
平成20年度　収蔵作品収集実績

作家名 作品名 技法・サイズ 点数 制作年 備考

中山岩太 「上海からきた女」他
ゼラチン・シルバー・プリント
全紙

20 1929～48
H20「甦る中山岩太」展
出品作品

稲越功一 「Maybe, Maybe」他
ゼラチン・シルバー・プリント
11×14 inch

20 1971～87
H21「稲越功一」展
出品予定作品

大束元 「新東京風景」他
ゼラチン・シルバー・プリント
16×20 inch

20 1934～60
H21「ﾌﾟﾚｽ･ｶﾒﾗﾏﾝ･ｽﾄｰﾘｰ」
出品予定作品

影山光洋 「芋ッコヨッチャン」他
ゼラチン・シルバー・プリント
16×20 inch

38 1950s～60s
H21「ﾌﾟﾚｽ･ｶﾒﾗﾏﾝ･ｽﾄｰﾘｰ」
出品予定作品

深瀬昌久
「洋子」「鴉」「歩く眼」「家族」「私景」
「Bukubuku」より

ゼラチン・シルバー・プリント
16×20 inch

50 1960～90 新重点収集作家

柴田敏雄 シリーズ「in color」他
発色現像方式印画32×40 inch
ゼラチン・シルバー・プリント

10 2007
H20「柴田敏雄」展
出品作品　ed. 1/10

屋代敏博 シリーズ「回転回Live！」より
発色現像方式印画
49×77.5 cm

8 2005～08
H19「新進展Still/Alive」
出品作品  ed. 1/10

森村泰昌
「独裁者はどこにいる１」
「ASANUMAⅠ」

ゼラチン・シルバー・プリント
150×120 cm　120×150㎝

2 2006～07
H21「森村泰昌」展
出品予定  ed. 1/7

やなぎみわ シリーズ「My Grandmothers」より
発色現像方式印画
120×160 cm

4 2000～01
H20「やなぎみわ」展
出品作品ed.6/7 6/7 7/7 4/7

横溝静 シリーズ「all  (Cc)」より
発色現像方式印画
31.5×39.3 cm

2 2008
H20「新進展ｵﾝ･ﾕｱ･ﾎﾞﾃﾞｨ」展
出品作品   ed. 1/5

澤田知子 「TIARA」「MASQUERADE」
発色現像方式印画
150×300 cm　42×72 cm

2 20,072,006
H20「新進展ｵﾝ･ﾕｱ･ﾎﾞﾃﾞｨ」展
出品作品   ed.

石田尚志
「海の壁－生成する庭」
「海の映画」

インスタレーション／
ｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾈﾙ、HDヴィデオ

2 2007
H21「アニメーション」展
出品予定作品  ed. 2/5

伊藤隆介
「Film Studies（オデッサの階段）」「Songs (版
#23)」「Songs (版#23)」

インスタレーション／
16ミリフィルム／ﾌｨﾙﾑ原板

3 2002～08
H21「アニメーション」展
出品予定作品

牧野貴
「Intimate Stars」「No is E」「Elements of
Nothing」他

16ﾐﾘﾌｨﾙﾑ・Dβcam／Dβcam／Dβcam他 4 2004～08
H20「イマジネーション」展
出品作品
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作家名 作品名 技法・サイズ 点数 制作年 備考

小島柳蛙 「小島柳蛙とその家族、コラージュ写真」他 アンブロタイプ
10 1863～80 寄託作品を購入と寄贈に切り

替え

細江英公 シリーズ「ガウディ」より
ゼラチン・シルバー・プリント
57.7×45.5 38.5×57.6 47.7×57.5

3 1978～79
重点収集作家

奈良原一高 シリーズ「ポケットTokyo」より 発色現像方式印画
96 1993～96

重点収集作家

東京都購入案件



作家名 作品名 技法・サイズ 点数 制作年 備考

柳沢信 「二つの町の対話」他
ゼラチン・シルバー・プリント
20.3×25.4 cm

20 1966～68
H21「旅」展出品予定作品

田中美代治 「磐梯山噴火」他
アルビューメン・プリントに手彩色
24.1×19 cm

4 1888 H21「ジョルジュ・ビゴー」展
出品予定作品

ウィリアム・バルトン
富士山の遠景
「磐梯山噴火」他

アルビューメン・プリント
25.5×20.5 cm 　20.5×26.5 cm

6 1888 H21「ジョルジュ・ビゴー」展
出品予定作品

寄贈

作家名 作品名 技法・サイズ 点数 制作年

細江英公 「Casa Mila 23」 ゼラチン・シルバー・プリント
26.6×40.1 cm each

1 1984

柴田敏雄 「長野県南佐久郡佐久保町」
「川崎大師インター」

発色現像方式印画　81.2×101 cm
ゼラチン・シルバー・プリント

3 2007
1982

森山大道 「ハワイ」 ゼラチン・シルバー・プリント
99.5×149.5 cm

2 2007～08

東松照明 「街頭テレビ」他 インク・ジェット・プリント
11×14 inch

215 1954～98

奈良原一高 「Vertical Horizon - Tokyo」より インク・ジェット・プリント
29×29 cm

14 1991～95

菊地東陽 「東郷平八郎像」他 プラチナ・プリント
ゼラチン・シルバー・プリント

66 1904～19

中川政昭 「猫とストーブ」他 ゼラチン・シルバー・プリント
8×10 inch

115 1973～92

土田ヒロミ 「続・俗神」より
「新・砂を数える」より

インク・ジェット・プリント 51 1983～2006

屋代敏博 シリーズ「回転回Live」より 発色現像方式印画
49×77.5 cm

8 2007

森村泰昌 「溶ける写真 アルベルト」「溶ける写真　チェ」 DVD（額付き）
30×39 cm

2 2007

石田尚志 「フーガの技法」 16ミリフィルム 1 2001

伊藤隆介 「ゴダールによる映画」 シングルチャンネル・ビデオ 1 2002

牧野貴 「EVE」 16ミリフィルム 1 2002

候元超 「太和殿内景之一」 プラチナ・プリント
30×42.5 cm

1 2005

馮學敏 「ようこそミャオ村へ」
「雲南省　紅河川　紅河県地方」

銀色素漂白方式印画
30×42.5 cm

2 2007

デニス・ファーバー 「光を放つ子供」
「パーティ」

拡散転写方式印画
55.9×68.6 cm

2 1991
1988

朝海陽子 シリーズ「Sight」より 発色現像方式印画
59.7×47.8 cm

5 2006～07

＊東京都写真美術館購入案件については、委員会で購入決定後、東京都歴史文化財団から東京都に寄贈



作家名 作品名 技法・サイズ 点数 制作年 備考
塩﨑由美子 シリーズ「Una」より 発色現像方式印画

48×58 cm
15 2001～08

志賀理江子 シリーズ「カナリア」より13点　シリーズ「リリー」より11点 発色現像方式印画
59×38.6 cm

24 2005～08

高橋ジュンコ 「Tokyo Mid　ⅠⅡⅢ」３点
「Untitled」５点

DVD　3点
発色現像方式印画　5点　　59×38.7 cm

8 2005～08

制作者不詳 ティンタイプの肖像写真 ティンタイプ
8.8×6.1 cm

15 c.1860

ウィリアム・ヘンリー・ジャクソン Toltec Gorge アルビューメン・プリント
16.1×10.6 cm

5 c.1860


