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「デジタル版画協会の目的と展示作品について」
星野美智子
私達は色々な版種で版画を制作して来た版画家の集まりで、そ
の制作にデジタル技法を取り込むことによって、新しい展開を図り
たいと願い、どのような選択も展開も可能なこの技法に取り組ん
で、未知の表現の可能性を探っている。
印刷技法を表現手段として制作する版画が、印刷物ではなく絵
画として評価されているのは、その技法を使わなければ描けない
優れた作品が多く制作されて来ているからであり、木版画や銅版
画は古くからの技法で名作が多く愛好されている。
近世になって発明されたリトグラフやシルクスクリーンの印刷技
術も、現代美術の作家によって独特の優れた作品が制作されて来
たので、今では印刷物との違いを疑う人はいない。
20 世紀後半から一般化して来たデジタル印刷技術は、従来の印刷
法とは異なり、PC のデスクトップ上の操作によって制作出力されるの
でデザインやイラスト分野での印刷原稿として製作された画像が多
く、手刷りの風合いを重んじる日本の版画界ではまだ評価されにくい
状況にある。ここで問われるのは、デザイン画と版画との違いは何か
ということになるが、版画とは、「作者が独自のコンセプトを持って制
作を始め、版の技法とオリジナルな表現力とで視る者を惹きつける
絵画」と言って良いかと思う。
私達はデジタル版画の評価を高める為にこの会を結成したの
で、デジタル版画協会と称し、展示作品は版画に限っている。
そして、この展覧会の可能性を認め、応援して下さっている
鳥山玲館長のご協力に、深く感謝をしている。
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1 芦田 良貴

Ashida,

Yoshiki
[所属]
デジタル版画協会
[略歴]
2009-2019 日輝会美術協会
2018 個展、EMP GALLERY
2016 全国公募日輝展優秀賞
2015 日本芸術センター絵画公募展
入選
2014 “Fountain Art Fair ”, NYC
[作家のことば]
デジタルアートの制作を通じて神と
魂にもともと潜む神秘性を表現する
ことに努めています。デジタルの為
のデジタルアートではなく、 ただ純
粋な絵の制作に最善を尽くします。

「Cosmos (宇宙) 」
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出雲 たけこ

900 x 900 mm

Izumo,

1/10

2019

https://www.ashiday.com

Takeko
[所属]
デジタル版画協会
千葉大学工学部凡展
日本デザイン学会
[略歴]

1996 現代日本美術展 (Digital )
1997 現代日本美術展 (Digital )
2016-2017 国画会版画部 (Digitsl )
2013-2017 千葉大学工学部凡展(D)
2011 個展ギャラリー・ゴトウ 銀座
2013-2019 Mini Print International of
Cadaques 国際美術展
[作家のことば]
コンピュータの立体空間にフリーハンド
で描く。Mac とマウスで風の音が描け
るかなあ。

「風の夜もありて」

500 x 500 mm

2019
-1-
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稲継 豊毅

Inatsugi, Toyoki
[所属]
デジタル版画協会
横浜美術協会会員
国画会版画部会友

[略歴]
2015 ハマ展協会大賞・市長賞
2015 ｸﾗｺﾌ国際版画ﾄﾘｴﾝﾅ-ﾚ入選
2016 TKO 国際ﾐﾆﾌﾟﾘﾝﾄ展入選
2017 高知国際版画ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ入選
2018 ｸﾗｺﾌ国際版画ﾄﾘｴﾝﾅ-ﾚ特別賞

[作家のことば]

「Light pillar」

685 x 962

Ed10

2019

デジタルでなければ出来ない発想と
表現を大切にしたいと思っています。
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宇野 和幸

Uno, Kazuyuki
[略歴]
デジタル画像を転写することによるコラー
ジュイメージとドローイングを和紙に施す
ことで制作される、平面、インスタレーショ
ンを展開。個展・グループ展を中心に活
動 ｡近年 の展覧 会は デ ジタ ル版画 展の
他、存在の触覚、U know they mean, 思
考する視線など｡

[作家のことば]
世界の在り方を関係しあう状態の風景
として捉え、表現したい。そこにまだな
いものともうないもの、存在しないもの

「Landscape of Vestiges」 1800 ｘ 2700mm （御寺泉涌寺にて） 2018

との関わり合いを、存在しないことをも
含めて存在させるための関係性を見
つめ、語りたいと思っている。

-2-
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越前 和代

Echizen, Kazuyo
所属
デジタル版画協会
国画会
JAALA 美術家会議

略歴
1982-2017 個展シロタ画廊
1984-2018 JAALA 美術家会議
2014-2019 国展版画部
受賞歴
2015 国展新人賞
Art Fair New York Roma
作家のことば
コンピューターの先端技術を駆使
「薔薇のなまえ」

841 x 1189 mm

4/10

2019

し、デジタル技術でスケールの大き
い作品を制作したい。
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神山 円

Kamiyama, Madoka
出身校
Wimbledon College of Arts
Central Saint Martins Fine arts
2017 Museum of modern Art Tokyo
2018 パレスチナ・ガザの画家を支援する交
流展
2019 個 展 「 Kiss of Death.Finding.Ian
Curtis/ Earth Gallery」
デジタル版画協会主催・デジタル版
画展

Ｏ美術館（後援・共催）

デジタル技術によるプロジェクション・マッピングの作品である。
日本で取り組んだ個展のテーマは、矢張り

デジタル技術によるプロジェクション・マッピ

学生時代の拠点のロンドンの伝統と英国の歴史と伝統に根ざすものとなった。

ングの作品である。

「作家である私」と「イアン・カーティスの音楽」の対話で展示空間を構成する

日本で取り組んだ個展のテーマは、矢張り
学生時代の拠点のロンドンの伝統と英国の
歴史に根ざすものとなった。
「作家である私」と「イアン・カーティスの音

「KISS OF DEATH・FINDING： IAN CURTIS 1980-2017」2019 個展
-3-

楽」の対話で展示空間を構成する
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神田 和也

Kanda, Kazuya
［所属］
デジタル版画協会
国画会
［略歴］
2015 CWAJ 現代版画展 60 周年記念
大賞展審 査員特別賞
2018 第 7 回山本鼎版画大賞展
準大賞
2019 第 18 回南島原市セミナリヨ
現代版画展 長崎新聞社賞

「Thoughtography 19-02」

841×1189 mm ed.10 2019

［作家のことば］
絵画でもなく写真でもない、それらの
中間的な作品を目指しています。
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倉澤 智

Kurasawa,, Satoshi
[所属]
デジタル版画協会

[略歴]
東京造形大学絵画専攻 卒業
2016 個展 ｷﾞｬﾗﾘｰ ｵｶﾍﾞ
2018 個展 ｷﾞｬﾗﾘｰｳﾞｪﾙｼﾞｪ

[作家のことば]
私自身が美しいと感じた事象が、ど
のように美しかったのかを、より多く
の人に、感じていただけるように、画
面に定着させていきたい。
「レースのカーテン (夕) No.4」 480 x 320mm

A.P. 2019
-4-
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小林 功於

Kobayashi, Isao
［所属］
デジタル版画協会

［略歴］
1998 第 4 回さっぽろ国際現代版画
ビエンナーレ
2003 クラクフ国際版画トリエンナーレ
2019 第 4 回グローバルプリント（ポル
トガル招待）

［作家のことば］
人は何処から来て何処へ向かうのか今ここにある自分の立ち位置をしっか
り噛み締めながら進みたい。

「存在の証明 No.56」
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サイズフリー

ed.30

2019

鈴木 朝潮 Suzuki, Tomomi
1985 東京芸術大学油画科卒業、卒業制作に
対し大橋賞
’86 第４回日本イラストレーション展大賞。
’87 東京芸大大学大学院壁画研究室修了。
’92 山崎豊子「白い巨塔」表紙装丁画担当。
’00 頃より PC の勉強を’始めフォトショップで
絵を描き始める。
’09 浜口陽三生誕 100 年記念銅版画大賞展
入賞。
’17 第 10 回高知国際版画トリエンナーレ
優秀賞。

「もしも二人逢えた事に意味があるなら」 1030 x 1460mm

-5-
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須藤 光

Suto, Hikaru
㈱芸術造形研究所
切断芸術運動
2009 東北芸術工科大学大学院
版画専攻 終了
2014-2015
プリントハウス OM 研究生
2017 「切断芸術運動というシュミレー
ション・アート展」 東京都美術館
2018 スウェーデン・日本外交関係樹立
150 周年合同版画展 Stockholm

人間が逃れようとしながらも魅了され
る、文明の外側の自然を表現してい
る。文明の中において、自然からの不
可避性をまざまざと感じる様に、デジタ
ルという一見自然と距離のある手段を
用いて、そこから浮かび上がる不可避
の自然を抽出したいと考えている。
「CIVILIZATION no,1」
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鷹田 秀一

ED:10

2016

Takada, Shuichi
[所属]
デジタル版画協会
[略歴]
海外オンラインギャラリー展示
2010-2019 Saatchi online
2010-2019 artmajur
2013-2019 artslant
2016-2019 artavita
2018-2019 artupclose
オンラインコンテスト入選
2019 CircleFoundation 等
[作家のことば]
ITC 技術の進化で世界中で誰もがデ
ジタル版画を容易に楽しめる時代に
なりました。今後ますますの発展が期

上 「Barbara」

下 「Nibodis」

2019 (新バージョン)
-6-

待されます。
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田辺 和郎 Tanabe, Kazurou

「仏眼盗人」

14

長井 信夫

570 x 900 mm (部分)

Nagai,

[所属]
デジタル版画協会 日本版画協会
[略歴]
1963 第 7 回シェル美術賞 3 位「歴游者」
1971 Japan Art Festival (72 73 76)
第 8 回国際青年美術家展文部大臣賞
第 1 回サンシャイン版画展大賞「群青体」
1980 文化庁芸術家在外研修制度により 1 年間パリ・
N.Y.を基点に二百余の史跡・建築・美術館を訪
う。
1986 現代作家シリーズ 86 神奈川県民ホール個展
1990 イタリアの金属工房主リノ・サバティーニの招待
により立体作品を 2 回渡欧制作 (‘93)
1994 横浜南図書館新築に際し壁画「記憶の地」制作
1999 横浜市本町通りに横浜変革の時を五つの円盤
状陶板壁画で制作「時を濾過する五つの円形
捕虫網」
2007 藤沢市鵠沼に窯を構え黒陶による靴制作開始
2008 チェコとの「版 17」版画交流展にオルドジヒクル
ハーネクの代表作 44 点を招待展示(神奈川県
民ホール・佐喜真美術館)。チェコセンタープラ
ハギャラリーにて「版 17」展開催
2012 東京都美術館主催第 1 回グループセレクション
展に「版 17」選抜。クルハーネクの銅版画「禁
じられたもの」(後に命名)招待展示。
2016 「仏眼盗人」シリーズ制作開始。

2019

Nobuo
[所属]
デジタル版画協会
[略歴]
2018 ９月の賑わい
2019 第３回 MOVE 展
受賞歴
アジアデジタルアート大賞展 FUKUOKA
優秀賞
「作家のことば」
今回の作品は七十二候のそれぞれの伝
統色を二十四節気にまとめ、全部で 24
点の組み作品です。今までの作品とは
異なり"版画"をテーマと置き版画は 1 つ

「大きな窓の部屋・5-2 小満」

278 x 371 mm （24 点） 2019

の原版から複数の色の展開が可能な事
に着目し作ることから初める。1 点に 12
版（白黒のマスクレイヤ）を 24 点(24×12)
作り二十四節気の伝統色に金色と銀色
を各版ごとに入れ印刷しました。

-7-
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橋本 健作 Hashimoto, Kensaku
[所属]
デジタル版画協会
モダンアート協会
日本写真家協会 (JPS)
日本広告写真家協会 (APA)
日本物理学会会員
[略歴]
造形作家 北代省三に師事
写真家 浜谷浩に師事
1967 APA 写真展 受賞
写真集 「Sailing in the Sunshine」
英国王立図書館 収蔵
オリンピック五大会公式プレスで取材
1964 東京オリンピック代表決定戦参加
ヨット競技 FD 級候補選手 艇長
2015 日本版画協会展出展
2016-19 モダンアート展出展
2018 モダンアート展 会友推挙
2019 モダンアート展 賞候補
[作家のことば]
具象と抽象の間(はざま)で、緻密な表
現を可能にする画法により自由な発

「メデューサ Medusa」

16 鉢呂 祐二

900 x 900 mm

1/10

2019

想を拡げたい。

Hachiro, Yuji
[所属]
デジタル版画協会
日本広告写真家協会
[略歴]
1989 二科展デザイン部奨励賞
1992 国連世界環境フォト入賞
1996 現代日本美術展入賞
1997 日本ビジュアルアート展特別賞
1998 日本版画協会展
昭和シェル石油現代美術賞
CWAJ 現代版画展入選
http://hachiro7.web.fc2.com
[作家のことば]
宇宙の時空と光の世界を心象風景とし
て再構築しました。

「Mental Image 55」 1800×1200mm A.P.

2019
-8-
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濱田 ゆうこう Hamada, Yukou
所属
元日本グラッフィックデザイナー協会会員
元日本タイポグラフィー協会会員
元日本商業書道作家協会会員
略歴
1988 大阪市立大学商学非常勤講師
2006「全国きものデザインコンクール・プロの部
京都市長賞
2007-09第1-4回国際手書き文字Art展受賞
2008 アデックスクリエーターズケートウエイ
優秀賞
2008 NY 「Agora Gallery」グループ展
モダンアート展 入選
2013 Tokyo Earth Work ERS Collection 優秀賞
作家のことぱ
2013 以後、デジタルアートのアイデアを得て、5
年間制作に費やしました。その作品を発表します

「菴懐刀-1」
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判治 佐江子

2018

Hanji, Saeko
略歴
2000 Camberwell College of Arts MA
2000 Degree show Major prize U.K.
2005 DOMANI-明日展 文化庁
2008 損保ジャパン東郷青児美術館
2008 第 40 回ジュール国際アーティスト
シンポジウム (招待 ハンガリー)
2012 “ポジション２０１２”
2012 名古屋発現代美術
“この場所から見る世界”
2012 名古屋市立美術館
2017 “MATRICES 2017” ブタペスト
2017 ”Breathing Space” Grand Prize
[作家のことば]
Breathing Space
[bríːðɪŋ spéɪs]
私の作品は息をする
人々の鼻を捉えています。

「Breathing Space #9 」(detail)

111.5×151cm

2014
-9-

19

藤田 和人

-9

Fujita, Kazuto

所属
デジタル版画協会
作家のことば
デジタルカメラとパソコンの進化
により表現方法がかなり広がり
ました。そこで学生時代にやって
いた油絵や版画のテイストを写
真と融合させ、デジタルでしか表
現できない新しいイメージメイキ
ングを追求し続けています。

「Aqua2 - 01」

20

585 x 880 mm

1/3

2012

http://blog.goo.ne.jp/arts_tower_212_ver2

藤谷 美貴雄 Fujitani, mikio
[所属]
デジタル版画協会
JAAALA美術家会議
東京展美術協会
[略歴]
1950 横浜で生まれる
1968 写真を始める
1996 ジョークを極める
2003 Mikkiou’s を極める
2005 ジョークを極める
2007 渦巻き男を名のる
2010 ミキちゃんベイビーの発見
2011 ミッキオウ・アート・デザインの展開を計る
2014 MIKKIOU MIKKIOU MIKKIOU
2019 MIKKIOU の衰退が始まる。

「船に乗る自画像」

[作家のことば]

2019

疾走する船に乗り海を行く。空色の海は空へと続きこのまま暗黒の宇宙へと飛び
去ってしまうかもしれない。そう、地球は真空で暗黒の中を疾走しているのだ。

-10-

とにかくジョークに行こうぜベイビー。
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星野 美智子 Hoshino, Michiko
所属
デジタル版画協会
日本版画協会会員
国画会版画部会員
ボルヘス会
日本美術家連盟理事
デジタル経歴
1970 年代からモノクロ・リトグラフによる
ボルヘスシリーズ版画を制作。
1999 ボルヘス生誕百年記念シンポジウ
ムポスターの為、始めてデジタル
で描画し「バベルの図書館」シリ
ーズ３点を製作。
2000 以降ボルヘスの肖像写真入り会
報カバーを毎号製作。
2000 以降はこの技法による版画も製作
作家のことば

「闇を讃えて － Earth」 740 x 1000 mm Ed30 2019

22

リトグラフで版画を制作してきたので、
PC 上でも同じ平版の描画として違和
感なく制作している。版の原版に限定
さ れ ず 自 由 に 展 開を 試 み ら れる こ と
は、リトグラフに加わったもう一つの新
しい技法と考えるので、私の作品はデ
ジタルリトグラフである。

本田 巧緻 Honda, Coach
[所属]
本田巧緻
デジタル版画協会
本田耕一(本名) ― 木版画
春陽会会員
ル・サロン（フランス芸術家協会）会員
日本美術家連盟会員

[略歴] (本田巧緻) Digital
2016 TKO 国際ミニプリント展
2018 東京国際ミニプリントトリエンナ
ーレ<美術館賞>
[作家のことば]
木版画では表現不可能なイメージ
世界をデジタルの力によって具現
「Fly into the Galaxy-001」

1115 x 743 1/5

2019
-11-

化しようと試みている。
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真木 欣一

-10-

Maki, Kinichi

[所属]
デジタル版画協会
横浜美術協会 会員
春陽会版画部 会友

[略歴]
2008〜カダケス国際ﾐﾆﾌﾟﾘﾝﾄ展
2015 ｱﾜｶﾞﾐ国際ﾐﾆﾌﾟﾘﾝﾄ展
2015 レッセドラ国際小版画展
2017 ｶｻﾞﾝﾗｸ国際現代ﾐﾆﾌﾟﾘﾝﾄ展
2017 Enter into Art 展 受賞
[作家のことば
「バイク・ライダーシリーズ」

910 x 1260

若いころからオートバイに惹かれ近

2018

年にそれをテーマとしてシリーズで制
作しています
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裕一

Matsuyama, Hirokazu
[所属]
デジタル版画協会
日本版画協会
岡山県美術家協会
[略歴]
2008-2017 個展 巷房
2008-2018 版画協会展
[受賞歴]
2019 南島原市セミナリヨ版画展
準大賞
[作家のことば]
アナログの延長にデジタルが
あって、もはやその境界はなく、
新しい表現の可能性という展望に向
かって挑みたい。

「Plant_hgo」 610 x 480mm

A.P.

2019
-12-

未だ黎明期
PC によってイラストや絵画を制作する様になり約３０年前
後の年月が経っています。デザインの世界では一般的です
が、ファインアートの世界ではＰＣ導入は遅れて、特に日本に
おいてデジタル版画は少数派、未だ学問としては確立してお
らず「黎明期」と言える状態、多くの作家は独学で創作を模
索しています。「まるで尊皇攘夷？」の様な迫害を受ける事も
しばしば、ＰＣ技術を理解しない版画界の心の狭さが普及の
障害になっています。
私は主にアドビ社のグラフィックソフト「フォトショップ」を使
って創作しています。元は写真の修正ソフトですが能力は素
晴らしく、描画ソフトとしてその存在を確立しています。
注目すべき特徴は「レイヤー機能」です。レイヤーとは地層
の事、画像を地面の地層の様に捉え、それぞれに分解し、
別々に描写、加工、書き足しを行う事が出来ます。これは日
本の伝統的な木版の多色摺りと同じ発想です。
ＰＣを使い芸術作品を創作する興味は若い人になるほど
強く、３０代以下の関心は異常なほど、やがて彼らが版画界
に革命を起こしてくれる事でしょう。
鈴木 朝潮
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2019 年デジタル版画展｢進化する版・変化する版｣に寄せて

この度、Ｏ美術館にて、2019 年度デジタル版画展開催にあたり、デジタル版画協会出品者一同
にかわり事務局よりご挨拶を申し上げます。
コンピューターを媒体とするデジタルコンテンツとその技術の発展に伴い 201７年、これらの技術
を駆使し、絵画の造形性の追求と質の高い作品の創造とその展示の場を求める作家たちによりこ
の会を発足させました。
現在のデジタル版画協会の名称、一回展の開催会場選び等も含め、協議にあたり様々な課題と
困難な事象を乗り越え、ここに三回展を迎えるに至りました。
展覧会の会場となるＯ美術館に置かれましては、作品展示作業及びワークショップの実施にあた
りＯ美術館館長、副館長をはじめとするスタッフの皆様に多大なご助力を賜りましたことをここに記
述させて頂き、お礼の言葉とさせて頂きます。
Ｏ美術館による前期の後援、後期の共催に付きましては、そのご期待に添えるよう、より質の高
い展覧会開催をデジタル版画協会一同で構築していく所存でおります。
2017 年の一回展、2018 年の二回展では、多くのお客様に「進化する版・変化する版」をテーマと
するデジタル版画展を鑑賞して頂きましたが、2019 年は同様のテーマと共に展覧会は新たな局面
から展示に取り組んでおります。
今年度はさらに、その実績をカタログにまとめあげました。
デジタル版画展そのものが、作品を鑑賞して下さった多くのお客様と展覧会に携わった作家そして
美術館スタッフとの心を繋ぐ存在となればこの上なく幸いです。
Ｏ美術館の 2019 年度事業の中で，井高 由美子 副館長（学芸員）が新たに着任されました。
引き続き、緊密な連携を図りつつ、美術館のご発展と美術館のもつ社会的責任を共働させて頂く
べく、デジタル版画協会として、より高みを目指し、活動を展開していく事を願い、挨拶の言葉とさせ
ていただきます。

デジタル版画協会事務局
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越前 和代

編集
-

橋本 健作

デジタル版画展
Digital Print Exhibition
2019
in
‘O’ Museum
Tokyo
Japan

