿児島）	 

	 「bascule」CAPSULE/	 SUNDAY（東京）	 

	 「ubiq」Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku（東京）	 

2012	 「東恩納裕一/FL」CALM&PUNK	 GALLERY/NADiff	 GALLERY（東京）	 

	 「Apparition」	 Yumiko	 Chiba	 Associates	 viewing	 room	 shinjuku（東京）	 

2011	 「fluorescent」	 Marianne	 Boesky	 gallery	 （ニューヨーク、アメリカ）	 

2010	 「Venice/Tokyo」	 Venice	 Projects（ベニス、イタリア）	 

2009	 武蔵野美術大学 80 周年記念展「変成態－リアルな現代の物質性	 Vol.4」	 gallery	 αM（東京）	 

	 

	 

［主なグループ展］	 

2015	 「GLASSTRESS	 2015	 GOTIKA」Berengo	 Studio（ベネチア、イタリア）	 

	 「六本木アートナイト 2015」政策研究大学院大学（東京）	 

	 「エディション・ワークス	 Prints	 &	 Originals」GALLERY	 SPEAK	 FOR（東京）	 

2014	 「The	 House	 in	 the	 Sky	 Artists	 Imagine	 New	 Utopias」Concrete	 at	 Hayward	 Gallery（ロンドン、イギリス）	 

2013	 「アートがあれば	 II	 ─	 9 人のコレクターによる個人コレクションの場合」東京オペラシティアートギャラリー（東京）	 

	 「Junkies’	 Promises:	 Curated	 by	 Iván	 Navarro」Paul	 Kasmin	 Gallery（ニューヨーク、アメリカ）	 

2011-12	 「THE	 MARGULIES	 COLLECTION	 AT	 THE	 WAREhOUSE」(マイアミ、アメリカ)	 

2011	 「MASKED	 PORTRAIT	 PART	 II	 When	 Vibrations	 Become	 Forms」	 Marianne	 Boesky	 Gallery	 

	 （ニューヨーク、アメリカ）	 

	 「Glasstress	 2011」	 ヴェネチア・ビエンナーレ（ベネチア、イタリア）	 

2010	 「The	 New	 Décor」	 Hayward	 Gallery	 （ロンドン、イギリス）	 

2009	 「インシデンタル・アフェアーズ	 うつろいゆく日常性の美学」	 サントリーミュージアム[天保山]（大阪）	 

2008	 「The	 Masked	 Portrait」	 Marianne	 Boesky	 Gallery（ニューヨーク、アメリカ）	 

2007	 「六本木クロッシング	 2007	 未来への脈動」	 森美術館	 （東京）	 

2006	 「愉しき家	 Enjoyable	 House」	 愛知県美術館	 （愛知）	 

2004	 「Officina	 Asia」	 ボローニャ近代美術館（ボローニャ、イタリア）	 

	 

	 

［コミッションワーク	 /	 プロジェクト	 /	 その他］	 

ベリーニ・コンドミニアム	 エントランス（マイアミ）、グランドハイアット東京、ヴァンジ彫刻庭園美術館（ミュージアムシ

ョップ NOHARA）、コム	 デ	 ギャルソン、銀座メゾンエルメス（ウィンドーディスプレイ）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	 
【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：宮中	 
〒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	 	 


