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写真の〈原点〉再考

京都国立近代美術館
4階コレクション・ギャラリー

̶̶ ヘンリー・F・トルボット『自然の鉛筆』から

Curatorial Studies 10: 

Re-reading Henry F. Talbot’s The Pencil of Nature: 

The Etymology of Photography

開館時間 | 午前9時30分 –午後5時 (入館は閉館の30分前まで)

休館日 | 月曜日 (ただし3月21日|月・祝|は開館)

観覧料 | 一般430 (220)円、大学生130 (70)円  (　)内は20名以上の団体料金

*高校生、18歳未満、65歳以上、心身に障がいのある方と付添人1名は無料です(要証明)

主催 | 京都国立近代美術館

企画 | 青山勝 (大阪成蹊大学芸術学部准教授)、牧口千夏 (京都国立近代美術館主任研究員)

2016年1月27日|水|̶3月21日|月・祝|

キュレトリアル・スタディズ10：
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関連イベント

シンポジウム「写真の複数の〈原点〉̶ 複写・複製・写し」

日時 | 2016年3月5日|土| 午後2時―4時

会場 | 京都国立近代美術館 講堂

登壇 | マイケル・グレイ(元フォックス・トルボット・ミュージアム 館長)、畠山直哉(写真家)、

          青山勝(本展共同企画者)

司会進行 | 佐藤守弘(京都精華大学教授)

協力 | 科学研究費(基盤研究A)「現代美術の保存と修復」

access

京都国立近代美術館
The National Museum of Modern Art, Kyoto 

〒606 -8344 京都市左京区岡崎円勝寺町　

TEL | 075 761 4111   www.momak.go.jp

ローム
シアター
京都

・ JR・近鉄京都駅前(A1のりば )から市バス5番 岩倉行

  「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ

・ JR・近鉄京都駅前(D1のりば )から市バス100番(急行)銀閣寺行

  「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ

・ 阪急烏丸駅・河原町駅 , 京阪三条駅から市バス5番 岩倉行

  「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ

・ 阪急烏丸駅・河原町駅 , 京阪祇園四条駅から市バス46番 平安神宮行

  「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ

・ 市バス他系統「東山二条・岡崎公園口」または

  「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車徒歩約5分

・ 地下鉄東西線「東山」駅下車徒歩約10分

たちの身の回りには写真イメージがあふれています。 近年

の光学技術の進化を経て、デジタルカメラやスマートフォ

ン、さらにSNSといった撮影と画像共有が容易かつ瞬時

にできるツールの急速な普及は、私たちの日々の経験と写

真との関係をよりいっそう深く結びつけるようになっています。

19世紀にイギリスで発表された世界最初の写真集、ヘンリー・F・トルボット著

『自然の鉛筆』(1844 –46)は、当時まだ産声をあげたばかりの化学・光学技術と

しての写真術を世に紹介し、写真史の幕開けを告げる存在として知られてい

ます。その一方で、原点であるがゆえに、現在までの「歩んでこなかった」、また

別の写真のさまざまな物語の可能性を内包しているとも言えるでしょう。

第10回となる今回のキュレトリアル・スタディズは、この本から導かれるキー

ワードにもとづき当館の所蔵作品から選んだ作品と、さらに「写真とは何か」と

いう問題を根源的に問い続け創作活動を行う写真家・畠山直哉 (1958–)の作品

を対置させることで、近代以降の写真にまつわる問題を再検証する試みです。

私 写
真
の〈
原
点
〉再
考*詳細は決まり次第ホームページにて

 お知らせします。



* 所蔵先の記載のないものはすべて
   京都国立近代美術館蔵
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アルフレッド・スティーグリッツ 《ターミナル》 1892年　
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畠山直哉 《atmos》 2003年 | 作家蔵　
Courtesy of Taka Ishii Gallery © the artist

畠山直哉 《陸前高田》 2011–14年 | 作家蔵　
Courtesy of Taka Ishii Gallery © the artist

エドワード・ウェストン
《教会堂の扉、ホルニトス》 1940年

ジュリア・マーガレット・キャメロン
《ジュリア・ジャクソン》 1867年

フランク・ユージン 《ブリジッタ》 1906年頃 野島康三 《チウリップ》 1940年
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