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伊奈英次 TWINS －都市と自然の相似形－  

[会期] 2019 年 4 月 13（土）～ 5 月 25 日（土））  

＊4 月 28 日（日）～5 月 7 日（火）は連休します。  

[会場] ギャラリー・アートアンリミテッド 

[住所] 107-0062 東京都港区南青山 1-26-4 六本木ダイヤビル３F  

[営業時間] 13：00-19：00   [休廊] 日、火、祝   

 

 

画像；伊奈英次 台東区花川戸 2016 年／岩手県宮古市田老 三王岩 2013 年    

左：インクジェットプリント／右：ゼラチンシルバープリント   Photo © Eiji INA  

 

 企画趣旨  

伊奈英次は 70年代のニュー・トポグラフィックスの影響下で、8ｘ10の大型カメラで急成長するバブル前夜の東京を撮影

した「In Tokyo」で鮮烈にデビューした。その後、米軍他の日本各地のアンテナを捉えた「ZONE」、産業廃棄物を物質的

に俯瞰で捉えた「WASTE」など社会に横たわる問題やタブーに接近した数々のテーマで制作。「EMPEROR OF JAPAN」

では、全 124 代の天皇陵を踏破し撮影し、さがみはら写真賞を受賞した。重厚な作風とその粘り強い姿勢は写真家のみ

ならず歴史家をも唸らせた。デビューから 40 年、写真家・伊奈英次は、再び大型カメラで変貌する「平成」の東京を撮影し

た。東京の風景を記録する過程で、日本各地の海岸で撮影を続けてきた「奇岩」の連作と都市の風景が双子のように相

似することに気づいた。まさに改元のこの時期に、2020 年を前にして伊奈英次の東京を見直すことは意義深い。 

本展は、デジタル・カラー撮影の新作の「東京」とアナログ・モノクロームの各地の自然を対比した組写真、約 20 点を展

覧。一部過去の作品も展覧する。 

＊伊奈英次は双生児の片割れなのだが、同じく双生児である写真家の土田ヒロミ氏と初日に対談イベントあり。  

 

 トークイベント  

[日時] 4 月 13 日（土）15：00-16：30  

対談  伊奈英次× [ゲスト]土田ヒロミ   

TWINS －双子の写真家が語る都市と自然 

どちらも双子の二人の写真家が、都市と自然、写真について縦横無尽に語ります。             

定員；30 名 予約： info@artunlimited.co.jp   あるいは 03－6805－5280     

 

レセプションパーティ＝ 4 月 13 日（土） 17：00－19：00 
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   作家のコメント	  

—	 都市と自然の相似形 — 

 

１９７０年代後半から８０年代まで東京の都市風景を８×１０カメラで撮影するプロジェクトを１０年あまり続けていた。バブル景気

に突き進む東京の姿をアメリカのニュー・トポグラフィクスの写真家達の影響を受けつつ、ニュートラルに記録する手法に徹し

て「In Tokyo」というシリーズにまとめた。それから約 40 年が経過し、日々変貌を遂げる東京の姿を見ながら、再び東京を大型

センサー装備のデジタルカメラで撮影しようと思いたった。 

同時に、私は 2000 年から全天皇陵を踏破する「Emperor of Japan」 という連作を手がけたあと、１０年以上日本各地の海岸

にある「奇岩」の撮影をモノクロ８×１０フィルムで続けていた。常に対比的に語られる都市と自然。数年単位で完成しては破壊

される現在の都市の構造物と、数千万年前の地殻変動や侵食の記憶が刻印された造形。そのデジタル画像と銀塩画像を対

比すると、意外にも、そこには形や線といった図像の共通性が見出され、むしろそこに興味を抱いた。組み合わされたことによ

る都市と自然の相似形は、異質な図像による想像力の飛躍が生まれるかもしれない。                                        

                                                                       伊奈 英次 

 

Photo© Eiji INA 東京都港区芝公園 2017 ／ 和歌山県東牟婁郡串本町橋杭橋杭岩 2012 

 

Photo© Eiji INA 東京都品川区大崎 2015 ／ 三重県熊野市甫母町楯ケ崎 2018 
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伊奈英次 略歴  

 

1957（昭和 32）年、名古屋市生まれ。84 年、東京綜合写真専門学校研究科卒業。81 年、初の個展「都市の肖像」以来、一貫して 8×10 イ

ンチの大型カメラにより都市の光景を撮り続けている。84 年に変貌する東京の景色を追った<IN TOKYO>を発表。87 年には在日米軍や

KDD 等の巨大なアンテナのある日本各地の風景を留めた<ZONE>を発表し、第 4 回東川賞新人作家賞を受賞。89 年<人口楽園>を発表。

93 年の廃棄物に眼を向けた<SCRAP>に続き、95 年には産業廃棄物へと眼を移した<WASTE>を発表。98 年、アメリカのレオポルド・ゴドウ

ィスキー・Jr.カラー写真賞で第 2 席を受賞。 

02 年には小型デジタルカメラの軽やかな映像で写しとられた<WATCH>を発表。06 年には国立近代美術館でグループ展「写真の現在」

に出展。09 年、7 年の歳月をかけて天皇陵 124 代を全踏破、撮影した<Emperor of Japan>を発表、同年のさがみはら写真賞、カッセル写真

集賞を受賞。現在まで多数のグループ展に出品、その作品はフィラデルフィア美術館、ピーボディー･エセックス美術館、東京国立近代美術

館、東京都写真美術館をはじめ、国内外の美術館に収蔵されている。2012 年、東京綜合写真専門学校校長に就任。   

 

Eiji INA	 Profile  

Eiji INA was born in 1957 in Nagoya, Japan. He held his first exhibition Portrait of city in 1981 and since then, he has taken 

continuously large format photographs of scenes of cities. Graduating from the graduate school of Tokyo College of Photography in 

1984, he exhibited one of his best known photo works IN TOKYO, which captured changing scenes of Tokyo. In ZONE (1987), 

photographed the gigantic antennas of U.S. forces stationed in Japan, he received the 4th Higashikawa New Photographer Award. 

After Artificial Paradise (1989), SCRAP (1993), he showed WASTE in 1995 that focused on industrial wastes, for which he won 

the second place of the Leopold Godowsky, Jr. Color Photography Awards in 1998.In 2002, he published WATCH, using a small 

digital camera. In 2006 his works was exhibited in group exhibition “Photography Today 3 Resolution / Dissolution” at The National 

Museum of Modern Art, Tokyo.His latest work, Emperor of Japan was created between 2002 and 2009, in which he photographed 

all the graves of the Emperors lasting for 124 generations. He received the Photo City Sagamihara - Grand Prize 2009, and its photo 

book was elected as one of BEST PHOTOBOOKS 2009 of Photo Book Festival Kassel.  

His works are exhibited in important collections worldwide, including the Bibliothèque Nationale de France, Philadelphia Museum 

of Art, Peabody Essex Museum (USA), The National Museum of Modern Art, Tokyo, and Tokyo Metropolitan Museum of 

Photography. Since 2012 he has been the Director of Tokyo College of Photography.	 	  

 

参照サイト： 

伊奈英次	 	 ＴＷＩＮＳ展情報	 ：http://www.artunlimited.co.jp/upcoming/	 	  

伊奈英次公式サイト	 http://inaeiji.com/ 

 

 

 

 

 

	 	 	

 

＜プレスの皆様へ＞ 

 

 画像の用意がございますので、展覧会情報をご紹介いただける際は下記までご連絡ください 

＜お問い合わせ＞  

  ギャラリー・アートアンリミテッド ／ 担当：高砂・瀬野  

  〒107-0062 港区南青山 1-26-4 六本木ダイヤビル 3F  tel:03-6805-5280  http://www.artunlimited.co.jp  info@artunlimited.co.jp 

 


