
大規模改修工事のため現在休館

中の東京都写真美術館は、今秋9

月のリニューアル・オープンまで、い

よいよあと5ヵ月あまりとなりました。

現在、職員は、展覧会準備のほか

に、改修された美術館への作品・図

書の搬入、備品の用意、環境の整備

など、オープンのための準備をすすめ

ています。いましばらくの休館となり

ますが、皆様のご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。リニューアル・

オープンの概要は4月中旬頃に、

ホームページで発表いたします。

第8回恵比寿映像祭
「動いている庭」を開催しました
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〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内
電話 03-3280-0099（代）（平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※美術館は現在休館中です。展示、閲覧等は行っておりません

「アーツカウンシル東京・フェスティバル」事業の一環として、
平成28年2月11日（木・祝）から20日（土）までの10日間、
第８回恵比寿映像祭「動いている庭」を実施し、41,321人
（＊地域連携含む）の方にご来場いただきました。通常のメ
イン会場である東京都写真美術館の改修にともなう休館
を機に、恵比寿ガーデンプレイス内の各会場と、日仏会館
を中心に、複数の会場で、展示・上映・オフサイト展示・ラ
イヴイベント・シンポジウム・地域連携プログラム・ガイドツ
アーなど多彩なプログラムを展開し、26の国と地域から
総計で91名のアーティスト・ゲストを迎え、映像を中心に
多様な表現と視点を提示するフェスティヴァルとなりました。

ほかにも、開催中の様子は恵比寿映像祭ホームページ「Yebizoブログ」でご覧いただけます。
恵比寿映像祭公式ホームページ www.yebizo.com

ホームページの
メンテナンスと更新について

東京都写真美術館のホームページが、

2016年4月中旬より新しくなります。それに

ともなうメンテナンスのため、3月下旬～4月

中旬まで、過去の展示情報などアーカイブ

ページの閲覧を休止いたします。あらかじめ

ご了承いただきますようお願いいたします。

新しくなるホームページでは、リニューアル・

オープンの展覧会情報などを順次アップし

ていく予定です。どうぞご期待ください。

News

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-12
電話 03-3251-3700（代） （平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※リニューアル準備室では、展示・閲覧等は行っておりません

東京都写真美術館リニューアル準備室

いよいよ
今秋9月に
リニューアル
オープン！

メイン会場であるザ・ガーデンホールの展示風景

表紙）中谷芙二子《霧の庭 “ルイジアナのために”》
Photo ©Takaaki Arai

「快楽の園」三部作上映上映後Q&Aのベン・ラッセル監督
（2月24日、恵比寿ガーデンシネマ）

中島興氏によるラウンジトークの様子（2月16日、ザ・ガーデンホール）

SjQ++、入江陽＋銅金裕司、古舘健、The SINE WAVE
ORCHESTRAを迎えたライヴ、「動いている庭 ̶ ライヴ編」の
様子（2月19日、ザ・ガーデンルーム）

クワクボリョウタ≪風景と映像≫（日仏会館ギャラリー）

藤木淳《Primitive Order -組成される感覚／
世界2006-2016》（STUDIO38）

東京都写真美術館の活動をご支援いただくため、次の企業・団体に支援会員としてご入会いただきました。

支援会員

（平成28年3月現在・五十音順） （株）＝株式会社、（相）＝相互会社、（有）＝有限会社、（学）＝学校法人、（公社）=公益社団法人、（同）=合同会社、（一社）=一般社団法人
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北海道 写真の町東川町
東日本旅客鉄道（株）
光写真印刷（株）
（株）美術出版社
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（株）日立物流
（株）ビックカメラ
（株）ビデオプロモーション
ヒノキ新薬（株）
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Corporate Members

1792年、英国バークシャーのスラウに生まれる。父は

天王星や赤外線放射の発見で知られるウィリアム・

ハーシェル。1813年、ケンブリッジ大学セント・ジョン

ズ・カレッジを卒業。1816年から直径18インチ（460

mm）の鏡を用いた焦点距離6,100mmの反射望遠

鏡を作って天文学を研究し、土星や天王星の衛星の

命名などを行い、1820年には父と共に王立天文学

協会に設立メンバーとして参加した。写真の分野で

は、ネガポジ方式の発明で知られるウィリアム･ヘン

ジョン・ハーシェル
（HERSCHEL, John Fredrick William、1点）
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毎日新聞社  
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三井倉庫ホールディングス（株）
三井不動産（株）
（株）三越伊勢丹 三越恵比寿店
三菱地所（株）
三菱製紙（株）
三菱倉庫（株）
三菱電機（株）
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
（株）ミルボン
武蔵大学
明治安田生命保険相互会社
森ビル（株）  
ヤマトロジスティクス（株）
横河電機（株）
（株）吉野工業所
（株）ヨドバシカメラ
読売新聞社
ライオン（株）
ライカカメラジャパン（株）
リコーイメージング（株）
リシュモン ジャパン（株）
　モンブラン
（株）良品計画
（株）ロボット
（株）ワコウ・ワークス・オブ・
　アート
（株）ワコール
（株）ワッツ オブ トーキョー

平成27年度  東京都写真美術館

新規収蔵作品  のご紹介

本年（平成27年度）に収集された東京

都写真美術館の新規収蔵作品より、主

な作家と作品をご紹介いたします。

近年、美術館の役割は多岐にわたりま

すが、それらは作品収集と展覧会開催

の両軸に支えられています。学芸員は、

限られた予算を最大限有効に活用し、

いま当館が収集すべき作品を見極めて

いくために、日々の研鑽とネットワークを生

かし、作品調査と収集提案を行っていま

す。そして、重点収集作家から新進作家

まで、写真・映像文化を理解する上で重

要な作品を、幅広く収集しています。

そのなかで当館の支援会員である団

体・企業の皆様の多大なるご援助は、散

逸が危惧される作品収集のために、欠

かすことのできないご支援です。特に映

像・写真の黎明期や、幕末～明治の初

期写真は、専門的かつ継続的な研究が

必要であり、多くのお客様にとっても関心

の高いジャンルです。今年度も、専門美

術館ならではの作品を収集し、平成27

年3月末現在の総収蔵作品数は33,393

点となりました。作品の収集にあたり、都

民や支援会員の皆様をはじめ、ご支援・

ご協力をいただきましたすべての皆様

に、心より御礼申し上げます。

本年度に収集された作品には、今秋のリ

ニューアル・オープン後に、いち早くお披

露目を予定しているものも多数あります。

秋からの展覧会の詳細は、4月中旬頃か

ら、順次ホームページにてお知らせいた

します。どうぞご期待ください。

リー･フォックス･タルボットと交友があり、多くの助

言を与えている。1839年にはハロゲン化銀の溶

媒としてハイポが有効であることを実験で証明し、

これを定着液に使用すると画像の保存性が高い

ことをタルボットとルイ・ジャック・マンデ・ダゲール

（ダゲレオタイプの発明者）に伝えている。また、こ

の年に“Photography”という概念や“Negative”

と“Positive”という言葉を使用して論考を発表し

た。1842年にはサイアノタイプ（青写真）の発明

をしており、写真発明家としての側面もある。女性

写真家ジュリア・マーガレット・キャメロンの被写体

としても知られる。本作は1816年にカメラルシー

ダを使ってハーシェルが描いたものである。洞窟か

ら海を望んで写生をしており、岩盤の克明な描写

と溢れる光の中で海に浮かぶ船と傘を差す女性

が対比的に描かれる。光学像によって空間を忠実

に把握した画面は、画家とは異なる科学者らしい

視点と言える。カメラルシーダはマジックミラーを介

して目の前の風景を画用紙に映し、これを写し描く

ことで正確な描写を可能にする道具。しかし、独特

の描画技術を求める難物でもある。ハーシェルが

この方法で描いた中で最も初期に類する貴重な

作例である本作は、写真誕生の20年以上前に制

作された、いわば写真の源泉である。

参考図版：カメラ・ルシーダ 東京都写真美術館蔵

2016.4.15（金）までのお問い合せ 2016.4.18（月）からのお問い合せ

A cave in the cliff on beach, Dawlish, Devon 1816年 ジョン・ハーシェル（HERSCHEL, John Fredrick William）
※この作品は当館支援会員の援助により購入いたしました。
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中の東京都写真美術館は、今秋9

月のリニューアル・オープンまで、い
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書の搬入、備品の用意、環境の整備

など、オープンのための準備をすすめ

ています。いましばらくの休館となり

ますが、皆様のご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。リニューアル・

オープンの概要は4月中旬頃に、

ホームページで発表いたします。

第8回恵比寿映像祭
「動いている庭」を開催しました

「アーツカウンシル東京・フェスティバル」事業の一環として、
平成28年2月11日（木・祝）から20日（土）までの10日間、
第８回恵比寿映像祭「動いている庭」を実施し、41,321人
（＊地域連携含む）の方にご来場いただきました。通常のメ
イン会場である東京都写真美術館の改修にともなう休館
を機に、恵比寿ガーデンプレイス内の各会場と、日仏会館
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アーなど多彩なプログラムを展開し、26の国と地域から
総計で91名のアーティスト・ゲストを迎え、映像を中心に
多様な表現と視点を提示するフェスティヴァルとなりました。
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東京都写真美術館のホームページが、

2016年4月中旬より新しくなります。それに

ともなうメンテナンスのため、3月下旬～4月

中旬まで、過去の展示情報などアーカイブ

ページの閲覧を休止いたします。あらかじめ

ご了承いただきますようお願いいたします。

新しくなるホームページでは、リニューアル・

オープンの展覧会情報などを順次アップし

ていく予定です。どうぞご期待ください。

News

いよいよ
今秋9月に
リニューアル
オープン！

メイン会場であるザ・ガーデンホールの展示風景

表紙）中谷芙二子《霧の庭 “ルイジアナのために”》
Photo ©Takaaki Arai

ほかにも、開催中の様子は恵比寿映像祭ホームページ「Yebizoブログ」でご覧いただけます。
恵比寿映像祭公式ホームページ www.yebizo.com

「快楽の園」三部作上映上映後Q&Aのベン・ラッセル監督
（2月24日、恵比寿ガーデンシネマ）

中島興氏によるラウンジトークの様子（2月16日、ザ・ガーデンホール）

SjQ++、入江陽＋銅金裕司、古舘健、The SINE WAVE
ORCHESTRAを迎えたライヴ、「動いている庭 ̶ ライヴ編」の
様子（2月19日、ザ・ガーデンルーム）

クワクボリョウタ≪風景と映像≫（日仏会館ギャラリー）

藤木淳《Primitive Order -組成される感覚／
世界2006-2016》（STUDIO38）



大規模改修工事のため現在休館

中の東京都写真美術館は、今秋9

月のリニューアル・オープンまで、い

よいよあと5ヵ月あまりとなりました。

現在、職員は、展覧会準備のほか

に、改修された美術館への作品・図

書の搬入、備品の用意、環境の整備

など、オープンのための準備をすすめ

ています。いましばらくの休館となり

ますが、皆様のご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。リニューアル・

オープンの概要は4月中旬頃に、

ホームページで発表いたします。

第8回恵比寿映像祭
「動いている庭」を開催しました

東京都写真美術館ニュース「アイズ16」86号●発行日：2016年3月30日●企画・編集：東京都写真美術館事業企画課 普及係●印刷・製本：JTB印刷株式会社
●発行：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館○c2016●本誌掲載の記事、写真の無断複写、複製を禁じます。

〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内
電話 03-3280-0099（代）（平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※美術館は現在休館中です。展示、閲覧等は行っておりません

「アーツカウンシル東京・フェスティバル」事業の一環として、
平成28年2月11日（木・祝）から20日（土）までの10日間、
第８回恵比寿映像祭「動いている庭」を実施し、41,321人
（＊地域連携含む）の方にご来場いただきました。通常のメ
イン会場である東京都写真美術館の改修にともなう休館
を機に、恵比寿ガーデンプレイス内の各会場と、日仏会館
を中心に、複数の会場で、展示・上映・オフサイト展示・ラ
イヴイベント・シンポジウム・地域連携プログラム・ガイドツ
アーなど多彩なプログラムを展開し、26の国と地域から
総計で91名のアーティスト・ゲストを迎え、映像を中心に
多様な表現と視点を提示するフェスティヴァルとなりました。

ほかにも、開催中の様子は恵比寿映像祭ホームページ「Yebizoブログ」でご覧いただけます。
恵比寿映像祭公式ホームページ www.yebizo.com

ホームページの
メンテナンスと更新について

東京都写真美術館のホームページが、

2016年4月中旬より新しくなります。それに

ともなうメンテナンスのため、3月下旬～4月

中旬まで、過去の展示情報などアーカイブ

ページの閲覧を休止いたします。あらかじめ

ご了承いただきますようお願いいたします。

新しくなるホームページでは、リニューアル・

オープンの展覧会情報などを順次アップし

ていく予定です。どうぞご期待ください。

News

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-12
電話 03-3251-3700（代） （平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※リニューアル準備室では、展示・閲覧等は行っておりません

東京都写真美術館リニューアル準備室

いよいよ
今秋9月に
リニューアル
オープン！

メイン会場であるザ・ガーデンホールの展示風景

表紙）中谷芙二子《霧の庭 “ルイジアナのために”》
Photo ©Takaaki Arai

「快楽の園」三部作上映上映後Q&Aのベン・ラッセル監督
（2月24日、恵比寿ガーデンシネマ）

中島興氏によるラウンジトークの様子（2月16日、ザ・ガーデンホール）

SjQ++、入江陽＋銅金裕司、古舘健、The SINE WAVE
ORCHESTRAを迎えたライヴ、「動いている庭 ̶ ライヴ編」の
様子（2月19日、ザ・ガーデンルーム）

クワクボリョウタ≪風景と映像≫（日仏会館ギャラリー）

藤木淳《Primitive Order -組成される感覚／
世界2006-2016》（STUDIO38）

東京都写真美術館の活動をご支援いただくため、次の企業・団体に支援会員としてご入会いただきました。

支援会員

（平成28年3月現在・五十音順）（株）＝株式会社、（相）＝相互会社、（有）＝有限会社、（学）＝学校法人、（公社）=公益社団法人、（同）=合同会社、（一社）=一般社団法人

特別賛助会員
キヤノン（株）
（株）資生堂　
（株）ニコン
特別支援会員
（株）キタムラ
キヤノンマーケティングジャパン（株）
大日本印刷（株）
凸版印刷（株）
富士フイルム（株）
（株）リコー　
支援会員
（株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ 
（株）ＡＯＩ Ｐｒｏ．
（株）アサツー ディ・ケイ
旭化成（株）
朝日新聞社
（株）朝日新聞出版
朝日生命保険相互会社
アサヒグループホールディン
　グス（株）
朝日放送（株）
アスクル（株）
（株）アートよみうり
（株）アマナ
（株）岩波書店
ウェスティンホテル東京
（株）潮出版社
内田写真（株）
（株）栄光社
（株）エスジー
（株）ＡＤＫアーツ
ＮＥＣディスプレイソリュー
　ションズ（株）
（株）ＮＨＫアート
ＮＨＫ営業サービス（株）
（株）ＮＨＫエデュケーショナル
（株）ＮＨＫエンタープライズ
（株）ＮＨＫグローバルメディア
　サービス
（株）ＮＨＫ出版
（株）ＮＨＫビジネスクリエイト
（株）ＮＨＫメディアテクノロジー
ＮＴＴ都市開発（株）
エプソン販売（株）
エルメス財団

（株）Ｏｆｆｉｃｅ Ｍａｍ
オリックス（株）
オリンパス（株）
（株）オンワードホールディングス
花王（株）
カシオ計算機（株）
鹿島建設（株）
（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ
カトーレック（株）
神奈川新聞社
カルピス（株）
（株）キクチ科学研究所
キッコーマン（株）
（株）紀伊國屋書店
ギャラリー小柳
共同印刷（株）
（一社）共同通信社
協和発酵キリン（株）
（株）久米設計
興亜硝子（株）
（株）弘亜社
（株）廣済堂
（株）講談社
（株）光文社
（株）国書刊行会
（株）コスモスインターナショナル
（株）コーセー
コダック（同）
小山登美夫ギャラリー（株）
（株）ザ・アール
サッポロ不動産開発（株）
サッポロホールディングス（株）
三機工業（株）
産経新聞社
サントリーホールディングス（株）
（株）サンライズ
（株）ジェイアール東日本企画
ＪＳＲ（株）
ＪＸホールディングス（株）
ジェイティービー印刷（株）
（株）シグマ
（株）実業之日本社
信濃毎日新聞社
（株）写真弘社
写真の学校／東京写真学園
シャネル（株）

（株）集英社
（株）主婦と生活社
（株）主婦の友社
（株）小学館
松竹（株）
信越化学工業（株）
（株）新潮社
（株）スタジオアリス
（株）スタジオエムジー
（株）スタジオジブリ
スターツ出版（株）
住友化学（株）
住友生命保険相互会社
（株）スリーボンド
（株）生活の友社
セイコーホールディングス（株）
（株）青春出版社
成美製版（株）
積水ハウス（株）
全日本空輸（株）
ソニー（株）
損害保険ジャパン日本
　興亜（株）
第一生命保険（株）
第一法規（株）
（株）ダイケングループ
大成建設（株）
（株）大丸松坂屋百貨店
大和証券（株）
（有）タカ・イシイギャラリー
高砂熱学工業（株）
（株）髙島屋
（株）宝島社
（株）竹中工務店
玉川大学芸術学部
（株）タムロン
（株）丹青社
（株）中央公論新社
中外製薬（株）
帝人（株）
（株）ＴＢＳテレビ
デジタル･アドバタイジング･
　コンソーシアム（株）
（株）テレビ朝日
（株）テレビ東京
電源開発（株）

（株）電通
（株）電通テック
東亜建設工業（株）
東映（株）
東急建設（株）
東京海上日動火災保険（株）
東京急行電鉄（株）
東京工芸大学
東京新聞・中日新聞社
（株）東京スタデオ
東京造形大学
東京綜合写真専門学校
東京テアトル（株）
東京都競馬（株）
（株）東京ドーム
（株）東京ニュース通信社
（株）東京美術倶楽部
（学）専門学校 東京ビジュ
　アルアーツ
東京メトロポリタンテレビ
　ジョン（株）
（株）東芝
東宝（株）
（株）東北新社
（株）東洋経済新報社
東洋熱工業（株）
（株）トキワ
（株）徳間書店　
戸田建設（株）
（株）トータルプランニング
　オフィス
トヨタ自動車（株）
（株）トロンマネージメント
（株）ニコンイメージングジャパン
日外アソシエーツ（株）
日油（株）
日活（株）
（株）日経ＢＰ
日光ケミカルズ（株）
日産自動車（株）
（株）日本カメラ社
日本空港ビルデング（株）
日本経済新聞社
（株）日本廣告社
（公社）日本広告写真家協会
日本コルマー（株）

（株）日本色材工業研究所
日本写真印刷（株）
（公社）日本写真家協会
（公社）日本写真協会
日本写真芸術専門学校
（一社）日本写真文化協会
日本大学芸術学部
日本たばこ産業（株）
日本テレビ放送網（株）
（株）ニッポン放送
日本ロレックス（株）
（株）ニューアートディフュー
　ジョン
ノーリツ鋼機（株）
（株）博報堂
（株）博報堂ＤＹメディア
　パートナーズ
（株）博報堂プロダクツ
（株）パス･コミュニケーションズ
（株）ハースト婦人画報社
パナソニック（株）
（株）パラゴン
パリ ミキ
ぴあ（株）
ビービーメディア（株）
北海道 写真の町東川町
東日本旅客鉄道（株）
光写真印刷（株）
（株）美術出版社
（株）日立製作所
（株）日立物流
（株）ビックカメラ
（株）ビデオプロモーション
ヒノキ新薬（株）
（株）ピラミッドフィルム
（株）ファーストリテイリング
富国生命保険相互会社
富士重工業（株）
（株）フジテレビジョン
（株）双葉社
（株）プラザクリエイト
（株）プリンスホテル
（株）ブルーヒルズ
（株）フレームマン
（株）文化工房
（株）文藝春秋

Corporate Members

1792年、英国バークシャーのスラウに生まれる。父は

天王星や赤外線放射の発見で知られるウィリアム・

ハーシェル。1813年、ケンブリッジ大学セント・ジョン

ズ・カレッジを卒業。1816年から直径18インチ（460

mm）の鏡を用いた焦点距離6,100mmの反射望遠

鏡を作って天文学を研究し、土星や天王星の衛星の

命名などを行い、1820年には父と共に王立天文学

協会に設立メンバーとして参加した。写真の分野で

は、ネガポジ方式の発明で知られるウィリアム･ヘン

ジョン・ハーシェル
（HERSCHEL, John Fredrick William、1点）

（株）ベネッセホールディングス
ベルボン（株）
北海道新聞社
（株）ホテルオークラ東京
（株）堀内カラー
本田技研工業（株）
毎日新聞社  
（株）マガジンハウス
丸善（株）
（株）マンダム
（株）みずほ銀行
三井住友海上火災保険（株）
三井住友信託銀行（株）
三井倉庫ホールディングス（株）
三井不動産（株）
（株）三越伊勢丹 三越恵比寿店
三菱地所（株）
三菱製紙（株）
三菱倉庫（株）
三菱電機（株）
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
（株）ミルボン
武蔵大学
明治安田生命保険相互会社
森ビル（株）  
ヤマトロジスティクス（株）
横河電機（株）
（株）吉野工業所
（株）ヨドバシカメラ
読売新聞社
ライオン（株）
ライカカメラジャパン（株）
リコーイメージング（株）
リシュモン ジャパン（株）
　モンブラン
（株）良品計画
（株）ロボット
（株）ワコウ・ワークス・オブ・
　アート
（株）ワコール
（株）ワッツ オブ トーキョー

平成27年度  東京都写真美術館

新規収蔵作品  のご紹介

本年（平成27年度）に収集された東京

都写真美術館の新規収蔵作品より、主

な作家と作品をご紹介いたします。

近年、美術館の役割は多岐にわたりま

すが、それらは作品収集と展覧会開催

の両軸に支えられています。学芸員は、

限られた予算を最大限有効に活用し、

いま当館が収集すべき作品を見極めて

いくために、日々の研鑽とネットワークを生

かし、作品調査と収集提案を行っていま

す。そして、重点収集作家から新進作家

まで、写真・映像文化を理解する上で重

要な作品を、幅広く収集しています。

そのなかで当館の支援会員である団

体・企業の皆様の多大なるご援助は、散

逸が危惧される作品収集のために、欠

かすことのできないご支援です。特に映

像・写真の黎明期や、幕末～明治の初

期写真は、専門的かつ継続的な研究が

必要であり、多くのお客様にとっても関心

の高いジャンルです。今年度も、専門美

術館ならではの作品を収集し、平成27

年3月末現在の総収蔵作品数は33,393

点となりました。作品の収集にあたり、都

民や支援会員の皆様をはじめ、ご支援・

ご協力をいただきましたすべての皆様

に、心より御礼申し上げます。

本年度に収集された作品には、今秋のリ

ニューアル・オープン後に、いち早くお披

露目を予定しているものも多数あります。

秋からの展覧会の詳細は、4月中旬頃か

ら、順次ホームページにてお知らせいた

します。どうぞご期待ください。

リー･フォックス･タルボットと交友があり、多くの助

言を与えている。1839年にはハロゲン化銀の溶

媒としてハイポが有効であることを実験で証明し、

これを定着液に使用すると画像の保存性が高い

ことをタルボットとルイ・ジャック・マンデ・ダゲール

（ダゲレオタイプの発明者）に伝えている。また、こ

の年に“Photography”という概念や“Negative”

と“Pos i t i ve ”という言葉を使用して論考を発表し

た。1842年にはサイアノタイプ（青写真）の発明

をしており、写真発明家としての側面もある。女性

写真家ジュリア・マーガレット・キャメロンの被写体

としても知られる。本作は1816年にカメラルシー

ダを使ってハーシェルが描いたものである。洞窟か

ら海を望んで写生をしており、岩盤の克明な描写

と溢れる光の中で海に浮かぶ船と傘を差す女性

が対比的に描かれる。光学像によって空間を忠実

に把握した画面は、画家とは異なる科学者らしい

視点と言える。カメラルシーダはマジックミラーを介

して目の前の風景を画用紙に映し、これを写し描く

ことで正確な描写を可能にする道具。しかし、独特

の描画技術を求める難物でもある。ハーシェルが

この方法で描いた中で最も初期に類する貴重な

作例である本作は、写真誕生の20年以上前に制

作された、いわば写真の源泉である。

参考図版：カメラ・ルシーダ 東京都写真美術館蔵

2016.4.15（金）までのお問い合せ2016.4.18（月）からのお問い合せ

A cave in the cliff on beach, Dawlish, Devon 1816年 ジョン・ハーシェル（HERSCHEL, John Fredrick William）
※この作品は当館支援会員の援助により購入いたしました。
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大規模改修工事のため現在休館

中の東京都写真美術館は、今秋9

月のリニューアル・オープンまで、い

よいよあと5ヵ月あまりとなりました。

現在、職員は、展覧会準備のほか

に、改修された美術館への作品・図

書の搬入、備品の用意、環境の整備

など、オープンのための準備をすすめ

ています。いましばらくの休館となり

ますが、皆様のご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。リニューアル・

オープンの概要は4月中旬頃に、

ホームページで発表いたします。

第8回恵比寿映像祭
「動いている庭」を開催しました
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〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内
電話 03-3280-0099（代）（平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※美術館は現在休館中です。展示、閲覧等は行っておりません

「アーツカウンシル東京・フェスティバル」事業の一環として、
平成28年2月11日（木・祝）から20日（土）までの10日間、
第８回恵比寿映像祭「動いている庭」を実施し、41,321人
（＊地域連携含む）の方にご来場いただきました。通常のメ
イン会場である東京都写真美術館の改修にともなう休館
を機に、恵比寿ガーデンプレイス内の各会場と、日仏会館
を中心に、複数の会場で、展示・上映・オフサイト展示・ラ
イヴイベント・シンポジウム・地域連携プログラム・ガイドツ
アーなど多彩なプログラムを展開し、26の国と地域から
総計で91名のアーティスト・ゲストを迎え、映像を中心に
多様な表現と視点を提示するフェスティヴァルとなりました。

ほかにも、開催中の様子は恵比寿映像祭ホームページ「Yebizoブログ」でご覧いただけます。
恵比寿映像祭公式ホームページ www.yebizo.com

ホームページの
メンテナンスと更新について

東京都写真美術館のホームページが、

2016年4月中旬より新しくなります。それに

ともなうメンテナンスのため、3月下旬～4月

中旬まで、過去の展示情報などアーカイブ

ページの閲覧を休止いたします。あらかじめ

ご了承いただきますようお願いいたします。

新しくなるホームページでは、リニューアル・

オープンの展覧会情報などを順次アップし

ていく予定です。どうぞご期待ください。

News

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-12
電話 03-3251-3700（代） （平日9:30～18:15）
※土曜、日曜、祝祭日を除きます
※リニューアル準備室では、展示・閲覧等は行っておりません

東京都写真美術館リニューアル準備室

いよいよ
今秋9月に
リニューアル
オープン！

メイン会場であるザ・ガーデンホールの展示風景

表紙）中谷芙二子《霧の庭 “ルイジアナのために”》
Photo ©Takaaki Arai

「快楽の園」三部作上映上映後Q&Aのベン・ラッセル監督
（2月24日、恵比寿ガーデンシネマ）

中島興氏によるラウンジトークの様子（2月16日、ザ・ガーデンホール）

SjQ++、入江陽＋銅金裕司、古舘健、The SINE WAVE
ORCHESTRAを迎えたライヴ、「動いている庭 ̶ ライヴ編」の
様子（2月19日、ザ・ガーデンルーム）

クワクボリョウタ≪風景と映像≫（日仏会館ギャラリー）

藤木淳《Primitive Order -組成される感覚／
世界2006-2016》（STUDIO38）

東京都写真美術館の活動をご支援いただくため、次の企業・団体に支援会員としてご入会いただきました。

支援会員

（平成28年3月現在・五十音順） （株）＝株式会社、（相）＝相互会社、（有）＝有限会社、（学）＝学校法人、（公社）=公益社団法人、（同）=合同会社、（一社）=一般社団法人

特別賛助会員
キヤノン（株）
（株）資生堂　
（株）ニコン
特別支援会員
（株）キタムラ
キヤノンマーケティングジャパン（株）
大日本印刷（株）
凸版印刷（株）
富士フイルム（株）
（株）リコー　
支援会員
（株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ 
（株）ＡＯＩ Ｐｒｏ．
（株）アサツー ディ・ケイ
旭化成（株）
朝日新聞社
（株）朝日新聞出版
朝日生命保険相互会社
アサヒグループホールディン
　グス（株）
朝日放送（株）
アスクル（株）
（株）アートよみうり
（株）アマナ
（株）岩波書店
ウェスティンホテル東京
（株）潮出版社
内田写真（株）
（株）栄光社
（株）エスジー
（株）ＡＤＫアーツ
ＮＥＣディスプレイソリュー
　ションズ（株）
（株）ＮＨＫアート
ＮＨＫ営業サービス（株）
（株）ＮＨＫエデュケーショナル
（株）ＮＨＫエンタープライズ
（株）ＮＨＫグローバルメディア
　サービス
（株）ＮＨＫ出版
（株）ＮＨＫビジネスクリエイト
（株）ＮＨＫメディアテクノロジー
ＮＴＴ都市開発（株）
エプソン販売（株）
エルメス財団

（株）Ｏｆｆｉｃｅ Ｍａｍ
オリックス（株）
オリンパス（株）
（株）オンワードホールディングス
花王（株）
カシオ計算機（株）
鹿島建設（株）
（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ
カトーレック（株）
神奈川新聞社
カルピス（株）
（株）キクチ科学研究所
キッコーマン（株）
（株）紀伊國屋書店
ギャラリー小柳
共同印刷（株）
（一社）共同通信社
協和発酵キリン（株）
（株）久米設計
興亜硝子（株）
（株）弘亜社
（株）廣済堂
（株）講談社
（株）光文社
（株）国書刊行会
（株）コスモスインターナショナル
（株）コーセー
コダック（同）
小山登美夫ギャラリー（株）
（株）ザ・アール
サッポロ不動産開発（株）
サッポロホールディングス（株）
三機工業（株）
産経新聞社
サントリーホールディングス（株）
（株）サンライズ
（株）ジェイアール東日本企画
ＪＳＲ（株）
ＪＸホールディングス（株）
ジェイティービー印刷（株）
（株）シグマ
（株）実業之日本社
信濃毎日新聞社
（株）写真弘社
写真の学校／東京写真学園
シャネル（株）

（株）集英社
（株）主婦と生活社
（株）主婦の友社
（株）小学館
松竹（株）
信越化学工業（株）
（株）新潮社
（株）スタジオアリス
（株）スタジオエムジー
（株）スタジオジブリ
スターツ出版（株）
住友化学（株）
住友生命保険相互会社
（株）スリーボンド
（株）生活の友社
セイコーホールディングス（株）
（株）青春出版社
成美製版（株）
積水ハウス（株）
全日本空輸（株）
ソニー（株）
損害保険ジャパン日本
　興亜（株）
第一生命保険（株）
第一法規（株）
（株）ダイケングループ
大成建設（株）
（株）大丸松坂屋百貨店
大和証券（株）
（有）タカ・イシイギャラリー
高砂熱学工業（株）
（株）髙島屋
（株）宝島社
（株）竹中工務店
玉川大学芸術学部
（株）タムロン
（株）丹青社
（株）中央公論新社
中外製薬（株）
帝人（株）
（株）ＴＢＳテレビ
デジタル･アドバタイジング･
　コンソーシアム（株）
（株）テレビ朝日
（株）テレビ東京
電源開発（株）

（株）電通
（株）電通テック
東亜建設工業（株）
東映（株）
東急建設（株）
東京海上日動火災保険（株）
東京急行電鉄（株）
東京工芸大学
東京新聞・中日新聞社
（株）東京スタデオ
東京造形大学
東京綜合写真専門学校
東京テアトル（株）
東京都競馬（株）
（株）東京ドーム
（株）東京ニュース通信社
（株）東京美術倶楽部
（学）専門学校 東京ビジュ
　アルアーツ
東京メトロポリタンテレビ
　ジョン（株）
（株）東芝
東宝（株）
（株）東北新社
（株）東洋経済新報社
東洋熱工業（株）
（株）トキワ
（株）徳間書店　
戸田建設（株）
（株）トータルプランニング
　オフィス
トヨタ自動車（株）
（株）トロンマネージメント
（株）ニコンイメージングジャパン
日外アソシエーツ（株）
日油（株）
日活（株）
（株）日経ＢＰ
日光ケミカルズ（株）
日産自動車（株）
（株）日本カメラ社
日本空港ビルデング（株）
日本経済新聞社
（株）日本廣告社
（公社）日本広告写真家協会
日本コルマー（株）

（株）日本色材工業研究所
日本写真印刷（株）
（公社）日本写真家協会
（公社）日本写真協会
日本写真芸術専門学校
（一社）日本写真文化協会
日本大学芸術学部
日本たばこ産業（株）
日本テレビ放送網（株）
（株）ニッポン放送
日本ロレックス（株）
（株）ニューアートディフュー
　ジョン
ノーリツ鋼機（株）
（株）博報堂
（株）博報堂ＤＹメディア
　パートナーズ
（株）博報堂プロダクツ
（株）パス･コミュニケーションズ
（株）ハースト婦人画報社
パナソニック（株）
（株）パラゴン
パリ ミキ
ぴあ（株）
ビービーメディア（株）
北海道 写真の町東川町
東日本旅客鉄道（株）
光写真印刷（株）
（株）美術出版社
（株）日立製作所
（株）日立物流
（株）ビックカメラ
（株）ビデオプロモーション
ヒノキ新薬（株）
（株）ピラミッドフィルム
（株）ファーストリテイリング
富国生命保険相互会社
富士重工業（株）
（株）フジテレビジョン
（株）双葉社
（株）プラザクリエイト
（株）プリンスホテル
（株）ブルーヒルズ
（株）フレームマン
（株）文化工房
（株）文藝春秋

Corporate Members

1792年、英国バークシャーのスラウに生まれる。父は

天王星や赤外線放射の発見で知られるウィリアム・

ハーシェル。1813年、ケンブリッジ大学セント・ジョン

ズ・カレッジを卒業。1816年から直径18インチ（460

mm）の鏡を用いた焦点距離6,100mmの反射望遠

鏡を作って天文学を研究し、土星や天王星の衛星の

命名などを行い、1820年には父と共に王立天文学

協会に設立メンバーとして参加した。写真の分野で

は、ネガポジ方式の発明で知られるウィリアム･ヘン

ジョン・ハーシェル
（HERSCHEL, John Fredrick William、1点）

（株）ベネッセホールディングス
ベルボン（株）
北海道新聞社
（株）ホテルオークラ東京
（株）堀内カラー
本田技研工業（株）
毎日新聞社  
（株）マガジンハウス
丸善（株）
（株）マンダム
（株）みずほ銀行
三井住友海上火災保険（株）
三井住友信託銀行（株）
三井倉庫ホールディングス（株）
三井不動産（株）
（株）三越伊勢丹 三越恵比寿店
三菱地所（株）
三菱製紙（株）
三菱倉庫（株）
三菱電機（株）
三菱ＵＦＪ信託銀行（株）
（株）ミルボン
武蔵大学
明治安田生命保険相互会社
森ビル（株）  
ヤマトロジスティクス（株）
横河電機（株）
（株）吉野工業所
（株）ヨドバシカメラ
読売新聞社
ライオン（株）
ライカカメラジャパン（株）
リコーイメージング（株）
リシュモン ジャパン（株）
　モンブラン
（株）良品計画
（株）ロボット
（株）ワコウ・ワークス・オブ・
　アート
（株）ワコール
（株）ワッツ オブ トーキョー

平成27年度  東京都写真美術館

新規収蔵作品  のご紹介

本年（平成27年度）に収集された東京

都写真美術館の新規収蔵作品より、主

な作家と作品をご紹介いたします。

近年、美術館の役割は多岐にわたりま

すが、それらは作品収集と展覧会開催

の両軸に支えられています。学芸員は、

限られた予算を最大限有効に活用し、

いま当館が収集すべき作品を見極めて

いくために、日々の研鑽とネットワークを生

かし、作品調査と収集提案を行っていま

す。そして、重点収集作家から新進作家

まで、写真・映像文化を理解する上で重

要な作品を、幅広く収集しています。

そのなかで当館の支援会員である団

体・企業の皆様の多大なるご援助は、散

逸が危惧される作品収集のために、欠

かすことのできないご支援です。特に映

像・写真の黎明期や、幕末～明治の初

期写真は、専門的かつ継続的な研究が

必要であり、多くのお客様にとっても関心

の高いジャンルです。今年度も、専門美

術館ならではの作品を収集し、平成27

年3月末現在の総収蔵作品数は33,393

点となりました。作品の収集にあたり、都

民や支援会員の皆様をはじめ、ご支援・

ご協力をいただきましたすべての皆様

に、心より御礼申し上げます。

本年度に収集された作品には、今秋のリ

ニューアル・オープン後に、いち早くお披

露目を予定しているものも多数あります。

秋からの展覧会の詳細は、4月中旬頃か

ら、順次ホームページにてお知らせいた

します。どうぞご期待ください。

リー･フォックス･タルボットと交友があり、多くの助

言を与えている。1839年にはハロゲン化銀の溶

媒としてハイポが有効であることを実験で証明し、

これを定着液に使用すると画像の保存性が高い

ことをタルボットとルイ・ジャック・マンデ・ダゲール

（ダゲレオタイプの発明者）に伝えている。また、こ

の年に“Photography”という概念や“Negative”

と“Positive”という言葉を使用して論考を発表し

た。1842年にはサイアノタイプ（青写真）の発明

をしており、写真発明家としての側面もある。女性

写真家ジュリア・マーガレット・キャメロンの被写体

としても知られる。本作は1816年にカメラルシー

ダを使ってハーシェルが描いたものである。洞窟か

ら海を望んで写生をしており、岩盤の克明な描写

と溢れる光の中で海に浮かぶ船と傘を差す女性

が対比的に描かれる。光学像によって空間を忠実

に把握した画面は、画家とは異なる科学者らしい

視点と言える。カメラルシーダはマジックミラーを介

して目の前の風景を画用紙に映し、これを写し描く

ことで正確な描写を可能にする道具。しかし、独特

の描画技術を求める難物でもある。ハーシェルが

この方法で描いた中で最も初期に類する貴重な

作例である本作は、写真誕生の20年以上前に制

作された、いわば写真の源泉である。

参考図版：カメラ・ルシーダ 東京都写真美術館蔵

2016.4.15（金）までのお問い合せ 2016.4.18（月）からのお問い合せ

A cave in the cliff on beach, Dawlish, Devon 1816年 ジョン・ハーシェル（HERSCHEL, John Fredrick William）
※この作品は当館支援会員の援助により購入いたしました。
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