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About KYOTOGRAPHIE
KYOTOGRAPHIE, one of the few truly international art
events in Japan, has been held each spring in the ancient city
of Kyoto since 2013. While honoring the cityʼs millennium
of history and tradition, we simultaneously view Kyoto
as a leading light of international culture. The exhibits, presented outside a traditional gallery format, work in harmony
with the spaces in which they are shown. Some shows feature
the work of traditional artisans, while others highlight forays
into the most modern technology. Every year, the festivalʼs
reputation grows stronger, with about 379,000 guests to date.
KYOTOGRAPHIE 2017, the ﬁfth edition, featured 16 exhibits
in 16 venues, with 40 artists participating. There were many
related events, illustrating the depth, breadth and richness
of photography from a variety of angles.

KYOTOGRAPHIE について
世界屈指の文化都市・京都を舞台に開催される、日本でも
数 少ない 国 際 的なフォト・フェスティバル「 KYOTOGRAPHIE

京都国際写真祭」。世界で活躍する写真家の貴重な作品や
秀逸な写真コレクションに、寺院や通常非公開の歴史的建造

物、モダンな近 現 代 建 築という特 別な空 間で出 会えます。

2013 年以来毎年春に開催され、回を重ねるごとに好評を博し、

これまでに約 37 万 9 千人の来場者を迎えました。第 5 回目と
なる2017 年は、40 名のアーティストが参加し、16 会場で展示

を行いました。関連イベントも多数同時開催され、あらゆる
角度から写真表現の奥深さや豊かさを体感することができる

フェスティバルです。
Co-Founders / Co-Directors
Lucille Reyboz & Yusuke Nakanishi
Photo by Naoyuki Ogino
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2013
Shiro Takatani｜Saigyo-an ｜2013
高谷史郎｜西行庵｜2013

Malick Sidibe｜The Museum of Kyoto Annex｜Exhibition design: Claudio Colucci｜2013

マリック・シディベ｜京都文化博物館 別館｜展示デザイン：クラウディオ・コルッチ｜2013

Malick Sidibé
The Museum of Kyoto Annex

マリック・シディベ

Eikoh Hosoe
Kodaiji Tacchu Entokuin

細江英公

The Christian Polak Collection
TORAYA Kyoto Gallery

クリスチャン・ポラック コレクション

Tadashi Ono
Institut français du Japon - Kansai

京都文化博物館 別館

高台寺塔頭 圓徳院

虎屋 京都ギャラリー

小野 規

アンスティチュ・フランセ関西

Shiro Takatani
Saigyo-an

高谷史郎

Kate Barry
Kondaya Genbei Kurogura

ケイト・バリー

Seiwemon Onishi XVI
Onishi Seiwemon Museum

十六代 大西清右衛門

Graduates from the National Superior School
of Photography Arles
ARTZONE

アルル国立高等写真学校の卒業生

西行庵

誉田屋源兵衛 黒蔵

大西清右衛門美術館

ARTZONE
ニコラ・ブーヴィエ

Nicolas Bouvier
Yuuhisai Koudoukan

有斐斎 弘道館

ハッセルブラッド マスターズ

Hasselblad Masters 2012
& AIR FRANCE Lounge
ASPHODEL
CHANEL NEXUS HALL presents
NAOKI
Nijo-jo Castle Ninomaru Palace
Daidokoro Kitchen
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2012 &

エールフランスラウンジ

ASPHODEL
CHANEL NEXUS HALL presents
NAOKI
二条城 二の丸御殿台所
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Seiwemon Onishi XVI｜Onishi Seiwemon Museum｜2013
十六代 大西清右衛門｜大西清右衛門美術館｜2013
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The Christian Polak Collection｜TORAYA Kyoto Gallery｜2013

クリスチャン・ポラックコレクション｜虎屋 京都ギャラリー｜2013
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Eikoh Hosoe｜Kodaiji Tacchu Entokuin｜Exhibition design: Oliver Franz｜2013
細江英公｜高台寺塔頭 圓徳院｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2013

7

2014
Theme: Our

Environments

テーマ：私たちを取り巻く環境

Japanese Photobooks Then and Now｜ASPHODEL｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso) | 2014
Japanese Photobooks Then and Now｜ASPHODEL｜展示デザイン：小西啓睦（ miso ）｜2014

Sohei Nishino｜Kyoto Station Building 7F East｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso) & Oliver Franz｜2014
西野壮平｜京都駅ビル7階東広場｜展示デザイン：小西啓睦（ miso）& オリバー・フランツ｜2014

Sohei Nishino
Kyoto Station Building 7F East Square
Signature of Elegance ̶
Works by Lillian Bassman
CHANEL NEXUS HALL presents
Ryukoku University Omiya campus Main Hall
Supernature̶
Collection of Centre national
des arts plastiques (CNAP)
Kyoto Art Center &
Institut français du Japon - Kansai
Werner Bischof (Magnum Photos)
Eternal Japan 1951–52
Mumeisha
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Stanley Greene ( NOOR )
The Thin Line between the eye to the heart
Kondaya Genbei Kurogura
Mars, a photographic exploration
presented by Xavier Barral
The Museum of Kyoto Annex
Tim Flach (Hasselblad presents)
More Than Human
SHIMADAI GALLERY KYOTO

Taishi Hirokawa
STILL CRAZY nuclear power plants
as seen in japanese landscapes
Shimogamo Shrine, Hosodono

西野壮平

京都駅ビル 7 階東広場

Signature of Elegance ̶

リリアン バスマンの仕事

Anne de Vandière (Baccarat presents)
Mains, je vous aime
Murin-an

CHANEL NEXUS HALL presents
龍谷大学 大宮学舎本館

Supernature
Discoveries by agnès b. agnès b. presents
KAGIZEN/Murakamijyu building

フランス国立造形芸術センター（ CNAP ）
コレクション

京都芸術センター &

M « Le magazine du Monde »
Nature in Tokyo
Yuuhisai Koudoukan

Japanese Photobooks Then and Now
ASPHODEL

アンスティチュ・フランセ関西
ワーナー・ビショフ（マグナム・フォト）

スタンリー・グリーン（ NOOR ）

広川泰士

誉田屋源兵衛 黒蔵

STILL CRAZY nuclear power plants
as seen in japanese landscapes

眼から心への細糸

火星―未知なる地表

キュレーション：グザビエ・バラル
京都文化博物館 別館

ティム・フラック（ハッセルブラッド プレゼンツ）

無名舎

アンヌ・ドゥ・ヴァンディエール

（バカラ プレゼンツ）

愛すべき、職人たちの手
無鄰菴

More Than Human
嶋 臺ギャラリー

M « Le magazine du Monde »
ネイチャー・イン・トーキョー
有斐斎 弘道館

Eternal Japan 1951–52
Akiko Takizawa
Where We Belong
TORAYA Kyoto Gallery

下鴨神社 細殿

Discoveries by agnès b.
アニエスベー プレゼンツ
鍵善寮／村上重ビル

Japanese Photobooks Then and Now
ASPHODEL

瀧澤明子

Where We Belong
虎屋 京都ギャラリー
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Mars, a photographic exploration｜The Museum of Kyoto Annex｜Exhibition design: Oliver Franz｜2014
火星―未知なる地表｜京都文化博物館 別館｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2014
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Stanley Greene (NOOR)｜Kondaya Genbei Kurogura｜Exhibition design: Oliver Franz | 2014

スタンリー・グリーン
（ NOOR ）
｜誉田屋源兵衛 黒蔵｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2014

Werner Bischof (Magnum Photos)｜Mumeisha｜Exhibition design: Oliver Franz｜2014

ワーナー・ビショフ
（マグナム・フォト）｜無名舎｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2014
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2015
Theme: TRIBE ̶ Whatʼs
テーマ：

Your Story?

TRIBE ―あなたはどこにいるのか？

Francis Wolff ｜SHIMADAI GALLERY KYOTO
Exhibition design: Claudio Colucci｜2015

フランシス・ウルフ｜嶋 臺ギャラリー

展示デザイン：クラウディオ・コルッチ｜2015

Kimiko Yoshida｜Noguchi Residence, Karaku-an｜Exhibition design: Oliver Franz｜2015

ヨシダ キミコ｜花洛庵（野口家住宅）
｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2015

Guimet National Museum of Asian Arts,
Photographic Collections
Last Samurais, First Photographs
TORAYA Kyoto Gallery

Francis Wolﬀ
A Vision of Jazz:
Francis Wolﬀ and Blue Note Records
SHIMADAI GALLERY KYOTO

Lucas Foglia
A Natural Order
Yuuhisai Koudoukan

Suntag Noh
reallyGood, murder
Gallery SUGATA

Martin Gusinde
The Spirit of the Tierra del Fuego people,
Selʼknam, Yamana, Kawésqar
Kyoto City Hall open square

Marc Riboud
「Alaska」
presented by CHANEL NEXUS HALL
Kondaya Genbei Kurogura

RongRong & inri
Tsumari Story
Ryosokuin (Kenninji Temple)

フランス国立ギメ東洋美術館・
写真コレクション

Last Samurais, First Photographs ̶

サムライの残像

Oliver Sieber
Imaginary Club
ASPHODEL

虎屋 京都ギャラリー

ルーカス・フォーリア

A Natural Order ̶自然に向かう人々

Fosco Maraini
The Enchantment of the Women of the Sea
̶by “Museo delle Culture” of Lugano
Traditional Building in Gion Shinbashi
PASS THE BATON KYOTO GION

有斐斎 弘道館

マルティン・グシンデ

フエゴ諸島諸先住民の魂―

セルクナム族、ヤマナ族、カウェスカー族
京都市役所前広場

Roger Ballen
Roger Ballenʼs Shadowland 1969–2014
COMME des GARÇONS Kyoto /
Horikawa Oike Gallery
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Yusuke Yamatani
Tsugi no yoru e
Mumeisha

Louis Jammes
Tchernobyl
SferaExhibition

Kimiko Yoshida
All thatʼs not me
Noguchi Residence, Karaku-an

Baudouin Mouanda
The Sapeurs of Bacongo
Murakamijyu Building B1

ロジャー・バレン

Shadowland 1969–2014
ロジャー・バレンの世界

コム デ ギャルソン京都店／堀川御池ギャラリー

フランシス・ウルフ

A Vision of Jazz:
フランシス・ウルフとブルーノート・レコード
嶋 臺ギャラリー

ノ・スンテク

reallyGood, murder
ギャラリー素形
マルク・リブー

「 Alaska 」

presented by CHANEL NEXUS HALL
誉田屋源兵衛 黒蔵
山谷佑介

Tsugi no yoru e
無名舎
ヨシダ キミコ

All thatʼs not me ̶私じゃないわたし
花洛庵（野口家住宅）

榮榮＆映里（ロンロン & インリ）

妻有物語

両足院（建仁寺内）
オリバー・ジーバー

イマジナリー・クラブ

ASPHODEL
フォスコ・マライーニ

海女の島：ルガノ文化博物館コレクション
祇園新橋伝統的建造物

（現パスザバトン京都祇園店）
ルイ・ジャム

チェルノブイリ

SferaExhibition
ボードワン・ムアンダ

コンゴの紳士たち、
「サプール」の美学
村上重ビル 地下
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Martin Gusinde｜Kyoto City Hall open square｜Pavilion design: Shigeru Ban｜2015

マルティン・グシンデ｜京都市役所前広場｜会場設計・建築：坂 茂｜2015
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Fosco Maraini｜Traditional Building in Gion Shinbashi PASS THE BATON KYOTO GION｜Exhibition design: Oliver Franz｜2015
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フォスコ・マライーニ｜祇園新橋伝統的建造物（現パスザバトン京都祇園店）
｜展示デザイン：オリバー・フランツ｜2015
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2016
Theme: Circle

of Life

テーマ：いのちの環

Guimet National Museum of Asian Arts,
Photographic Collections
Tea and Life in Meiji period
TORAYA Kyoto Gallery

Magnum Photos
EXILE: 1945 to today
by Magnum Photographers
Mumeisha

Antony Cairns
LA-LV / LDN_ Process
HARIBAN AWARD 2015
SferaExhibition

フランス国立ギメ東洋美術館・

マグナム・フォト／ EXILE

アントニー・ケーンズ

茶のある暮らし

無名舎

LA-LV / LDN_ Process
HARIBAN AWARD 2015
SferaExhibition

Sarah Moon
Late Fall
Gallery SUGATA

Eriko Koga
Tryadhvan
Nagae Residence

Light by Erwin Olaf
presented by Ruinart
ASPHODEL

サラ・ムーン

Sarah Moon
Time Stands Still
Shokian Mirei Shigemori Residence

Coming into Fashion̶
A Century of Photography at Condé Nast
presented by CHANEL NEXUS HALL
Kyoto Municipal Museum of Art Annex (1F )

Arno Raphael Minkkinen
YKSI: Mouth of the River,
Snake in the Water, Bones of the Earth
Ryosokuin ( Kenninji Temple)

Thierry Bouët
The First Hour
Horikawa Oike Gallery (1F)

明治写真コレクション
虎屋 京都ギャラリー

Late Fall
ギャラリー素形
サラ・ムーン

Time Stands Still
招喜庵（重森三玲旧宅主屋部）
ティエリー・ブエット

WILL̶Kikujiro Fukushima, a photojournalist
( In collaboration with Kyoto Museum
for World Peace, Ritsumeikan University)
Horikawa Oike Gallery (2F) / Kyoto Museum
for World Peace, Ritsumeikan University

Christian Sardet: images
Shiro Takatani: installation
Ryuichi Sakamoto: sound
PLANKTON:
A Drifting World at the Origin of Life
supported by BMW
produced by KYOTOGRAPHIE
Kyoto Municipal Museum of Art Annex (2F )

Chris Jordan + Jurgen Lehl
Midway: Message from the Gyre
Kondaya Genbei Kurogura

Qian Haifeng
The Green Train
ROHM Theatre Kyoto

うまれて 1 時間のぼくたち
堀川御池ギャラリー 1 階

WILL：意志、遺言、そして未来
―報道写真家・福島菊次郎

（立命館大学国際平和ミュージアム共同企画）
堀川御池ギャラリー 2 階／

立命館大学国際平和ミュージアム
クリス・ジョーダン＋ヨーガン・レール

Midway：環流からのメッセージ

誉田屋源兵衛 黒蔵

―居場所を失った人々の記録

古賀絵里子

Tryadhvan（トリャドヴァン）

京都市指定有形文化財 長江家住宅

Coming into Fashion ̶
A Century of Photography at Condé Nast
コンデナスト社のファッション写真でみる100 年
presented by CHANEL NEXUS HALL
京都市美術館別館 1 階
クリスチャン・サルデ：写真・映像

アーウィン・オラフ

Light by Erwin Olaf
presented by Ruinart
ASPHODEL
アルノ・ラファエル・ミンキネン

YKSI: Mouth of the River,
Snake in the Water, Bones of the Earth
両足院（建仁寺内）

高谷史郎：インスタレーション
坂本龍一：サウンド

PLANKTON 漂流する生命の起源
supported by BMW
produced by KYOTOGRAPHIE
京都市美術館別館 2 階
銭 海峰（チェン・ハイフェン）

The Green Train 緑皮車

ロームシアター京都

Thierry Bouët｜Horikawa Oike Gallery｜Exhibition design: Miho Odaka｜2016
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ティエリー・ブエット｜堀川御池ギャラリー 1 階｜展示デザイン：小高未帆｜2016
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Christian Sardet: images
Shiro Takatani: installation
Ryuichi Sakamoto: sound
The Museum of Kyoto Annex (2F)｜2016

クリスチャン・サルデ：写真・映像
高谷史郎：インスタレーション
坂本龍一：サウンド

京都市美術館別館 2階｜2016

Sarah Moon｜Time Stands Still｜Shokian Mirei Shigemori Residence｜Exhibition design: Shigeki Maeda｜2016

サラ・ムーン｜Time Stands Still｜招喜庵（重森三玲旧宅主屋部）
｜展示デザイン：前田茂樹｜2016
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Arno Rafael Minkkinen｜Ryosokuin (Kenninji Temple)｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso)｜2016

アルノ・ラファエル・ミンキネン｜両足院（建仁寺内）
｜展示デザイン：小西啓睦（ miso ）
｜2016

EXILE: 1945 to Today By Magnum Photographers｜Mumeisha｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso)｜2016

マグナム・フォト／EXILE ―居場所を失った人々の記録｜無名舎｜展示デザイン：小西啓睦（ miso）
｜2016
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2017
Theme: LOVE

LOVE

テーマ：

Guimet National Museum of Asian Arts,
Photographic collections
Theater of Love
TORAYA Kyoto Gallery
Arnold Newman
Masterclass
presented by BMW
Special inclusion:
BMW Art Car by Andy Warhol
Nijo-jo Castle Ninomaru Palace
Daidokoro Kitchen and Tonan Sumi-yagura
(Southeast Watchtower)
Chikako Yamashiro
The Songs of Mud
Horikawa Oike Gallery 1, 2F
Giada Ripa
The Yokohama Project 1867–2016
presented by Ruinart
Gallery SUGATA
Hanne van der Woude
Emmyʼs World
SHIMADAI GALLERY KYOTO
Akihito Yoshida
Falling Leaves
Former Shinpukan

Susan Barnett
Not In Your Face
Former Shinpukan (Aneya-koji Wall)
Raphaël Dallaporta
The elusive Chauvet̶Pont-dʼArc Cave
The Museum of Kyoto Annex 1F
René Groebli
The Eye of Love
supported by NESPRESSO
The Museum of Kyoto Annex 2F
MEMENTO MORI
Robert Mapplethorpe Photographs
from the Peter Marino Collection
presented by CHANEL NEXUS HALL
Kondaya Genbei Chikuin-no-Ma

TOILETPAPER
Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari
presented by FUJIFILM
Love is More
ASPHODEL

Yan Kallen
Between the Light and Darkness
Mumeisha
Nobuyoshi Araki
A Desktop Love
supported by shu uemura
Ryosokuin (Kenninji Temple)

ラファエル・ダラポルタ

Theater of Love

京都文化博物館 別館

写真コレクション

虎屋 京都ギャラリー

Zanele Muholi
Somnyama Ngonyama
FORUM KYOTO

マスタークラス―ポートレートの巨匠―

presented by BMW
特別展示：

BMW アート・カー by アンディ・ウォーホル
Golden Week Special Program
agnès b. Photographic Collection
amour, amours...
from my photography collection
Museum “EKi” KYOTO

二条城 二の丸御殿台所・東南隅櫓

山城知佳子
土の唄

堀川御池ギャラリー

1・2 階

ジャダ・リパ

LOVE Photobook Library
from SIGMA Collection
SferaExhibition

1階

The Eye of Love
supported by NESPRESSO
京都文化博物館 別館 2 階

TOILETPAPER
Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari
presented by FUJIFILM
Love is More
ASPHODEL
ザネレ・ムホリ

Somnyama Ngonyama｜黒き雌ライオン、万歳
FORUM KYOTO

MEMENTO MORI
ロバート メイプルソープ写真展

ゴールデンウィーク 特別共同企画

presented by CHANEL NEXUS HALL

amour, amours...
from my photography collection

誉田屋源兵衛 竹院の間

アニエスベー フォトコレクション

ピーター マリーノ コレクション

イサベル・ムニョス

Family Album ／Love and Ecstasy

美術館「えき」KYOTO

The Yokohama Project 1867–2016
presented by Ruinart

誉田屋源兵衛 黒蔵

アソシエイテッド・プログラム

ギャラリー素形

ヤン・カレン
光と闇のはざまに

LOVE Photobook Library
from SIGMA Collection
SferaExhibition

荒木経惟

立命館大学国際平和ミュージアム

Falling Leaves

supported by shu uemura

Kyoto Museum for World Peace,
Ritsumeikan University

元・新風館

両足院（建仁寺内）

Between the Light and Darkness
ハンネ・ファン・デル・ワウデ

Emmyʼs World
嶋 臺ギャラリー

DAYS JAPAN International Photojournalism
Awards Exhibition
Kyoto Museum for World Peace,
Ritsumeikan University

ショーヴェ洞窟

ルネ・グローブリ

アーノルド・ニューマン

Associated Program
Isabel Muñoz
Family Album / Love and Ecstasy
Kondaya Genbei Kurogura

フランス国立ギメ東洋美術館・

吉田亮人

無名舎

机上の愛

DAYS JAPAN フォトジャーナリズム写真展

スーザン・バーネット

Not In Your Face
元・新風館（姉小路壁面）
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KYOTOGRAPHIE
2017 at a glimpse

Number of exhibitions: 16
Number of days: 30
Number of visitors: 129,214 *46% increase from 2016
Number of Special events: 5
Number of Public & Education Programs: 62
Professional Masterclass: 2
International Portfolio Review: 2 days, 21 reviewers from 8 countries,
with 77 participants from 7 countries.
School based education activities: 11
Number of Public Program and Education event guests: 3,122
Number of KYOTOGRAPHIE KIDSʼ Passports distributed: 3,000
*Free at all venues
Web access: 3/1 to 5/14, there were 209,322 sessions by 120,695 users
Number of “likes” on the KYOTOGRAPHIE oﬃcial facebook page: 11,288
(up 3,154 since June, 2016).
Number of catalogues printed: 3,000
Number of ﬂyers printed: 110,000
Number of exhibition maps printed: 27,000
Number of posters printed: 12,492
Number of digital signage: 54

KYOTOGRAPHIE 2017
AUDIENCE｜来場者
KYOTOGRAPHIE gained much interest, especially
with Kyoto and Kansai citizens showing that the festival
has become well established among the local population.

Gender｜性別

来場者数：129,214 人 * 前年比 1.46 倍

スペシャルイベントの数：5

ポートフォリオレビュー：2日間 レビュアー：8 カ国より21名

レビュー参加者：7 カ国から77 人が参加
学校での教育活動：11

パブリックプログラム・教育プログラム来場者数：3,122

KYOTOGRAPHIE キッズパスポート配布部数：3,000 部 * 全会場で子どもに無料配布
公式ウェブサイトアクセス数（ 3月1日– 5月14日）
：
120,695人の訪問者と209,322 のセッション
KYOTOGRAPHIE 公式フェイスブックページの「いいね ! 」の数：11,288
（ 2016 年 6 月から 3,154 増）
公式カタログの印刷数：3,000 部
フライヤーの配布数：110,000 部
公式マップの配布数：27,000 部
ポスターの配布数：12,492 枚
デジタルサイネージ（電子看板）
：54 箇所

Provenance｜来場者地域分類

Female｜女性
62%

Overseas｜外国
8%

地域に根付きながら人気を博しています。

Age｜年齢
60–69
5%

>70
2%

How did you hear about the festival ?

このフェスティバルを何で知りましたか？
Other｜その他
7%

Kyoto City｜京都市内
37%
Kanto｜関東
15%

Other｜その他
1%

40–49
20%

会期：30日間

パブリックプログラム・教育プログラムの数：62

Male｜男性
37%

50–59
12%

展覧会数：16

マスタークラスの数：2

Other areas in Japan
国内その他
5%

KYOTOGRAPHIE は京都や関西エリアを中心に、
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KYOTOGRAPHIE
2017 開催実績

Kansai｜関西
35%

Word of mouth
知人から
36%

Press
新聞, 雑誌, テレビ・ラジオ
9%

KYOTOGRAPHIE ホームページ
KYOTOGRAPHIE Home Page
Facebook, instagram
19%
Other website
その他 web サイト
4%

Flyer, posters
チラシ, ポスター
25%

New visitors｜新規来場者

<20
6%
20–29
30%

30–39
25%

I visited for
the first time
今回がはじめて
52%

I visited
the past editions
以前来場した事がある
48%

SURVEY 2017*
Survey respondents: 2171
アンケート調査対象者：来場者 2171人
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Arnold Newman presented by BMW
Nijo-jo Castle Ninomaru Palace Daidokoro Kitchen
Exhibition design: Osamu Ouchi｜2017
アーノルド・ニューマン presented by BMW
二条城 二の丸御殿台所

展示デザイン：おおうちおさむ｜2017

30

Special inclusion: BMW Art Car by Andy Warhol ｜2017

特別展示：BMW アート・カー by アンディ・ウォーホル｜2017

31

Susan Barnett｜Former Shinpukan (Aneya-koji Wall)｜Exhibition Design: UMMM｜2017

Akihito Yoshida｜Former Shinpukan｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso)｜2017
吉田亮人｜元・新風館｜展示デザイン：小西啓睦（ miso）
｜2017

32

スーザン・バーネット｜元・新風館（姉小路壁面）
｜展示デザイン：UMMM｜2017

33

Zanele Muholi｜FORUM KYOTO｜Exhibition Design: ROCA+Kazumichi Komatsu｜2017
KYOTO｜展示デザイン：ROCA ＋小松千倫｜2017

ザネレ・ムホリ｜ FORUM
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MEMENTO MORI Robert Mapplethorpe Photographs from the Peter Marino Collection
presented by CHANEL NEXUS HALL｜Kondaya Genbei Chikuin-no-Ma｜Exhibition design: Osamu Ouchi｜2017
MEMENTO MORI ロバートメイプルソープ写真展 ピーター マリーノコレクション
presented by CHANEL NEXUS HALL｜誉田屋源兵衛 竹院の間｜展示デザイン：おおうちおさむ｜2017
All Mapplethorpe images © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission.
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Hanne van der Woude｜SHIMADAI GALLERY KYOTO｜Exhibition Design: RISSI INC.｜2017
ハンネ・ファン・デル・ワウデ｜嶋 臺ギャラリー｜展示デザイン：RISSI INC. ｜ 2017
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Yan Kallen｜Mumeisha｜2017

ヤン・カレン｜無名舎｜2017

Guimet National Museum of Asian Arts, Photographic collections｜TORAYA Kyoto Gallery｜2017

フランス国立ギメ東洋美術館・写真コレクション｜虎屋 京都ギャラリー｜2017

38
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TOILETPAPER Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari presented by FUJIFILM｜ASPHODEL｜2017

40

41

Nobuyoshi Araki supported by shu uemura｜Ryosokuin (Kenninji Temple)｜2017
荒木経惟 supported by shu uemura｜両足院（建仁寺内）
｜2017

42

Chikako Yamashiro｜Horikawa Oike Gallery 1・2F｜2017
山城知佳子｜堀川御池ギャラリー 1・2 階｜2017
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René Groebli supported by NESPRESSO｜The Museum of Kyoto Annex 2F | Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso)｜2017
by NESPRESSO｜京都文化博物館 別館 2 階｜展示デザイン：小西啓睦（ miso ）
｜2017

ルネ・グローブリ supported

44

Giada Ripa presented by Ruinart｜Gallery SUGATA｜Exhibition design: Hiromitsu Konishi (miso)｜2017
presented by Ruinart ｜ギャラリー素形｜展示デザイン：小西啓睦（ miso ）｜2017

ジャダ・リパ
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Isabel Muñoz｜Kondaya Genbei Kurogura｜Exhibition design: Miho Odaka｜2017

イサベル・ムニョス｜誉田屋源兵衛 黒蔵｜展示デザイン：小高未帆｜2017

Golden Week Special Program agnès b. Photographic Collection amour, amours... from my photography collection｜Museum “EKi” KYOTO｜2017
amour, amours... from my photography collection アニエスベー フォトコレクション｜美術館「えき」KYOTO｜2017

ゴールデンウィーク 特別共同企画

46
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Raphaël Dallaporta｜The Museum of Kyoto Annex 1F
Exhibition curated by Xavier Barral, in collaboration with on-situ studio Sound design by Marihiko Hara｜2017
ラファエル・ダラポルタ｜京都文化博物館 別館 1階
Exhibition curated by Xavier Barral, in collaboration with on-situ studio Sound design by Marihiko Hara｜2017
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PUBLIC PROGRAM
パブリックプログラム

In 2017, KYOTOGRAPHIE held a wide range of programs,
events, workshops and career development opportunities to
complement the extensive exhibition program.
With these programs we targeted a diverse demographic, including: school aged children, university students, emerging
& established photographers, as well as the general public.

2017 年、KYOTOGRAPHIE は、展覧会と呼応しながら、様々

なプログラム、イベント、ワークショップ、キャリア形成の機会を
創出しました。

一般来場者のみならず、児童から大学生、カメラの初心者

からプロの写真家までを対象にしたそれぞれのプログラムに

よって、あらゆる角度から「写真」に親しみ、知り、楽しむこと
を提供し、好評を博しました。

Marihiko Hara Piano Concert
原 摩利彦 ピアノコンサート

Build your own Camera Obscura with Kyoto Artisans
写真鏡―京の伝統職人とカメラ・オブスキュラ

Meet TOILETPAPER!
TOILETPAPERに会おう!

Experience The World Within A Camera

Gorilla Kyogen & Talk

カメラの中で世界を体験する

ゴリラ楽 & 山極壽一と茂山千三郎によるトーク

Number of Public & Education Programs: 62
School based education activities: 11
Number of Public Program
and Education event guests: 3,122
Number of KYOTOGRAPHIE KIDSʼ Passports
distributed: 3,000
*Free at all venues

パブリックプログラム・教育プログラムの数：62
学校での教育活動：11

パブリックプログラム・教育プログラム来場者数：3,122

KYOTOGRAPHIE キッズパスポート配布部数：3,000 部
* 全会場で子どもに無料配布

Exhibition Tour: “Strategies of a Master” With Curator William Ewing
and the artistʼs son David Newman
展示ツアー：アーノルド・ニューマン―ポートレートの巨匠

ニューマンの息子のデイヴィッド・ニューマンと本展キュレーターのウィリアム・イーウィン
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KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review 2017
インターナショナル・ポートフォリオレビュー 2017
supported by FUJIFILM

できる、参加型のイベントを数多く開催しました。会場で無料配布されるキッズパスポートは、フェスティバルと
子どもとを繋ぎます。子どもと大人が、一緒に展覧会を楽しみながら、個々の展覧会のテーマから写真という

メディアについて学ぶ手立てをサポートしました。

Petit Bateau

今年度も引き続き、
ポートフォリオレビューをオープニングウィークに開催しました。
FUJIFILM

の支援のもとポートフォリオレビュー賞「FUJIFILM AWARD」
を新設。
「REVIEWERSʼ PICK」

に選出された写真家に、FUJIFILMとKYOTOGRAPHIEにより副賞として「 FUJIFILM

X-Pro2 Graphite Edition」が贈られました。

また、昨年に引き続き、
レビュアー、
レビューに参加する写真家、KYOTOGRAPHIE 出展

が繋がるスペシャルパーティー「CROSSING ̶ポートフォリオレビュー & KG＋パーティー」

を開催。新たな試みとして
「PORTFOLIO

WALK」を開催し、ポートフォリオレビューに参加

する写真家が、CROSSINGに集まる様々な人々に写真を見せる機会を創出しました。

supported by Petit Bateau

Continuing our commitment to young photographers and minds KYOTOGRAPHIE developed and expanded the KIDS program oﬀering a variety of engaging and educational events for children and their families.
In addition to this we produced the KIDS Passport, this is a free interactive exhibition resource children and
families which allows them to directly connect; broadening understanding of photography and the exhibition themes.
KYOTOGRAPHIE は、未来の写真家の育成にも力を入れています。子どもとご家族が写真について学ぶことが

KYOTOGRAPHIEʼs 2017 International Portfolio Review was held over two days
during the opening weekend. It included the FUJIFILM AWARD with the winner
receiving a FUJIFILM X-Pro2 Graphite Edition.
KYOTOGRAPHIE hosted the “CROSSING Portfolio Review & KG＋ Party”
for participants, reviewers, KG＋ artists, the KYOTOGRAPHIE organization,
and partners. This event allowed guests to share experiences,
furthering opportunities, and creating new relationships.
KYOTOGRAPHIE introduced a “PORTFOLIO WALK” where participants
could present their work to various visitors at the party for deeper connections.

作家、
KG＋出展作家、KYOTOGRAPHIEオーガナイザーなど、写真に関わるあらゆる人々

KYOTOGRAPHIE KIDS｜子どもとKYOTOGRAPHIE

Top: Maria García Yelo ̶ Director of PHotoEspaña, Spain
上：マリア・ガルシア・イエロ̶ PHotoEspaña（スペイン）ディレクター
Bottom: Stefano Stoll ̶ Images Vevey Director
下：ステファノ・シュトール
̶フォトフェスティバル「 Images

Vevey 」
（スイス）ディレクター

Joining the festival for another year Petit Bateau
supported the KYOTOGRAPHIE KIDS Program. This
program develops photographic education for children
in the form of special events and resources like the
free ʻKIDS Passportʼ and ʻEducation Kit,ʼ the program
supports activities in schools along with special tours
for school groups during the festival.
プチバトーは今年度も子供に関する各プログラムにご支援
をいただきました。無料キッズパスポートや、学校の教育

現場で使用するエデュケーションキットやガイドツアーなど、
子供たちがアートに触れる機会となる様々なスペシャル

イベントを開催することができました。

MASTERCLASS｜マスタークラス
We continued to provide opportunities for photographers to learn
from the masters of the medium.
一流の写真家から学ぶワークショップ
「マスタークラス」
を本年度も開催。
写真家たちが高度な指導を直接受ける機会を提供しました。

KIDS PROGRAM
Family Talk with Isabel Muñozʼs: A Famillia Album

Left: Capture the Moment!̶ Grasping the body and the movement
Isabel Muñoz
左：Capture the Moment! ̶身体と瞬間を捕まえる

ファミリートーク with イサベル・ムニョス：Family Album

Right: On Self-Representation.
Zanele Muholi

̶create your own movie with your photos!

イサベル・ムニョス

右：自己表現について

ザネレ・ムホリ

THE MOVING IMAGE
写真で「映画」
をつくる

―誰でも簡単に映像が撮れるのになぜ、
写真から映画を?

Cyanotype / Blueprint Workshop
日光写真／ブループリント・プロセスワークショップ

Touch and Use It, The Tools of Paleolithic Period
旧石器時代の道具に触れてみよう、
使ってみよう
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SPECIAL EVENTS

VIP Reception
Miquel Barceló and Pascal Comelade Performance L’image fantôme,
Nijo-jo Castle Ninomaru Palace Daidokoro Kitchen Front garden

スペシャルイベント

To launch the festival in 2017 and to show our appreciation
of our sponsors, supporters and artists KYOTOGRAPHIE
held a selection of exclusive events.

VIPレセプション

KYOTOGRAPHIE 2017の開幕を祝し、

スポンサーとすべての支援者、

作家への感謝を表す特別イベントを開催しました。

ライブ・パフォーマンス「 Lʼimage

fantôme 幻影」

（二条城 二の丸御殿台所 前庭）

ライブ・ペインティング：ミケル・バルセロ
音楽：パスカル・コムラード

Official Opening Party at the Hyatt Regency Kyoto

オープニングパーティー（ハイアットリージェンシー 京都）
1. A word of thanks from Lucille Reyboz, Yusuke Nakanishi, KYOTOGRAPHIEʼs Co-Founders & Co-Directors
開幕の謝辞を述べる KYOTOGRAPHIE 共同代表 ルシール・レイボーズ、仲西祐介
2. Kagamibiraki with KYOTOGRAPHIEʼs Co-Founders & Co-Directors Lucille Reyboz and Yusuke Nakanishi,
the Kyoto City Mayor Daisaku Kadokawa, and the 2017 artists and curators.
門川大作京都市長、KYOTOGRAPHIE 共同代表 ルシール・レイボーズ、仲西祐介、
参加アーティストらによる鏡開き

3. SIMONE FUKAYUKI performance（ DIAMONDS ARE FOREVER ）
シモーヌ深雪（ DIAMONDS ARE FOREVER ）によるパフォーマンス

1

2

3
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KYOTOGRAPHIE featured in display windows of Kyoto main department stores
京都市内の百貨店ショウウィンドウに KYOTOGRAPHIE が登場

PUBLIC RELATIONS & COMMUNICATION
パブリックリレーション＆コミュニケーション

OHTORI
ELECTRIC ENGINEERING

OHTORI
ELECTRIC ENGINEERING

OHTORI
ELECTRIC ENGINEERING

1

Number of catalogues printed: 3,000
Number of exhibition maps distributed: 27,000
Total number of flyers distributed: 110,000
Total number of posters distributed: 2,891
・2,300 KYOTOGRAPHIE posters
・93 MCDecaux, Inc. Bus stop posters (B0) in Kyoto and Osaka City
・420 for Kyoto City Subway (B2) & 22 for Minaport bicycle station
・56 digital signs in Umeda Station & Kyoto Station
・576 flags for streets lined with stores in Kyoto City
( Kawaramachi Shopping Area, Shijo Hanʼeikai Shopping Street
Promotion Associations, Gion Shopping Street Promotion Associates
and Gion Nawate Hanʼeikai)
Asahi camera Book in Book: 33,000
Kyoto Living (Circulation: 478,850) :
Wrapping Ad (special 4 pages format) + front cover + p.2
Kyoto City Living: (Circulation 41,373 including 4,015 offices
and all subway station: front cover + p.2

4

公式カタログの印刷数：3,000 部
公式マップの配布数：27,000 部

フライヤーの配布数：110,000 部
ポスターの配布数：2,891 枚

・公式ポスター：2,300 部

・京都市、神戸市、大阪市内のバス停広告掲載数
（ B0 サイズ、エムシードゥコー株式会社）
：93 部

・京都市営地下鉄車両内にて掲載された
ポスターの掲載数（ B3 サイズ）
：420 部

・ミナポートバイクステーション：22 部

：56 箇所
・梅田駅、JR 京都駅などのデジタルサイネージ（電子看板）
京都市内商店街に装飾したフラッグ数：576 本

（河原町商店街振興組合、四条繁栄会、祇園繁栄会、祇園縄手繁盛会）
アサヒカメラ 4 月号 編集特別付録：33,000 部

2

：
京都リビング（配布数：478,850 ）

ラッピング広告（特集 4 ページ）＋表紙＋ 2 ページ
京都シティリビング

（配布数：41,373［企業への配布数：4,015 ／全地下鉄駅に設置］）

5

3

1. TAKASHIMAYA Kyoto Store（4/12–25）｜京都髙島屋（4/12–25）
2. Daimaru Kyoto（4/12–25）｜大丸京都店（4/12–25）
3. JR KYOTO ISETAN（4/14–5/14）｜ジェイアール京都伊勢丹（4/14–5/14）
4. FUJII DAIMARU（4/14–5/1）｜藤井大丸（4/14–5/1）
5. KYOTOGRAPHIE Information Booth at JR KYOTO ISETAN 2F Entrance（4/14–5/14）
（4/14–5/14）
ジェイアール京都伊勢丹2 階の特設会場 KYOTOGRAPHIEインフォメーションブース
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MEDIA COVERAGE ｜メディア掲載情報

The Japan Times, April 19th
Le Monde, May 6th
Yomiuri Shinbun, May 17th
［ Web｜ウェブ］

Wallpaper.com ( Time Inc. UK ), March 14th
Multinationals in China, March 20th
Times Out Tokyo, April 1st
LʼŒil de la Photographie, April 10th
Photo.fr, April 11th
Architectural Digest India, April 12th
Wallpaper.com (Time Inc. UK), April 13th
Kansai Scene.co.jp, April 15th
The Japan Times.co.jp, April 18th
AutoMobilSport.com, April 19th
M Le Magazine du Monde, April 20th
AutoStiri, April 20th
British Journal of Photography, April 24th
CNN STYLE, April 25th
Times Out Tokyo, April 25th
Japon sans sushis, May 1st
Kyoto Journal, May 3rd
Le Monde.fr, May 5th
ArtAsiaPacific, May 5th
Slate.fr, May 10th
Spoon& Tamago, May 11th
Biba, May 11th
MyModernMet, May 16th
Shift, May 30th

National｜日本（国内）
［ TV｜テレビ］

・NHK, ぐるっと関西おひるまえ ,

May 2nd
・ABC 朝日放送 , おはよう朝日 , May 8th
・JCOM, デイリーニュース京都 , March 9th
［ Radio｜ラジオ］

Kyoto, 森谷威夫のお世話になります !!,
April 19th
・KBS Kyoto, 本日 米團治日和, April 25th

・KBS
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［ Magazines｜雑誌］

PHOTO 2017年 1 月号,
December 15th
・ELLE Japon 2017 年 3 月号, January 28th
・関西ウォーカー, Kansai Walker, February
・PHaT PHOTO Vol.98, February 20th
・美術の窓 2017 年 3 月号,
Bijutsunomado, February 20th
・IMA, February 28th
・ELLE DECOR 2017 年 4月号, March 7th
・COMMERCIAL PHOTO
2017 年 4 月号, March 15th
・美術手帖 2017 年 4 月号, Bijutsutecho, March 17th
・Centurion, March 20th
・Harperʼs Bazaar 2017 年 5 月号, March 20th
・DAYS JAPAN 2017 年 4 月号, March 18th
・アサヒカメラ 2017 年 4 月号, March 20th
・リンネル 2017 年 5 月号, March 20th
・GQ Japan 2017 年 4 月号, March 25th
・ELLE Japon 2017 年 5 月号, March 28th
・ENGINE, March 28th
・Numéro 2017 年 5月号, March 28th
・Vogue Japan 2017 年 5 月号 , March 28th
・なごみ 2017 年 4 月号, March 28th
・Impression Gold, March 30th
・Dazzle 2017 年 4 月号, March 31st
・Seoul Art Guide, April
・婦人画報 2017 年 5 月号, April 1st
・DAYS JAPAN 2017 年 5 月号, April 20th
・FIGARO japon, April 20th
・Kyoto Colon 2017 年 3 月号, April 20th
・PHaT PHOTO Vol.99, April 20th

・COMMERCIAL

・玄光社フォトテクニックデジタル

2017 年 5 月号, April 20th
2017 年 6 月号, April 22th
・KELLY 2017 年 5 月号, April 23th
・LEAF 2017 年 5 月号, April 25th
・芸術新潮 2017 年 5 月号, April 25th
・Vogue Japan 2017 年 6 月号, April 28th
・芸術新潮 2017 年 6 月号, May 25th
・IMA, May 29th
・THE NIKKEI MAGAZINE STYLE LUXE,
2017 年 7月号 , June 21st
・SPRING
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AG RA N D I S S E M E N T
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P O RTF O L I O
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AGRA N DIS S EM EN T

P O RTFO LIO

AGRA N DIS S EM EN T

Dans l’ancienne capitale impériale du Japon, on rencontre, depuis cinq ans
déjà, un festival photo d’une qualité rare qui fleurit en même temps
que les cerisiers. Une raison de plus d’aller voir de plus près cette nouvelle
édition de Kyotographie, vous ne le regretterez pas !

Kyotographie
en fleurs

Celles et ceux qui sont déjà allés au Japon plaisir en visitant les expositions de cette édition,
en parlent toujours avec des étoiles dans c’est la singularité des lieux. Machiyas (maisons
les yeux, et ceux qui ne s’y sont jamais rendus traditionnelles), musées, galeries, restaurants,
en rêvent en les écoutant. Nous avons eu le temples, sanctuaires shintoïstes… Ce parcours
privilège de concrétiser ce rêve en découvrant initiatique vaut bien celui des guides de la ville.
simultanément la ville de Kyoto et son festival On se promène dans des rues charmantes, on
Kyotographie. Avec 16 expositions dans le pro- longe un cours d’eau bordé de cerisiers, et on
gramme officiel et pas moins de 52
entre aussitôt dans un restaurant
autres dans le KG+, sorte de off,
reconverti en galerie où sont
EXPOSÉE DANS LE CADRE
DE KG+, CETTE PHOTO
cette manifestation est devenue, en
accrochées les œuvres de Zanele
FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE
tout juste cinq ans, un rendez-vous D’AUTOPORTRAITS DE NORIKO Muholi, photographe sud-africaine
YABU, TROISIÈME VOLET
photographique majeur. La preexposée l’an dernier à Paris PhoD’UN TRIPTYQUE SUR
LE THÈME DE LA MORT.
mière chose qu’on découvre avec
to. Les tirages grand format sont

Lucille Reyboz

de couleurs. Là, sur trois étages, Maurizio
Cattelan et Pierpaolo Ferrari déploient leur univers déjanté interrogeant publicité et création
dans une démarche que les auteurs qualifient
eux-mêmes de rock’n’roll.
Mais le voyage qui nous attend un peu plus
loin est d’une tout autre nature. Puisque c’est
bien de nature qu’il s’agit lorsqu’on pénètre
dans le parc qui abrite le temple de Ryosokuin.
On se déchausse de nouveau pour fouler des
tatamis impeccables qui accueillent de précieux
pupitres en forme de berceaux. Il faut s’incliner
au-dessus pour regarder l’une des dernières
séries d’Araki, A Desktop Paradise, composée
avec des figurines de femmes. On a du mal à
se concentrer sur les images, tant le décor qui
les entoure est envoûtant. Ainsi le jardin qu’il
faut découvrir à genoux pour jouir du meilleur
point de vue, les pierres polies sur lesquelles
on doit marcher avec des sabots en plastique,
le gravier blanc ratissé avec soin, la brise
légère et parfumée qui fait voler les pétales de
fleurs de cerisiers… Ce décor enchanteur nous
rappelle le thème de l’amour qui relie d’une
manière plus ou moins évidente la quinzaine
d’expositions de cette édition.
Au Musée de Kyoto, au cœur de la ville, on se
laisse cueillir par une quinzaine d’images en noir
et blanc d’une modernité et d’une délicatesse à
vous donner des frissons. Signée René Groebli,
The Eye of Love, série réalisée en 1954 dans
une chambre d’hôtel parisien avec sa jeune
épouse, est un pur moment de grâce. Dans un
tout autre registre mais dans le même lieu,
Raphaël Dallaporta présente, sur un écran géant
(3,9 x 12,8 m) et dans une ultra-haute définition
(4K), ses photos prises dans la grotte Chauvet
(voir Fisheye n° 22). Une installation sonorisée
par Marihiko Hara qui nous ramène à l’époque
des cavernes et confère à ces images une sensualité vertigineuse.

un peu à l’étroit, mais on a un bel aperçu du
travail de l’artiste sur la question du genre et
de l’homosexualité qu’elle développe depuis
plusieurs années.
DÉMARCHE ROCK’N’ROLL

Quelques rues plus loin, dans une boutique, on bascule dans le monde coloré de
ToiletPaper. On se balade en chaussettes (il
faut souvent enlever ses chaussures pour entrer
dans les expositions) sur un tapis rouge sang
entouré de murs recouverts d’images saturées
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« Créer un lien
entre l’espace et l’œuvre »

TexTe : Éric KarsenTy

Photographe, cofondatrice et directrice
de Kyotographie, Lucille Reyboz est
à l’initiative de ce jeune festival
qui jouit désormais d’un rayonnement
et d’une reconnaissance internationale.
Pour Fisheye, elle raconte cette
aventure japonaise.

LES AUTOPORTRAITS DE
ZANELE MUHOLI, COMME
ICI SOMNYAMA NGONYAMA,
INTERROGENT LA
QUESTION DU GENRE
ET DE L’HOMOSEXUALITÉ.

L’EXPOSITION DE NOBUYOSHI
ARAKI INTITULÉE A DESKTOP
PARADISE EST PRÉSENTÉE DANS
LE CADRE D’UN DES PLUS BEAUX
TEMPLES SHINTOÏSTES DE KYOTO.

ProPos recueillis Par Éric KarsenTy

INTELLIGENCE DE LA SCÉNOGRAPHIE

se déploient sur trois niveaux figufabrique de kimonos qui accueille ces
rant l’élévation jusqu’à l’extase qui,
épreuves, on pense au raffinement
PHOTO D’ISABEL MUÑOZ SUR
LES DERVICHES TOURNEURS
pour la photographe, flirte toujours
porté aux objets du quotidien si bien
EXTRAITE DE LA SÉRIE FAMILY
avec la souffrance. Une fois de plus,
décrit par Junichirô Tanizaki dans
ALBUM/LOVE AND ECSTASY.
l’intelligence de la scénographie
L’Éloge de l’ombre. Une exposition
donne à chaque visite une dimension physique remarquée par plusieurs personnalités présentes
difficile à restituer. C’est encore plus flagrant à l’ouverture de la manifestation.
quand on découvre le travail de la résidence de De bonnes fées veillent en effet sur ce jeune
Yan Kallen, lauréat du grand prix 2016 du KG+ festival qui, de l’avis même de sa directrice
Award (lire l’encadré p. 61). Durant quatre mois, Lucille Reyboz, a franchi un cap important lors
l’auteur a accompagné les artisans de la ville de cette édition (lire l’entretien page suivante). On
pour en faire connaître le savoir-faire avec une y a rencontré des responsables de Chine, d’Essensualité rarement atteinte, un travail servi pagne, de Suisse, de Corée du Sud, d’Allemagne,
par une mise en espace que vous ne retrouverez d’Angleterre et de France, entre autres… tous
nulle part ailleurs. En parcourant cette ancienne venus voir de leurs yeux la magie singulière que

Quittons ensuite le musée pour nous perdre
dans les petites rues de Kyoto où, politesse
japonaise oblige, les habitants n’hésitent pas
à nous guider dès que nous sortons notre plan.
L’exposition Mapplethorpe, Memento Mori, déploie ses photos grand format déjà classiques dans
une scénographie sobre et raffinée. Quelques pas
plus loin, une nouvelle expérience nous attend
avec Family Album/Love and Ecstasy, une trilogie
d’Isabel Muñoz. Des grands singes, des corps
en suspension, des derviches tourneurs… les
trois séries de somptueuses épreuves au platine

distille ce festival. Car c’est bien à une expérience
photographique que vous convie Kyotographie.
Une alchimie qui trouve sans doute son origine
dans la personnalité des deux fondateurs et
artistes, Lucille Reyboz et Yusuke Nakanishi,
qui ont su fédérer autour d’eux une équipe de
qualité. Créant un lien puissant entre le travail
des photographes et le public, le festival japonais
nous transforme et nous donne envie, à l’heure où
la pluie disperse les derniers pétales de cerisiers,
de revenir illico à Kyoto.
© isabel MuñoZ.
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Comment vous est venue
l’idée de Kyotographie ?
Je vivais à Tokyo au moment du séisme du
11 mars 2011, du tsunami et de la catastrophe
nucléaire qui ont suivi. C’était une période
particulière, on était en état de choc. Le séisme a
révélé des choses qu’on connaissait de la société
japonaise, qui a une culture réservée où l’on
n’exprime pas ses émotions et où l’on ne parle
pas de ses problèmes. Cette même année, j’ai
fait découvrir les Rencontres d’Arles à Yusuke,
mon compagnon, qui en a été émerveillé. Et
dans le même temps, nous avons déménagé
à Kyoto, dont nous sommes très vite tombés
amoureux. Tous ces événements nous ont
amenés à penser que ce serait bien de disposer
d’une plate-forme permettant, à travers la
photographie, d’échanger des idées, de traiter
de sujets sensibles autour de l’écologie, des
minorités et de problèmes auxquels les sociétés
tentent de faire face. Mon lien avec le pays n’a
fait que se renforcer, et l’idée du festival s’est
imposée de manière assez naturelle. Nous étions
brisés, avec le désir de valoriser ce pays, sa
culture. Nous sommes tous les deux artistes
[elle photographe, et lui directeur photo, ndlr],
nous ne nous rendions pas compte dans quoi
nous nous lancions. Nous étions portés par le
désir de faire quelque chose.
Comment choisissez-vous les
thématiques du festival – cette année,
« Love » – et les photographes exposés ?
Nous sommes très intuitifs, nous suivons nos
émotions. Et pour cette cinquième édition, nous
nous sommes inspirés d’une citation de Burk
Uzzle [photographe américain] : « Photography
is a Love Affair with Life », c’était comme une
évidence. Et avec tous les événements dramatiques qui se sont passés cette année à l’échelle
de la planète, nous avions envie de quelque
chose de positif qui fédère les gens.

« L’idée est
d’utiliser
des endroits
atypiques pour
présenter de la
photographie,
avec l’intention
de rapprocher
les œuvres
du public. »

Avec Nobuyoshi Araki, Arnold
Newman, Robert Mapplethorpe,
Isabel Muñoz, René Groebli, cette
édition s’appuie sur des valeurs sûres.
Quelle est votre ligne éditoriale ?
La programmation se dessine au gré des
rencontres que nous faisons. Il se trouve qu’on
nous a proposé des collections magnifiques et
qui sont dans la thématique. Nous essayons d’inviter des artistes internationaux et des artistes
japonais. Pour Araki, qui est un photographe
connu au Japon comme en France, sa série
assez inattendue est aussi l’occasion de lui
rendre hommage alors qu’il traverse une période
difficile [le photographe est âgé et très malade].
Et c’est évidemment quelqu’un pour qui le thème
de l’amour est une évidence.
Musées, galeries, restaurants ou
temples… les lieux qui présentent
les expositions sont d’une grande
diversité et changent en partie
à chaque édition. Pourquoi ?
L’idée est d’utiliser des endroits atypiques
pour présenter de la photographie, avec l’intention de rapprocher les œuvres du public.
Au Japon, peu de gens visitent des expositions
d’art, et encore moins de photographie. Bien
que ce soit le pays dont l’industrie fabrique
des appareils pour le monde entier, il y a un
curieux décalage par rapport à sa valorisation.

LUCILLE REYBOZ ET YUSUKE
NAKANISHI, LES DEUX FONDATEURS
DE KYOTOGRAPHIE.

Fisheye, May–June
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From Love Is More © Toiletpaper.

2

From Family Album © Isabel Muñoz.

3

Nobuyoshi Araki’s A Desktop Love
displayed at Kenninji Temple, Kyoto.

4

3

2

to a medium that “transcends the barriers
of language” with its ability to communicate
and share stories. The annual event lasts one
month and begins mid-April, neatly coinciding
with the climax of the magical cherry tree
blossom and peak tourist season. Today it is an
intrinsic part of the cultural calendar, alongside
long-established events that have breathed
life into the former ancient capital city for over
1000 years. But setting it up wasn’t easy.
Kyoto is a city that vehemently honours
and protects its history and traditions. And,
despite also being an advocate of forwardthinking, bringing about any notable change
can be perceived as a threat. Nakanishi
explains that as outsiders, he and Reyboz
were initially met with hostility and their ideas
disregarded. Only with time and perseverance,
and through learning to abide by special codes
that respected Kyoto’s conservative past and
painstaking appreciation of high quality, were
they accepted into the community. However,
although the collaboration with the Japanese
and indeed, Kyoto way of life, in every element
of the festival is pronounced, this does not
compensate for an equal preoccupation with
challenging the rigidity of its structures.
An example is one of this year’s star
exhibitions: Nobuyoshi Araki’s A Desktop Love.
Perhaps Japan’s best-known photographer,
80

to see photography exhibitions, and their
appreciation of the medium as an art form
is still relatively undervalued. So by taking
photography out of the context of a gallery,
and instead placing it in a space that people
are likely to visit, such as the Kenninji Temple,
a window of opportunity opens for them to
be seduced into appreciating artistic imagery
from a diﬀerent perspective. In this way,
the involvement of the whole community is
encouraged, bringing photography to them,
rather than the other way around. Whether
it was to bring out the juxtaposition between
Araki’s work at the Ryosokuin, or the fact that
he himself is “preparing to die” (in Buddhist
practice, the temple is considered your final
resting place), it was imperative that the
exhibition was shown in that specific venue,
say the couple. A Desktop Love is displayed on
traditional rocking desks, raised just over a foot
oﬀ the ground, bringing the gaze down and
encouraging the viewer to kneel in front of it.
Light floods the silent room laden with tatami
straw mats and, as is custom in a temple and
most indoor venues, you must remove shoes
at the entrance. Visitors can then wander in
the ancient garden outside, filled with pristine
shrubs and lush greenery.
The show also reflects the creativity in
the design and curation of each Kyotographie

Araki’s work is divisive, sometimes blurring the
boundary between art and pornography. The
untimely death of his wife, to whom he was
passionately devoted, triggered an intensified
relationship with the camera, which he used
to explore the recurring themes of life and
awareness of death. Having survived prostate
cancer and losing sight in his right eye, Araki
now rarely leaves his home in Tokyo. So for this
exhibition, he photographed objects pieced
together as dramatic still lifes on his desk.
Although the images are not as risqué as some
of his previous work, plastic naked female dolls
are still placed in explicit positions, with their
arms and legs bound by string.
The work is shown at the sacred Buddhist
Kenninji Temple, in the Ryosokuin. Reyboz
and Nakanishi spent months engaging in
complex discussions with the monks, known for
practising Zen meditation, which disapproves
of showing images of the naked body. At
first such unfamiliar forms of contemporary
expression were perceived as a distraction
from the monks’ duties preserving the ancient
temple and its artworks. And the subjects
of the images were problematic. But, as
the co-directors explain, each exhibition is
individually paired with its venue according
to the message it is communicating. The
Japanese are not accustomed to going out
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4

Toiletpaper installation at Asphodel,
Kyoto.

5

From Love and Ecstasy © Isabel Muñoz.

6

Akihito Yoshida’s Falling Leaves
displayed at Former Shinpukan, Kyoto.
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installation. In strict Japanese culture, you
are not allowed to hang anything on the wall,
particularly in traditional buildings and homes.
This may also be an indicator as to why the
practice of photobook-making has been so
strong in Japan for decades in contrast to
exhibiting. Naturally some exhibitions do make
use of the walls as their canvas, but for the
most part the installations are resourcefully
and innovatively designed, Yan Kallen’s show
being a prime example.
The Hong Kong-based photographer’s
series, Between the Light and Darkness, is
exhibited at Mumeisha, a former kimono
house and shop with low ceilings and narrow
staircases. Kallen, a visual artist with a degree
from Central Saint Martins College in London,
spent five months learning traditional skills
from local Japanese fabric, paper and ceramic
artisans. He explores the use of natural inks
made from raw materials and prints on
hand-made paper that he dried in the sun. His
images are hung – just as the drying paper
would have been – from handmade bamboo
structures in the dark room, illuminated only
by natural light from outside. A man-made
pinhole camera, staged on a rare black tatami
at the entrance of a small courtyard garden,
captures a subtle image of the single cherry
blossom tree that grows there.

Kallen is the winner of last year’s KG+
Award, a satellite event directed by Sae
Shimai that provides a platform for emerging
photographic talent, as well as additional
activities in local schools throughout the
festival month. The KG+ exhibitions are smaller
in scale, but one interesting venue is a former
primary school that has just closed due to a
lack of students. Nakanishi explains that the
importance given to the educational aspect
of the festival is fundamental, and part of
the understanding that the “young people in
particular have the potential to serve as a link
between Japan and the rest of the world”.
As well as championing the past (the
great works of Arnold Newman are shown
inside the Unesco-protected Nijo-jo Castle and
there is a display of René Groebli’s portraits of
his wife from the 1950s) Kyotographie looks
to the future by showcasing new technology.
This year, in the Museum of Kyoto Annex,
French photographer Raphaël Dallaporta
shows a moving projection of his rendered
images of the Chauvet Cave (BJP #7858) in
southern France. Viewers are encouraged to
sit in front of the captivating curved panel and
gaze up to 70 black-and-white photographs of
36,000-year-old cave drawings. Dallaporta is
an innovator of photographic methods, having
spent time with landmine clearing teams in

5

6

Afghanistan to create his formative work,
and has used drones to photograph war-torn
territories. Here he uses a 3D-panel robot to
capture the cave from every angle, resulting in
an immersive 360° experience for the viewer.
Another highlight from the international
sphere is the Italian duo Toiletpaper, bringing
together photographer Pierpaolo Ferrari and
artist-provocateur Maurizio Cattelan. Founded
in 2010, the “rock and roll” project began as
an image-based biannual magazine, bursting
with surreal hyper-saturated colour imagery,
such as two women’s blood-red tongues set
against a bright blue background, balancing
a razor blade upon their fleshy tips. As much
as this editorial output continues to be their
primary focus, the pair are beginning to use
their photographs as objects or surfaces.
Their Toiletpaper brand is now going viral,
from the “Shit Lips” printed onto Daft Punk’s
vinyl of their 1995 single Da Funk, to fashion
campaigns with mega-label Kenzo, to furniture
with interior designer Gufram. Last September,
they opened their first pop-up shop in Milan,
selling exclusively their own merchandise.
“It’s like Hello Kitty but a bit more gross,”
says Ferrari. For this installation, they have
transformed the three floors of the Asphodel
building into a sickly sweet display of clashing
luminosity and schizophrenic textures –
starting from a shop of Toiletpaper souvenirs,
leading up to a room of layered wallpaper with
their printed photography, furnished with pink
soap-shaped cushions and plastic gravestones,
and culminating on the top floor – nicknamed
“the underwater room” – embellished with
clusters of disco balls hovering over a plush red
“lips bed”, placed on a deluxe crimson carpet.
Love aﬀair
Kyotographie has just celebrated its fifth
edition under the theme Love, interpreted
by many photographers, some generously
sharing fragments of their personal life. Akihito
Yoshida’s Falling Leaves, for example, is a
heart-rending documentary series illustrating
the devoted relationship between his younger
cousin and grandmother, inseparable as carer
and companions. The black-and-white family
photographs are shown both large-scale and
as consecutive strips of negatives outtakes,
allowing us to glimpse an extended moment of
laughter, his cousin helping with lunchtime or
in the shower as he pours warm water on his
grandmother’s back while she sits patiently,
undressed, on a plastic stool. The story ends
when his cousin turned 23 a few years ago. As
his grandmother became more frail, he chose
to end his life. She too died a year later.
Such intimacies of love are also explored
by Spanish photographer Isabel Muñoz in
her Family Album, comprising portraits of
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荒木经惟新作亮相古老禅寺
荒木经惟首次亮相日本的作品《机上之爱》，
在历史悠久的两足院内展出。荒木经惟将各种
各类小摆件放在桌子上，使用6x7反转片进行

日本庭院，作品的气质更加凸显。
《机上之爱》的展览设计兼具对比和融合。
原本色彩浓烈的花朵、玩偶在照片上却呈现出

拍摄，其中有他照片中经常出现的人偶、残花，
也有怪兽和恐龙模型，他在方寸间展示出一个
怪诞的世界，同时也使用了一种“方寸”的呈
现方式——每一幅作品都被装裱在类似小摇椅
的木架中，放置在两足院的榻榻米上，玻璃窗

灰暗的色调，表现出荒木经惟在日渐老去和病
痛中对生活渐渐失去热情。照片上的元素结合
俏皮的装裱方式，则体现了他不可磨灭的活泼
和直白性格。日式庭院的精巧布局犹如荒木经
惟在巨大桌子上摆放的玩偶，让影展延伸到整

户外就是精致迷你的日式庭院。作品暗淡的色
彩和诡异的搭配，混合着榻榻米特有的清香，
让一种淡淡的忧郁散发出来，结合色彩淡雅的

个庭院。观众可以跪在榻榻米上仔细观看每一
幅作品，同时也在这京都最古老的禅寺内，零
距离体会了京都的古老文化。

16个展场遍布京都
本次京都国际摄影节并没有采用统一
的展场，而是在京都各地分别选择了16
个展场，比如拍摄过毕加索、玛丽莲·梦
露等名人的肖像大师阿诺德·纽曼，他的
展览场地便设置在京都名胜二条城。南非
先锋摄影师Zanele Muholi所拍摄的自拍
照系列《黑色雌狮，万岁》
（Somnyama
Ngonyama ）则选择了时尚的咖啡馆。
展示人类最古老壁画的《法国肖维岩洞》
（The elusive Chauvet - Pont - d’Arc
Cave）选择了文化气息浓郁的京都文化
博物馆……
其中，本次展览风格最为跳脱的作品，
是在京都八坂新地末吉町ASPHODEL展
出的《爱的延伸》
（LOVE is More），这
组展出的作品均选自意大利的艺术杂志

日本摄影师吉田亮人拍摄的作品《落叶》

摄影师搭建的生死屋

日本摄影师荒木经惟的展览《机上之爱》在历史悠久的建仁寺两足院内举办，为影展赋予了浓厚的文化气息

荒木经惟作品《机上之爱》

影展简介
特别报道
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一期一会 一展一景
KYOTOGRAPHIE京都国际摄影节是日本最大的摄影节日之一，摄影
节除了很多精彩的作品，布展也是一大亮点，都根据作品的特点和展厅
的气质进行了特别设计，作品和环境的气质结合起来，让观者感受到独
特的体验。 编辑：林一 图/文：乔枫伟

KYOTOGRAPHIE
京都国际摄影节
2017京都国际摄影节以“LOVE”为主
题，主办方将作品的气质和京都本身相
融合，分别设置了16个展场。影展的时
间从4月15日到5月14日。本次摄影节，
不仅有荒木经惟的新系列作品首秀、还
有罗伯特·梅普尔索普等大师的藏品展。

螺旋向上体验“进化”
除了日本本土文化的展示，主办方还
通过一些展场的建筑本身表现了摄影作品
的意义。西班牙女摄影师Isabel Munoz的
系列作品《家庭相册》
（Family Album）

类相似的动作和情感，有些照片表现了猩
猩之间的互动，有些则是纯粹的肖像照。
作品如同镜子一样悬挂在墙上，观众通过
这个方式可以从中看到我们自己——人类

烈的色彩震撼观者的眼球，它正对着一道
通往展场顶层的旋转楼梯，观众要通过狭
小的楼梯，在阳光的照耀下到达第三层，
通过建筑本身表现了“信仰之路”。到达

和《爱与狂喜》
（Love & Ecstasy）在平
时不对外开放的黑仓举行，这两套作品展
示了她认为灵魂升华的3个阶段，作品分
别展出在黑仓的三个楼层。观展者可在空
间的转换过程中，体验到摄影师对于灵魂
的理解。
第一层的《家庭相册》系列是摄影师

的影子。Isabel将作品转换为黑白，因为
她觉得照片真实的色彩不能表达这些照片
想要透露出来的情感，这些“颜色”应该
存在于人们心中。
来到二层，观众会看到《爱与狂喜》
系列。摄影师拍摄了世界各地的信徒接近
神灵的仪式。这些照片抛弃了黑白的含蓄，

第三层这里是《爱与狂喜》系列更加震撼
的作品，表现了那些为了与自己神灵交谈
付出极大代价的人，照片直白展示了通过
疼痛、苦行来修炼的人物肖像。
这种布展方式通过展场的空间结合和
摄影师作品情绪表达的递进，给观众留下
了极为深刻的印象，不仅对作品有更多理

多年拍摄的猩猩肖像，这些猩猩拥有和人

比如一幅身着红衣的旋转少女照片通过强

解，自己仿佛也经历了一次“修行”。

2

撮影之友 ,

在 元· 新 风 馆， 日 本 摄 影
师 吉 田 亮 人 的《 落 叶 》（Falling
Leaves）展场很小，看似不起眼，
但是当观者跟他经历了这场生死
之旅，都会受到深深的震撼。在
空荡的展场之间立着一个黑色的
小房子，外墙上贴满了他拍摄的
表弟与外婆生活的温馨照片，充
满了点滴的快乐。展览从一张表
弟小时候与外婆的合影开始，一
直拍到表弟20多岁为止。在这些

3

Photographers Companion and Digital Camera, June

照片中，他的表弟会牵着外婆的
手逛超市，或者是在上学之前捏
捏外婆的脸。
观众围着房间转了一周，最
后三张照片是表弟骑车远去的背
影，照片渐渐变白、模糊。之后
观众会发现这个房间有一道隐蔽
的门。通过这道门进入的房间里，
地板、天花板和四周都贴满了树
林的照片，厚厚的落叶和杂乱的
树枝让人顿生寒意，和刚才的温
馨形成了强烈对比。迷惑的人们
看完结尾的简介才豁然开朗 ：他
的表弟23岁时突然失踪，直到1
年后遗体被发现。屋中的落叶森
林就是他表弟自杀的现场。再过
一年，他的外婆也去世了。从屋
外的生命到屋内的死亡，从墙内
的温馨到墙内的残酷，一线之间，
观众能和摄影师一起经历这一切。

4

5 KYOTO
P H O T O

ON S’ENVOLE POUR...

1
2

3

5

4

... des stars en pagaille. L’amour, le thème inépuisable choisi par
la photographe Lucille Reyboz et le directeur de la photo Yusuke
Nakanishi – le couple franco-japonais fondateur du festival –,
convoque des légendes de la photo et magnétise en même temps la
fine fleur de la scène internationale. Au rang des expos blockbusters,
on passe des fleurs glacées et autres corps antiques de Robert Mapplethorpe (5) à la collection sensible et passionnée d’agnès B. (Olivia
Bee, 10) ou aux acrobaties facétieuses de Toiletpaper (4), du mystère
fantastique de la grotte Chauvet vu par Raphaël Dallaporta aux mariés
traditionnels du XIXe siècle (1), trésors apportés par le musée Guimet.

9

10

KG+ ：中国摄影师也可报名！
别以为摄影节的大门只为大师展开，如果
你也想来这里参展，可以报名参加摄影展
“KG+”！在摄影界期间，京都市内的艺廊、
咖啡店、教育设施等60处同时举办的供新锐
摄影师展现实力的摄影展“KG+”。主办方
每年还会评选“KG+AWARD”特别大奖，
获奖艺术家将会被邀请参加下一届京都国际
摄影节。
“KG+”将一如既往地支持肩负未
来的艺术家们，为他们提供进一步发展的平
台。艺术家可以登录京都国际摄影节的官方
网站www.kyotographie.jp进行报名。

意大利的艺术杂志TOILETPAPER 的参展作品《爱的延伸》

5

PIÉGAY

... des lieux magiques. Seize expositions, et un écrin exceptionnel
pour chacune d’elles. Ici, un temple rarement ouvert au public, et son
jardin poétique, qui abritent le travail du mythique Araki (2). Posées
sur de délicats pupitres en bois, à quelques centimètres du tatami, voici
douze images du photographe vieillissant, dans un lieu de méditation
qui, plus que jamais, éclaire sa réflexion sur la vie et la mort. Là, dans
la pénombre d’une ancienne maison traditionnelle de marchands de
kimonos, ce sont les ombres et lumières du jeune Hongkongais Yan
Kallen, qui se dévoilent. Plus loin, l’on
7
s’arrête devant les clichés d’Arnold
Newman au somptueux château de
Nijô, ou dans un nouveau lieu design,
mi-galerie, mi-café, face aux autoportraits puissants et engagés de la SudAfricaine Zanele Muholi (3). Partout
des scénographies ultra soignées et,
au fil des expos, un parcours initiatique
autant qu’esthétique.

8

作品《法国肖维岩洞》展览现场

POUR SA 5E ÉDITION, LE FESTIVAL
INTERNATIONAL KYOTOGRAPHIE, AU
JAPON, JOUE DANS LA COUR DES GRANDS
ET NOUS EN MET PLEIN LES YEUX AVEC…
PAR PHILOMÈNE

6

著名肖像摄影师阿诺德1纽曼的参展作品

TOILETPAPER （ 厕 纸 ）。 这 本 杂 志 是
意大利艺术家Marizio Cattelan和摄影师
Pierpaolo Ferrari于2010年创办的，其中
充满了意大利独有的热情色彩和花式重口
味幽默。
这些作品都和展场本身的气质融合，
让观众能跟随摄影师的创作心路，体验他
们的作品。这是亲自到现场观看摄影节与
网络上浏览照片最大的区别，通过精巧的
布展，可以体会到作品的气质，让自己沉
浸在摄影师为我们创造的影像世界里。
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... une dose d’émotions fortes. Peu de chance de résister aux
troublants grands singes saisis par Isabel Muñoz (7). De ne pas
succomber au charme, tout en pudeur et en sensualité retenue, de la
renversante série «The Eye of Love », que le photographe suisse René
Groebli réalisa pendant sa lune de miel en 1954 dans un hôtel à
Paris (9). On risque aussi les larmes devant « Falling Leaves », bouleversante et tragique histoire d’amour entre une grand-mère et son
petit-fils, racontée par le jeune Akihito Yoshida (6), la révélation japonaise d’un festival qui veut aussi servir de tremplin aux talents du pays.
Gorge nouée, encore, et pointe d’humour, avec le travail de Hanne
van der Woude (8) sur un très vieux couple néerlandais, suivi jusqu’au
crépuscule de son histoire. Kyotographie, ou le grand huit des
émotions, dans une ville d’exception. ■
« KYOTOGRAPHIE », jusqu’au 14 mai, Kyoto (Japon). kyotographie.jp

MNAAG ; MAURIZIO CATTELAN & PIERPAOLO FERRARI ; ZANELE MUHOLI/STEVENSON/YANCEY RICHARDSON ; ISABEL MUÑOZ ;
AKIHITO YOSHIDA ; HANNE VAN DER WOUDE ; OLIVIA BEE & COLL. AGNÈS B ; ROBERT MAPPLETHORPE USED WITH PERMISSION ;
RENÉ GROEBLI, THE EYE OF LOVE, COURTESY GALERIE ESTHER WOERDEHOFF, PARIS ; NOBUYOSHI ARAKI, COURTESY OF TAKA ISHII GALLERY.

Le Point, March 9th
PHOTO Magazine, March–April 2017
Polka, March–April–May 2017
Seoul Art Guide, April
Le Monde Magazine, April 15th
ELLE, April 28th
REPONSES PHOTO, May 2017
Courrier International, May 2017
Kansai scene, May 2017
Fisheye, May–June 2017
撮影之友 , Photographers Companion
and Digital Camera, June
人民中国 , Peoplechina, June 5th
British Journal of Photography, June 2017
Monopol, June 2017

April 25th
PARK, Day by Day, May 1st
・渋谷のラジオ , 代官山アートストリート, May 1st
・KBS Kyoto, 竹内弘一のズキューン, May 2nd
・α-station, Fit for My life, April 16th/23th
・KBS Kyoto, あっちこっちほっかほか , May 8th–12th
・JFN
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Le Monde May 6th

Elle, April 28th

JapanTimes, April 19th

Yomiuri Shinbun, May 17th
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From Kyoto, with love: Photos capture over a century
of romance and loss
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No Translation Needed:
KYOTOGRAPHIE 2017
A special report for KJ by Susan Pavloska

E

ven before the tourist boom, Kyoto had an omote, or hospitable face, so carefully tended
that foreigners often weren’t aware of the existence of its !ercely-guarded ura,

especially in those central Kyoto neighborhoods hosting the Gion Festival each July. Imagine
Exterior of subtemple Ryosokuin at the 815yearold Buddhist Kenninji Temple, where NOBUYOSHI ARAKI’s works were shown. Located in Gion, the famous Geisha area in
Kyoto, Ryosokuin is regularly used as a venue for art exhibitions. All photos by Jessica Keung for ArtAsiaPacific.

the surprise then, that “outsiders,” meaning anyone with less than !ve generations’
residency, must have felt one !ne spring day in 2013, when red banners suddenly appeared
outside venerable machiya, forbidden temples, and even the o"-limits sections of Nijo
Castle, signaling that for the price of a ticket, one was free to enter? And, once inside,

Every year during the seasonal period of cherry blossoms in bloom, Japan attracts a high number of tourists from around the world who
photograph and capture the awnings of delicate peach, pink and white sakura that cover streets and parks around the country. Around the
same time, the annual Kyotographie kicks off in Kyoto, one of the most revered cities in Japan for some of the country’s historical crafts
such as pottery and handcrafted kimonos. Co-founded by French photographer Lucille Reyboz and Japanese lighting artist Yusuke
Nakanishi in 2013, Kyotographie is a festival dedicated to celebrating photography, and sprang from a need for cultural exchange after the

imagine !nding world standard, creatively-mounted exhibitions of photographic images,

Photos: Highlights from Kyotographie 2017

accessible to all, despite linguistic and social barriers? That was the beginning of

Photography by TOILETPAPER: Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari – Kyoto's

KYOTOGRAPHIE for the average Kyoto-dweller.

annual photography fair -- called Kyotographie -- is among the most exciting art

That !rst year, the twelve exhibition venues included Kurogura, an imposing black

fairs in Japan.

devastating Tōhoku earthquake and tsunami in 2011. Fulfilling that need, in just five years since the inaugural edition, Kyotographie has
received acclaim and recognition for its significant contribution to the development of the contemporary art form.

storehouse in the interior of the equally-imposing headquarters of the Kondaya Genbei obi
(kimono sash) company on Muromachi Street, ASPHODEL, on the premises of the venerable

1 of 20

For Kyotographie’s fifth edition, 16 exhibitions, featuring 30 artists and collectives from nine countries, came together under the curatorial
theme of “Love.” A diverse range of relationships—between individuals, lovers, families, societies—were illustrated by renowned
photographers including Arnold Newman, Robert Mapplethorpe and René Groebli, together with emerging artists including Yan Kallen and
Akihito Yoshida. Venues of the exhibitions were spread throughout the city, mostly within walking distance of each other, from an Edo-

Tomiyo teahouse in Gion, and the former Kyoto branch of the Bank of Japan, a Meiji-period
Western-style brick building incorporated into the Museum of Kyoto on Sanjo Street. The
number of venues is multiplied by the smaller satellite KG+ exhibitions, 52 this year, taking
place mainly outside the central Gion Festival area. In the beginning these featured mainly

(CNN) — Kyoto's annual Kyotographie photography fair is among the most exciting art fairs in Japan. Celebrating
its ﬁfth year with the theme of love, the fair has assembled a number of intriguing exhibitions that defy cliché,
presenting unconventional yet heartfelt interpretations.

period castle to shrines and traditional Japanese houses. Visitors were invited to explore the ancient heritage of the former capital of Japan
while strolling through the now-modernized city.

local artists, but now are quite competitive, drawing participants from all over Japan, Europe
and elsewhere in Asia.
The theme of this year’s festival is “Love,” a sentiment that is seemingly-universal yet highly-

Here are a few of the highlights:

fraught in ways that vary widely from culture to culture. The festival’s organizers do not try
to reconcile the di"erences but rather lay out the debate in spatial and visual terms.

ArtAsiaPaciﬁc, May 5th

CNN STYLE, April 25th

Kyoto Journal, May 3rd

TimeOut Tokyo, April 25th

Elle Japon May Issue

芸術新潮 ,

Geijutsu Shincho, June Issue

芸術新潮 ,

Geijutsu Shincho, June Issue

京都新聞 ,

Kyoto newspaper, April 25th

Essay

People

シーンを拓くキーパーソン

Lucille Reyboz & Yusuke Nakanishi
ルシール・レイボーズ&仲西祐介

Co-Director of KYOTOGRAPHIE
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2017「LOVE」
2017年4月15日〜5月14日
http://www.kyotographie.jp/

真実 の秘密に誘う物語
管 啓次郎＝文

Text: Keijiro Suga

世界は驚きにみちている。地表で暮らす

その研 究 内 容を疑 問 視する同 僚たちによ

していった多くの種、実現することのなかっ

われわれの運命をよく見つめれば見つめる

り1 9 3 2 年に解 雇され、翌 年アメリカに移

た数々の生 存 戦 略が隠されている。
「こん

ほど驚きは増大し、思いがけない発見はよ
ろこびをもたらす。
地表を放浪するとき、人はまず地形や気
象がもたらすもっとも基 本 的な驚きに、い
たるところでぶつかるだろう。土地ごとの風

住 。以 後 、世 界 中を旅 行して数々の新 種
の動 物たちを発 見し、
きわめて充 実した研
究生活を送った。やがて1955年、スコット
ランド北 部で謎の失 踪 。残された資 料（ 剥
製 標 本 、デッサン、写 真 、記 録カードなど）

な動 物がいたのか！」という驚きの背 後に
は、
「まだまだ想 像を超えた新 種が 見つか
るかもしれない」
という、恐ろしい予感が潜
んでいる。そのとき突然、アーマイゼンハウ
フェン博 士の探 求はアートに似てくるので

景は、植 物のようすと密 接に関わっている。

はそのまま寒 村の小さな家の地 下 室で眠

その上で、人 間にとって最 大の驚きをもた

りつづけたという。1980年、バルセロナの

を発見したときに、痺れるほど強いよろこび

らしてくれるのは、地 表を動きまわるという

写 真 家ジョアン・フォンクベルタと作 家 ペ

を得ること。そのかたちが、すでにどこかに

Scanned by CamScanner

© Kate Barry

はないだろうか。未知のかたちを求め、
それ

「個」の信念から生みだされた、
写真フェスティバルの5年間
見するまでは。
作するもの（ 芸 術 的 探 求の場 合 ）かは、
さ

運命を共有する、野生動物たちではないだ

レ・フォルミゲーラの二人が、偶然それを発

あるもの（ 科 学 的 探 求の場 合 ）
か、人が制

ろうか。それぞれの風 景に守られ、植 物た

フェスティバルのプラッ
トフォームを通じて、
アート写真のマーケッ
トを育成する
ちに依
存して、動 物は生きている。
土 地の
『 秘 密の動物誌
しあたっては関係ないだろう。
』
と題された書物は、
この
多様性とともにそこで暮らす動物たちも多
IMA＝文 Text: IMA

二人組によるアーマイゼンハウフェン博士

様だが 、われわれはそのほとんどを知らず

の驚くべき業績の紹介だ。1991年刊行、

最 後 に指 摘しておきたいこと。博 士 の
© TOILETPAPER

助手の名はハンス・フォン・クーベルト。
ドイ

に生きている。
世界の他の場所には、
どん
ツ人の名前だが、写真家ジョアン
・フォンク
多くの人に衝 撃を与えた。
そこに収められ
テーマに沿って作家と作品を選んでから、
作品に合わせて会場を決
今年で5回目を迎え、
着実にその規模と認知を拡大しながら、
写
な未知の動物が暮ら
しているかもしれない「 KYOTOGRAPHIE
に酷
博士の姓
た数々の稀 少 動
物たちの記
録は、
われわ
めます。
その 後 、伝ベ
統ルタの
工 業 技名
術や
最似している。
先 端テクノロジーともコラボ
真ファンに心待ちにされるようになった
」。
年一

Expressing
Humor through
Photography

の に 度、
。どんなに
心をときめかせる遭
遇が
アーマイゼンハウフェンとは
「蟻
塚 」のこと。
れの自然 観を根 底からゆるがすものだ。
イ
レーションしながら展示構成を作り上げ、
作品のメ
ッセージを伝える
京都の各所でアー
ト写真に出会える写真フェスティバルの今年
待っているかもしれないのに。
退屈な都市
カタルーニャ名 前に変 換すれば
、作 家 ペ 鑑賞
ンドで発 見された多 足の蛇 。ガラパゴス諸
ために、空間全体をひとつのインスタレーショ
ンに見立てます。
のテーマは、
「 LOVE 」。ラファエル
・ダラポルタやTOILETPAPERな
空間であえぎつつ、
レ・フォルミゲーラの姓、
そのものだ
！ この
島の、甲羅のある鳥 。シチリアに生
息する
われわれは野生動物た
者が展示空間を回りながら写真を体験できるのが、
街全体を使った
ど国際色豊かなラインナップに、
日本からは荒木経惟と山城知佳子
ことがいったい何を意
味しているのかは、
火を吐く大トカゲ。発 光する象エレファス
・
ちの広大な謎を何も知らない。
フェスティバルの醍醐味。
子どもから大人まで、
どんな人でも楽しめ
が参加する。共同ディレクターのルシール・レイボーズ&仲西祐介は、
みなさんの推 察におまかせします。
まずは
フルゲンスは、ただ写 真だけが
残されてい
ところが
！ この 人を見よ。
ペーター・
るような、
バラエティのあるプログラムを心がけています」
（
仲西）
照明家と写真家というキャ
リアから、
フェスティバルを主催している。
彼らの作品を、
たっぷり楽しんでく
ださい。
る。あるいはヒトの進化史と神話をあざ笑う
アーマイゼンハウフェン博士だ。
生物学者、
次 世 代の才 能の生
成も視 野に入れ、
国 際 的なゲス
トを招いた
5年目の節目に、誕生のきっかけと、
その進化について話を訊いた。
かのようなケンタウルス・ネアンデルタレン
それも徹
底したフィールド派 自分たちで発信できるメディアを持ちたいと
。目撃 情 報す
ポートフォリオレビューやワークショ
ップ 、キッズプログラムのほか、
「東日本大震災の後、
Joan Fontcuberta／1955年、バルセロナ生まれ。写真家、評
シスは、猿の上 半身と四つ足
獣の下半身
らほとんどない、
神 秘の噂に包まれた野
生
論 家 、歴 史 家 。ポン
ペウ・ファブラ大 学 にて 講 師も務
める。
考えていたときに、
初めてアルル国際写真フェスティバルを訪れま
し
若
手 写 真 家に開かれたサテライ
トフェスティバルのK
G +も行う。
イ
1980年にアート雑誌『 PhotoVision 』創刊に関わり、1996年
動 物たちを求
めて、彼 は 世 界を旅 する。
をもち、
きわめて知
能が高く、みずから火を
た。1970年にこのフェスティバルが小規模で始まった後、
フランス
ンディペンデントな組織による運営の労力は相当なものだが、尽力
にはアルル国際写真祭でアートディレクターを務めるなど幅広く

人々の
話を聞き、身を潜めて待ちかまえ、
おこすこともできる。
こうした驚異の動物た
活躍する。
30年以上にわたり、
ではコレクターが育ち、
美術館も写真コレクショ
ンを始め、1997年に
は成 果となって表れ、
昨 年は入
場 者が 4写真と真実の関係性をコンセプ
5％も増え、延べ9 万 人も
チュアルなアプローチで探 求し続けてきたことが 評 価され 、
写真を撮り、
記録を記す。
彼が残した資料
ちの存在証明を次々につきつけられて、
青
はパリフォ
トが生まれています。
アルルに衝撃を受け、
写真マーケット
の人が訪れた。
2013年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

は、誰も想像すら
したことのなかった、
幻想
ざめずにいられるだろ
うか。われわれは世界
が未熟な日本には、
まずは写真フェスティバルが必要だと感じま
した。
「いまでは京都の方たちもより協力的で、大勢見に来てくれますし、
Pere Formiguera／1952年、バルセロナ生まれ。1977年、バ
的なまでに新奇な動物たちをめぐる研究で
を知ったつもりでいた。野 生 動
京都に自分の個展で訪れた際、
この街でアルルのような写真フェス
東物といって
京や海 外からも来 場 者が増えています。続けることによって、い
ルセナ自治 大 学で美 術 史 学 士 号 取 得 。ジョアン・ミロ財 団とカ

埋めつく
されていた。
も想像がつく
ものばかりだと思い込んでい
タルーニャ美 術 館 のアドバイザーも務める。
1 9 9 7 年には、ボ
ティバルができれば世界中から人が集まり、
素晴らしい歴史的な建
い流れが生まれてきたと思います」
（ 仲西）

ローニャ国際児童図書展にて児童書『 Es diu cos 』がイノベー

狩築物を生かした新しい写真展ができるのではと思いま
猟 家の父 親とピアニストの母 親のも
た。でもそれは高をく
くっていただけ。
博士
した」
（ 仲西）
「スポンサーも資金の協力だけでなく、
展示や企画の共同制作の
ション賞を受賞した。
と1 8「
9 5私はフランス出身ですが、
年にミュンヘンで生まれた彼は、
の残した仕 事を前に、イメージ世
界がガラ
日本は写真を取り巻く環境がとても豊
形で参
加しています。ユニークなやり方ですが、お互いに信 頼し合

写真に宿るユーモアを求めて

Keijiro Suga／1958年生まれ。詩人、翻訳者、比較文学者。

少年時代から無類の動物好き。
秀才の誉
ガラと音を立てて崩壊する。
かな一 方で、アート写 真への評
価が低いと感じていま
した。写 真は
えると、
とてもいい関
係を築けます。そういう意 味では、新しい形の
明 治 大 学 大 学 院 理 工 学 研 究 科「 場 所 、芸 術 、意 識 」プログラ
れ高く、
25歳で医学と生物学の二つの博
現
実 世 界と並
行 世 界があると
して、生
ム教授。主な著書は
『コロンブスの犬
』
『レイボーズ）
狼が連れだって走る月』
言 葉の壁を越えられるメディアであるからこそ、
さまざまな文
化や視
フェスティバルの作り方なのかも
しれません」
（

インスタレーション、写真集、SNSに至るまで、ユーモア精神はさまざまな写真表現の根底に流れている。

（ともに河出文 庫 ）、
『 本は読めないものだから心 配するな』
（左
士号を取得すると、
すぐさま当地の大学に
物の進
化はまさに 多ト重 化したパラレル・
点を多くの 人 へと開き、
クリエイティビティを交
換できるプラッ
「 個 」から生まれた強い想いが、
フェスティバルを実現へと導き、月

単に笑えるだけではなく、時には皮肉や批評、
メッセージを携えている。

右社）
など。
『 秘 密の動 物 誌 』
（ちくま学 芸 文 庫 ）、
『 星の王 子さ

最 年フォームを作りたいと考えたのです」
少の教 授として迎えられた。ところが
ワールドだ。ある種の存 在の陰には、
絶滅
ま』
（ 角川文庫）
など多数の翻訳を手がけている。
（レイボーズ）
日を経ることで、
やがて文
化として根
付いてきた。まっすぐに理 想を

今年ももうすぐ、京都の街が写真一色に染まる。
Lucille Reyboz／1973年リヨン生まれ。写真家。マリ共和国バマコで育つ。雑誌、CDジャケットの

法で展示している。

写真にユーモアのエッセンスを一滴落とせば、
たちまち波紋のように広がり、鑑賞者の心をつかむ。

語る二 人は、誰よりもフェスティバルに情 熱を傾け、楽しんでいる。

写真のマーケットを創出したいという目標の過程で必要なのが、
写 真を生 活に根 付かせること。K Y OT O G RA P HI Eでは、寺 社や町
屋といった京都の建築空間を生かして写真を体験できる独自の手

そんなユーモア写真をめぐる表現を、
あらゆる角度から見つめてみた。
IMA＝文

Text: IMA

ポートレイト撮影などで活躍。2007年に東京へ移住、
その後2011年に京都に居を移す。

058

Yusuke Nakanishi／1968年生まれ。照明家。京都在住。世界中を旅し、刻まれた記憶を光と影で

「いま何を伝えたいかを二人で相 談し、最 初にテーマを掲げます。

再現している。
「Tamashii」などライティングインスタレーションを制作し発表する。
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IMA, February 29th

京都新聞,

IMA, May 29th

Kyoto newspaper, April 15th 京都新聞 , Kyoto newspaper, May 7th

京都新聞 ,

Scanned by CamScanner

Kyoto newspaper, April 16th

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

朝日新聞 ,
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荒木経惟
机上の愛

Emmy’s World

supported by shu uemura

Hanne van der Woude
Emmy’s World

荒木経惟やロバート・メイプルソープをはじめ、

Nobuyoshi Araki
A Desktop Love

国内外の気鋭のアーティストの作品や
貴重な写真コレクションが集結する。

1

14

殷 家樑（ヤン・カレン）
光と闇のはざまに

Yan Kallen | Between the Light and Darkness

1

2016年の「KG＋AWARD」を受賞した作家が

2

3

1. ハンネ・ファン・デル・ワウデ「エミーとベン、ベッドにて」
《Emmyʼs World》シリーズから、2013年

人生の喜びと悲しみ、友情と夫婦愛

アラーキーの現在形とは？

オランダ人女性写真家ハンネ・ファン・デル・ワウデが６年の歳

たびたび世間を騒がせた過激なヌードや緊縛ものの作品群を

月をかけ制作したのは、ドキュメンタリーであり、また個性豊か

含め、荒木作品の素地には死への意識があり、それが強烈な生

な老夫婦ベンとエミーら登場人物たちとのコラボレーションとも
それを一変させる大きな出来事が、作家の視線を通して描かれ

3. ハンネ・ファン・デル・ワウデ「バスタブに入る兄弟たち」
マラコフ、フランス、2011年

ている。

3

や愛を浮かび上がらせている。昨年パリで発表した「机上の楽
園」
を改題して日本初公開する本シリーズは、
6×7ポジフィルム
を使い「即物的に、気に入ったものをポンと置いて」
、机上で撮

1–3.荒木経惟「机上の愛」2016年 © Nobuyoshi Araki, Courtesy of Taka Ishii Gallery

11

テーマに、京都の職人たちとの交流を通して制作した新作を発表。ヤンは昨年、京都で
展示した「No Coming / No Going」展でKG＋AWARDグランプリを受賞。この作品で示

影した極彩色の静物写真。

03

イサベル・ムニョス

1– 3. Photography by TOILETPAPER:
2

2

いえる作品。ささやかでありながら深い愛につつまれた日常と、

2. ハンネ・ファン・デル・ワウデ「エミーとベン」
アルルシュテシュ村、フランス、2011年
1–3. © Hanne van der Woude

京都に4カ月滞在し、光と闇のように万物に宿る二つの世界と、その反復や連続、循環を

どう作品化されるか、注目される。

1

“愛”と向き合い続けてきた写真家、

ユニークな老夫婦を通してみつめる

TOILETPAPER
Maurizio Cattelan &
Pierpaolo Ferrari
presented by FUJIFILM

京都の職人たちとの交流を通して制作した新作を発表

された東洋的な世界観や自然と交感しながら生きる人間への関心が、京都滞在によって

Buzz Feed news, May 6th

13

ハンネ・ファン・
デル・ワウデ

［ 展覧会］

今年のテーマは「LOVE」。
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Asahi newspaper, April 21th

Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari

山城知佳子
土の唄

Family Album/Love and Ecstasy
Isabel Muñoz
Family Album/Love and Ecstasy

Chikako Yamashiro
The Songs of Mud

1

1
1
3

トイレットペーパー・マガジンは現代美術家マウリツィオ・カテランとファッション写真家ピ
2

刊したアート雑誌。シュールかつ挑発的なヴィジュアルで世界を席巻し、さまざまなジャン
ルに表現の場を広げてきた。今回は3階建てビル全棟を使い、インパクトのあるインスタ

3

され大きな話題となった映像作品。米軍基地がある沖縄と韓国

格的に紹介する国内初個展。ゴリラやチンパンジーなど霊長
1. 山城知佳子《土の人》2016年

類を被写体に、家族愛あふれる肖像を写した「Family Album」
2015年
1. イサベル・ムニョス《霊長類》シリーズから、キャンプ・リーキー、ボルネオ、
2008 年
2. イサベル・ムニョス《メヴレヴィー教団》シリーズから、イスタンブール、トルコ、
2008年
3. イサベル・ムニョス《Love and Ecstasy》シリーズから 、タリーカ、イラン、

2

1–3. © Isabel Muñoz

1–3 © Yan Kallen

展示作の一つ《土の人》は、あいちトリエンナーレ2016で発表

スペインを代表する女性写真家の一人、イサベル・ムニョスを本

エールパオロ・フェラーリが、アートディレクターにミコール・タルソを迎えて2010年に発

レーションを展開する。
3

《土の人》たちへとつながる地脈を探る

激しい情熱と根源的な愛

話題のアート誌による圧巻のインスタレーション

1.ヤン・カレン「和紙の天日干し I／黒谷」
2017年 2.ヤン・カレン「おじいさんのジャケット／山本合金製作所／京都」
2017年 3.ヤン・カレン「ノコ I／牧神祭具店／京都」
2017年

故郷沖縄から東アジアの

スペイン人女性写真家がとらえる

シュールなビジュアルと恐れを知らない遊び心

協力：あいちトリエンナーレ2016

や、自我を脱却し、時には自らの身体を傷つけながら神に近づ

2. 山城知佳子「コロスの唄 No.13」2010年

くことを希求する信仰者たちを写した「Love and Ecstasy」の2

1, 2. © Chikako Yamashiro,

シリーズで構成される。

Courtesy of Yumiko Chiba Associates

済州島を舞台に展開するストーリーは、土（洞窟）を媒介にしな
がら、アメリカとアジア、死者と現代を生きる者との関係性を伝
える。また、併せて「コロスの唄」
（2012）や「あなたの声は私の
喉を通った」
（2009）などが出展される予定。

2
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Asahi Camera April Issue book in book
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Casa BRUTUS, April 30th
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KG＋ KYOTOGRAPHIE satellite event
KG＋ KYOTOGRAPHIE サテライトイベント
KG＋ at a glimpse｜開催概要
Number of artists: 259
Number of venues: 43
Number of countries: 13
Number of exhibitions: 53
Number of visitors: about 60,000
Number of brochures printed: 5,000

( KG＋AWARD, SOLO EXHIBITION, SPECIAL EXHIBITION,
ASSOCIATED PROGRAM )

Number of flyers distributed:
40,000
Number of maps distributed:
27,000
Number of posters: 200

参加作家：259

フライヤーの配布数：40,000部

参加作家国籍：13ヵ国

ポスター部数：200枚

会場数：43会場
展覧会数：53

マップの配布数：27,000部

来場者数：約60,000

ブックレットの配布数：5,000部

ABOUT KG＋｜KG＋とは

KG＋ AWARD

KG＋ is an art festival which began in 2013, with the aim
to expose and support emerging photographers and curators.
Coinciding with KYOTOGRAPHIE International Photography
Festival, KG＋ serves as an international hub for sharing
information between photographers, curators and gallerists
from around the world. In its 5th year in 2017, a total
of 4 programs were presented: Award, Group Show, Special
Exhibition, and Associated Program.
With the aim to internationally expose new talent from Kyoto,
a call for participants is made for those wishing to work
on a global scale, and 24 exhibitions are selected for the KG＋
Award. Participatory programs open to the local community
also take place, so that culture can be appreciated in everyday
environments. These many expressive forms, which are
presented in various parts of Kyoto city, will bring together
people and local communities and give birth to new relationships and discoveries.

From applications for solo shows and exhibitions by artist
units, 24 groups were selected as KG＋ Award artists by
the KG＋ Executive Committee. KG＋ Artists are promoted
for their exhibitions in various media including websites,
ﬂyers and maps. Statements about each artistʼs concepts are
also documented and published in a booklet.
The winner of the ﬁnal selection is invited to hold a solo exhibition. Prize- winning artists from the exhibition will be invited
to exhibit at KYOTOGRAPHIE International Photography
Exhibition in 2018, and will receive wide-ranging support
for their show. This yearʼs KG＋ Award Finalists and Grand Prix
winner were announced at the April 16 KG＋ opening party.
After careful deliberation, the Selection Committee settled
upon ﬁve Finalists ̶ Tomomi Morita, Mako Mizobuchi,
Yuju Chen, Kenji Ushikuboand Sophie Ebrard̶ and ultimately
decided to present the KG＋ AWARD 2017 Grand Prix to Kyoto
and Tokyo-based artist Tomomi Morita. This entitles him to
show his work at KYOTOGRAPHIE international photography
exhibition in 2018.

KG＋は、これから活躍が期待される写真家やキュレーターの
発掘と支援を目的に、2013 年よりスタートしたアートフェスティ
バルです。KG＋は、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭と

個展もしくはユニットによる展覧会を公募し、KG＋実行委員会

連携し、同時期に開催することで国際的に活躍する写真家

によりKG＋アワード・アーティストとして 24 組が選出されました。

の場と国際的な情報発信の機会を提供します。5 回目となる

など各種広報物に展覧会情報が掲載されます。また、出展作品

やアーティスト、国内外のキュレーター、ギャラリストとの出会い

とコンセプト・ステートメントを収録したブックレットが発行され

を舞 台に活 躍する意 欲ある参 加 者を広く募 集し、KG＋ア

し、展覧会開催に関わる様々なサポートが受けられます。選考委員

型のプログラムを実施し、日常的に文化に親しむ環境をつく

チン・ユウジュウ、牛久保賢二、ソフィー・エブラードが選出され、

をつなげ、新たな交流や発見がうまれることを期待します。

森田具海が KG＋アワード 2017 グランプリを受賞しました。

ワードでは、24 の展覧会が選出されました。また、市民参加

ります。京都市内各所で開催する多様な表現が地域と人々
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3

1. Kenji Ushikubo｜galleryMain 牛久保賢二｜ギャラリーメイン
2. Elena Tyutina Disappearing｜Former Shinpukan エレナ・チュティナ Disappearing｜元・新風館
3. Claire de Virieu｜Noguchi Residence Karaku-an クレール・ド・ヴィリユ｜野口家住宅 花洛庵
4. Sophie Ebrard Itʼs Just Love｜FRANK WORK STUDIO ソフィ・エブラード It ʼs Just Love｜FRANK WORK STUDIO

5

6

5. Mako Mizobuchi FuR_Feuer und Rauch/Fire and Smoke｜Science Room, Junpu Elementary School 1F
溝縁真子 火と煙｜元・淳風小学校 1F 理科室
6. Atsunobu Kohira｜Ruins 小平篤乃生｜食堂ルインズ

1

KG＋アワード・アーティストは、ウェブサイト、フライヤーやマップ

2017年は、Award / Solo Show/ Special Exhibition /Associated
Program の 4 つのプログラムを開催しました。

京都から新たな才能を国際的に発信することを目指し、世界

1

ます。KG＋アワードのグランプリを受賞した唯一の作家は、次年
度の KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2018 への出展が決定

会により選ばれた 5 名のファイナリストには森田具海、溝縁真子、
厳正なる審査の結果、京都と東京を拠点に活動するアーティスト

2

3

1.2. Tomomi Morita, the winner of KG＋ AWARD 2017 Grand Prix｜KG＋アワードを受賞した森田具海
3. Tomomi Morita Two Rivers｜Everyday Life Study Room, Junpu Elementary School 2F 森田具海 2 つの川｜元・淳風小学校 2F 生活室
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