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PRESS RELEASE

夜6

時 まで

開催
！

開催日：2017.12.1（金）→ 2018.1.8（月・祝）
ライトアップ

場所：彫刻の森美術館
時間：16:30

円形広場・本館エリア屋外展示場

〜 18:00

彫刻の森美術館では、クリスマスへのカウントダウンが始まる季節から新しい年にかけて、屋外展示場と野外彫刻を活
かした高橋匡太によるライトアップ「箱根ナイトミュージアム」を開催します。
高橋匡太は、照明や映像を巧みに操って光の可能性に挑んでいるアーティストです。越後妻有で 2011 年から毎年開
催されている雪アートプロジェクト《Gift for Frozen Village》、参加型のライトアップ《ひかりの実》などから、十和
田市現代美術館（2008 年）やワコール新京都ビル（2016 年）などのコミッションワークまで、幅広く活躍しています。
彫刻の森美術館では、円形広場、彫刻庭園、提灯の三要素で一つの場が作られるプラン。美術館に入ってすぐの円形
広場では、様々な色の光がきらめき、幻想的な場面が現れます。その色の光は、円形広場の源泉から点在する彫刻へと
広がり、庭園全体に散りばめられています。提灯を持って彫刻庭園を回れば、出会う彫刻のライトアップの色に呼応し
て提灯の光が変化していきます。ライトアップと高橋匡太が考案した提灯によって昼間の野外美術館とは全く異なる空
間を作るだけでなく、来館者が参加して初めて一期一会の夜景が完成します。今までにない、“ アートとしての体験型ラ
イトアップ ” となるでしょう。
通常では 17 時の閉館時間を、イベント開催中はライトアップエリアを 18 時までに延長！

野外美術館ならではの光

のアートを体験していただけます。
つきましては、
「箱根ナイトミュージアム」を貴媒体上で是非ご紹介いただきたく、周知・告知活動にご協力賜ります
よう何卒よろしくお願い申し上げます。

■開催情報
【 イ ベ ン ト 名 】

箱根ナイトミュージアム

【

2017 年 12 月 1 日（金）〜 2018 年 1 月 8 日（月・祝）

開

催

日

】

【 点 灯 時 間 】

16:30 〜 18:00（室内展示場と緑陰広場は 17:00 閉館・入館は 16:30 まで）

【 点 灯 場 所 】

彫刻の森美術館 円形広場、本館エリア屋外展示場

【提灯貸出場所】

彫刻の森美術館 本館ギャラリー 1 階（貸出無料）

【提灯貸出時間】

16:30 〜 17:40（返却受付は〜 18:00）

【

主

催

】

彫刻の森美術館（公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団）

【

協

力

】

カラーキネティクス・ジャパン株式会社、株式会社スタイルテック

【

作

品

】

高橋匡太 《Glow with Night Garden Project in Hakone》

【 イ ベ ン ト 】

アーティスト・トーク（約 30 分）
12 月 1 日（金） プレス向けアーティスト・トーク
12 月 2 日（土） 一般向けアーティスト・トーク
1 月 7 日（日）
各日 17：00 〜

一般向けアーティスト・トーク

■本イベントの見どころ

円形広場に溢れる様々な色の光

インスタ映えする光の演出を楽しもう。
美術館入ってすぐの円形広場には様々な色の光が溢れ、庭園全体へと広がっていきます。
色とりどりの華やかな光で演出された世界をお楽しみいただけます。

高橋匡太 《Glow with Night Garden Project in Hakone》イメージ図

アートとしての体験型ライトアップ

色が変わる不思議な提灯でナイトミュージアムを体験しよう。
高橋匡太が考案した光の色がエリアごとに変化する不思議な提灯を無料で貸し出します。
屋外展示場を回遊しながら、ライトアップした 10 エリアで提灯の光の色が変化していきます。

■館内ライトアップ

エリアマップ

●円形広場

様々な色の光は、円形広場の源泉から波紋のように彫刻へと広がり、庭園全体に散りばめられています。
●本館屋外展示場

貸出の提灯を持って彫刻庭園を巡ってみてください。この提灯は高橋匡太が考案したもので、出会う彫刻のライトアップの色に呼応
して提灯の光が変化していきます。

“ アートとしての体験型ライトアップ ” に是非ご参加ください。

注意事項
◎ライトアップは円形広場 • 本館エリア屋外展示場
となっております。

◎足元が暗くなっております。十分こ注意ください。
◎作品・照明機材には触れないでください。

◎芝生内やライトアップエリア外への立ち入りはご
遠慮ください。

◎提灯はお帰りの際に貸出場所へお戻しください。

高橋匡太 《Glow with Night Garden Project in Hakone》イメージ図

■アーティスト紹介

髙橋匡太
1970 年 京都府生まれ。京都府在住。

1995 年 京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。

prize
2015

六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2015

2015

DSA 日本空間デザイン賞 2015

主催者特別賞

2014

第 33 回ディスプレイ産業賞

2014

第 18 回 CS デザイン賞

2010

京都市芸術新人賞

2008

京都府文化賞 奨励賞受賞

2005

グッドデザインアワード 2005 環境デザイン部門受賞

2005

平成 17 年度五島記念文化賞 美術新人賞受賞

2005

京都府美術工芸新鋭選抜展 2005 最優秀賞受賞

2002

ART-EX 大阪府芸術家交流事業 選抜派遣芸術家

2002

京都市芸術文化特別奨励制度 特別奨励者

2001

ジャパン・アート・スカラシップ第 1 回現代美術賞 入選（清水敏夫部門）

1995

キリンコンテンポラリーアワード ’95 最優秀作品賞受賞

1993

京都市立芸術大学作品展 京都市長賞

優秀賞

受賞

受賞

ディスプレイ産業特別賞

中川ケミカル賞

受賞

受賞

受賞

《Glow with City Project in Kamakura》
長谷の灯かり，2015，長谷寺 , 鎌倉

art project
Glow with City Project

Glow with Nignt Garden Project

・《Glow with Nignt Garden Project in ROKKO》六甲ミーツアート芸術散歩 2017，2016，
六甲高山植物園，神戸
・《Glow with City Project in TAF》TOKYO ART FLOW 00，2016，二子玉川，東京
・《Glow with City Project in Yamashina》山科区制 40 周年事業

光のアートフェスタ in 山科，

2016，新十条筋通，京都
・《Glow with City Project in Maebashi》前橋ひかりの 45days，2016，前橋市役所 , 前橋
・《Glow with City Project in Fukuoka》温室ライトアップ，夜の動植物園，2016，
福岡市植物園 , 福岡
・《Glow with City Project in Kamakura》長谷の灯かり，2016，長谷寺 , 鎌倉
・《Glow with City Project in Kamakura》長谷の灯かり，2015，長谷寺 , 鎌倉
・《Glow with City Project in Hakata》博多ライトアップウィーク，2014，博多千年煌夜 ,
櫛田神社 , 福岡
・《Glow with City Project》愛知トリエンナーレ 2013，白川公園 ~ オアシス 21, 名古屋

《Glow with City Project》
愛知トリエンナーレ 2013
2013，白川公園 ~ オアシス 21, 名古屋

Gift for Frozen Village
・大地の芸術祭 雪アートプロジェクト , 2011 から毎年 3 月 , 越後妻有農舞台周辺 , 新潟県十日町

ひかりの実
・兼六園周辺文化の森 夏のミュージアムウィーク ひかりの実 in 本多の森公園 , 2017，
本多の森公園 , 金沢
・髙橋匡太《ひかりの実》アートプロジェクト , 2017，太田市美術館・図書館 ,
太田・アートドキュメント 2016 森のライトアート 高橋匡太展 - 光のフォークロア -, 2016，
金津創作の森 , あわら

《Gift for Frozen Village 2017》
越後妻有 雪花火 2017
2017，あてま高原リゾートベルナティオ , 十日町

・金沢市民芸術村 20 周年「市民が主役」, 2016, 金沢市民芸術村 , 金沢
・前橋ひかりの 45days, 2016, アーツ前橋 , 前橋
・兼六園周辺文化の森

ミュージアムウィーク , 2016，本多の森公園 , 金沢

・Tokyo Art Flow 00, 2016, 二子玉川河川敷 , 東京
・OSAKA 光のルネサンス 2015, 中之島スマイルアートプロジェクト , 2015，
中之島公園バラ園 , 大阪
・スマートイルミネーション横浜 , 2015, 象の鼻パークおよび市内各所 , 横浜
・道後オンセナート 2014, 道後公園 , 松山空港 , 松山
・スマートイルミネーションいずみ , 2014, 地蔵原の水辺 , 横浜
・スマートイルミネーション新治 , 2014, 新治里山公園 , 横浜
・スマートイルミネーション横浜 , 2014, ポートサイド , 横浜
・豊田市美術館アウトリーチ アート・スクール , 2014, 豊田市立敷島小学校 , 豊田
・スマートイルミネーション新治 , 2013, 新治里山公園および十日市場駅周辺 , 横浜

《ひかりの実》アートプロジェクト
2017，太田市美術館・図書館 , 太田

・スマートイルミネーション横浜 , 2013, 山下公園、象の鼻パーク周辺等 , 横浜
・ライトアートエンターテイメント , 2012, 東京スカイツリー , 東京
・スマートイルミネーション新治 , 2012, 新治里山公園および十日市場駅周辺 , 横浜
・スマートイルミネーション横浜 , 2012, 象の鼻パーク周辺 , 横浜・HOPE 三陸・横浜ひかりの実
交換プロジェクト , 2011.10-2011.12, 山下公園 , 横浜
・三陸イルミネーション R45 三陸・横浜ひかりの実交換プロジェクト , 2011.10-2011.12，
滝の里工業団地 , 陸前高田 , 岩手
・スマートイルミネーション横浜，2011，山下公園，象の鼻パーク周辺 , 横浜

夢のたねプロジェクト

《ひかりの実》
2017，本多の森公園

・《夢のたね 2010 osaka》2010.5-2010.12, 大阪府下など , 大阪万博公園東の広場 , 大阪
・《夢のたね 2010 eniwa》2010.3-2010.10, 恵庭市内 , 恵庭公園 , 北海道
・《夢のたねプロジェクト 2008 金沢》2008.10-2008.12, 金沢アートプラットホーム 2008,
金沢市内 , 石川
・《夢のたねプロジェクト 2006 メルボルン》2006.2-2006.12, 日豪交流年記念事業 ,
メルボルン , オーストラリア
・《夢のたねプロジェクト 2005 福井》2004.11-2005.10，国民文化祭 2005, あわら市 , 福井

新宿サザンビートプロジェクト

《夢のたねプロジェクト 2008 金沢》
金沢アートプラットホーム 2008, 金沢市内 , 石川

・《新宿サザンビートプロジェクト》2007.12-2008.2, JR 新宿駅南口工事現場，東京
・《新宿サザンビートプロジェクト》2006.12-2007.2, JR 新宿駅南口工事現場，東京

湊町アンダーグラウンドプロジェクト
・2003.4-2003.9, JR 難波駅付近地下空間 , 大阪

workshop program
ひかり場

《光の絹衣 / Vail of Silky Light》
2016，ワコール新京都ビル , 京都

・あかりの明治村 , 2016，博物館明治村，犬山
・中目黒あかりまつり 2014, 2014, 中目黒 GT スクエア，東京
・スマートイルミネーション新治 , 2014, 新治里山公園 , 横浜
・徳島 LED アートフェスティバル 2013, 2012.4-2013.4，徳島中央公園，徳島
・越後妻有の林間学校 2010 夏，2010.8, 十日町市 , 新潟

commission work
・《光の絹衣 / Vail of Silky Light》2016, ワコール新京都ビル , 京都

《いろとりどりのかけら》
2008，十和田市現代美術館，青森

・《Color Globe》2010，愛・地球市民交流センター , 愛知
・《Prism Liquid》2010，Canon Expo 2010, 高輪プリンスホテル飛天 , 東京
・《Prism Liquid》2010，Milano Salone，Canon NELREAL 2010，La Triennale di Milan，
Milan，Italy
・《いろとりどりのかけら》2008, 十和田市現代美術館 , 青森

public projection / lighting
2017
・《ライトアップ For 松戸ナイトピクニック》松戸アートピクニック，21 世紀の森と広場，松戸
・《RED ROOM, RED ROOM#1, #2》YCC ヨコハマ創造都市センター , 横浜
・《前橋望景 千本桜ライトアップ》みやぎ千本桜の森公園 , 前橋
・《インディゴ・ライトアップ , KUZUHA MALL ANNIVERSARY PARTY》, くずはモール , 枚方

《RED ROOM, RED ROOM#1》
2017，YCC ヨコハマ創造都市センター , 横浜

2016
・《10 Days Older / ひかりの実 , Meeting Shadow Play》クロージングイベント
富山県立近代美術館ライトアップ , 富山県立近代美術館 , 富山
・《ささやく街の灯》スマートイルミネーション横浜 2016, 象の鼻堤防＆象の鼻パーク , 横浜
・《たてもののおしばい》 前橋ひかりの 45days, アーツ前橋 , 前橋
・《光のクローバー》 海老名駅前開発用地 , 海老名
・《たてもののおしばい》スマートイルミネーションみどり , 緑新栄会 , 横浜
・《前橋望景

瀬川ライトアップ》 広瀬川 , 前橋

・《おそいおそいおそい詩》 Tokyo Art Flow 00, ヤナギヤ（二子玉川）, 東京
・《つぶやく街灯》 Tokyo Art Flow 00, 多摩川河川敷周辺 , 東京
・《Magenta Night》 Tokyo Art Flow 00, 二子玉川駅周辺 , 東京

《くすのき並木ライトアップ》
観覧温室夜間開室とイルミネーション，
2015，京都府立植物園、京都

・《この鐘を鳴らすのはあなた》 Toyko Art Flow 00, 二子玉川駅 , 東京
2015
・《Nakameguro Gate Sky》 GT 光のページェント , 中目黒 GT，東京
・《光のうきわ NAKANOSHIMA RING》中之島ウェスト・冬ものがたり 2015, 福島港 , 大阪
・《くすのき並木ライトアップ》 観覧温室夜間開室とイルミネーション , 京都府立植物園 , 京都
・《たてもののおしばい》 あかりプロジェクト - 街にひろがる光 -, アーツ前橋 , 前橋
・《中山幻影横町》 スマートイルミネーションみどり 2015, 中山新栄会駐車場 , 横浜
・《光のうきわ Zou-no-Hana RIng》 スマートイルミネーション横浜 2015, 象の鼻テラス , 横浜
・《たてもののおしばい

塔は歌う》 スマートイルミネーション横浜 2015,

横浜税関・象の鼻パーク , 横浜

《たてもののおしばい》
あかりプロジェクト - 街にひろがる光 2015，アーツ前橋、前橋

・《前橋駅前けやき並木ライトアップ Meeting Shadow Play》 前橋駅前 , 前橋
・《旧居留地ライトアップ Meeting Shadow Play》 旧居留地ライトアップ
フェスティバル 2015, 旧居留地 , 神戸
・《鏡池ライティング PANTHEON Meeting Shadow Play》 琳派 400 年記念
植物園 de RIMPA「PANTHEON - 神々の饗宴 -」, 京都府立植物園 , 京都
・《くすのき並木ライトアップ Meeting Shadow Play》琳派 400 年記念 植物園
de RIMPA「PANTHEON - 神々の饗宴 -」, 京都府立植物園 , 京都
・《star wheel simfonia Meeting Shadow Play》 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2015,
六甲ガーデンテラス , 神戸
・《ひかりのうきわ

TOKYO RING"》 新豊洲パブリックアートコレクション , 新豊洲アート広場 ,

東京

《光のうきわ NAKANOSHIMA RING》
中之島ウェスト・冬ものがたり 2015,
2015，福島港 , 大阪

2014
・
《東京駅 100 周年記念ライトアップ Meeting Shadow Play》東京ミチテラス 2014，
東京駅および行幸通り , 東京
・
《道後温泉本館ライトアップ 大還暦のお色直し Meeting Shadow Play》道後オンセナート 2014,
道後温泉本館 , 松山
・《たてもののおしばい》スマートイルミネーション横浜 2014, 象の鼻パーク , 横浜
2013
・《ひかりのレールウェイ Meeting Shadow Play》東京ミチテラス 2013, 行幸通り , 東京
・《Magical Sticker Georgaphy Meeting Shadow Play》 中目黒あかりまつり 2013,
中目黒 GT スクエア , 東京

《ひかりのレールウェイ Meeting Shadow Play》
東京ミチテラス 2013,
2013，行幸通り , 東京

・
《ひかりの航跡 / シャトルシップ Meeting Shadow Play》スマートイルミネーション横浜 2013,
象の鼻パーク , 横浜
・《Meeting Shadow Play》 スマートイルミネーション横浜 2013, 象の鼻パーク・横浜税関 , 横浜
・《Wrapping the City Lights》スマートイルミネーション横浜 2013, 象の鼻パーク周辺 , 横浜
・《ライティングプロジェクション》 髙橋匡太 - ひかりのプロジェクト＠豊田 - 豊田市美術館 , 豊田
・《夜の木陰》 スマートイルミネーション横浜 , 日本大通り , 横浜
・《つぶやく街灯》 スマートイルミネーション横浜 , 横浜開港記念館 , 横浜
・《4 heures de magie》 Nuit Blanche Kyoto 2013, Instiut Francais du Japon-Kansai/Kyoto,
京都
・《ひかりの航跡》 徳島 LED アートフェスティバル 2013, 新町川ー助任川 , 徳島
2012
・《夜の木陰》 スマートイルミネーション横浜 2012, 日本大通り , 横浜
・《つぶやく街灯》 スマートイルミネーション横浜 2012, 横浜開港記念館 , 横浜
・《インナーハーバークルーズ》 スマートイルミネーション横浜 2012, 臨海部ツアープログラム ,

《ひかりの航跡》
徳島 LED アートフェスティバル 2013,
2013，新町川ー助任川 , 徳島

横浜
2011
・《Wrapping the City Lights》スマートイルミネーション横浜 2011, 象の鼻パーク周辺 , 横浜
・《インナーハーバークルーズ》 スマートイルミネーション横浜 2011, 臨海部ツアープログラム ,
横浜
2010
・明倫茶会 , 京都芸術センター , 京都
・髙橋匡太 x 森日出夫 夜景開発プロジェクト もう一つの横浜写真展 , 象の鼻パーク , 横浜
・Fall 2009 ck Calvin Klein カルバンクライン新作発表会 , Museum at Tamada Projects, 東京
・《Color Field》 六本木アートナイト , 六本木ヒルズ , 東京

《夜の木陰》 スマートイルミネーション横浜 2012,
2012，日本大通り , 横浜

2008
・《光と音の水中水族館》 宮島水族館 , 廿日市市 , 広島
2007
・アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫 , 横浜赤レンガ , 横浜
・川崎市アートセンターオープニング企画 , 川崎市アートセンター , 川崎
・中之島ブリッジシアター , 中之島公園内「なにわ橋駅」工事現場 , 大阪
・《Blue House》Daejeon FAST 2007 Mosaic City, デジョン , 韓国
・Wroctaw NON STOP, ブロツワフ , ポーランド
2006
・《Rapt! オープニングプロジェクション》 Rapt!, メルボルン , オーストラリア
・《ミント神戸ライティングパフォーマンス》ミント神戸 , 兵庫

《Wrapping the City Lights》
スマートイルミネーション横浜 2011,
2011，象の鼻パーク周辺 , 横浜

・《Mind Beat》 Art Festival 2006, JR 大阪駅駅ビルアクティ大阪 , 大阪
2004
・《光の塔》 Hi-energy field 大阪展 , KPO キリンプラザ大阪 , 大阪
・仙川ライトアップ , シティハウス仙川 ( 安藤忠雄建築研究所設計 ), 東京
・a LIFE of EXPO, 万博記念公園 , 太陽の塔 , 大阪
2003
・東京デザイナーズブロック 2003 ライトアップ , 国連大学 , 東京
・月の下のカーニバル , 大阪成蹊大学 , 長岡京 , 京都
・築城 400 年記念ニ条城ライトアップ , 元離宮ニ条城 , 京都
2002

《アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫》
2007，横浜赤レンガ , 横浜

・ギャラリー Prinz OPEN 記念展 , ギャラリー Prinz, 京都
2001
・BIWAKO ビエンナーレ , びわこホール , 滋賀
・居留地映画館 -SLIT SHOW-, 神戸 ( 旧居留地 ), 兵庫
・Channel N- 多層世界への水路 -, 京都芸術センター , 京都

installation (1995~)
2017
・《森の灯々》越後妻有 2017 冬 SNOWART TRAIL, まつだい農舞台 , 十日町

築城 400 年記念ニ条城ライトアップ ,
2003，元離宮ニ条城 , 京都

2016
・《森の灯々》アートドキュメント 2016 森のライトアート 高橋匡太展 - 光のフォークロア -,
金津創作の森 , あわら
・《Happy Birthday for Children》アートドキュメント 2016 森のライトアート 高橋匡太展
- 光のフォークロア，金津創作の森 , あわら
2015
・《いつかみる夢「散華」》 スペクトラム展 , スパイラルガーデン , 東京
2014
・《習作『いつかみる夢』のために「秘密」》 ULTRA×ANTEROOMEXHIBITION,
ホテルアンテルーム京都 GALLERY 9.5, 京都
・《Scene of Flowers -Tokamachi-》Light in Snowland, 越後妻有山現代美術館キナーレ , 十日町
2013
・《いつかみる夢》2013 京都美術ビエンナーレ特別企画展示 , 京都府京都文化博物館 , 京都
・《Scene of Flowers》十和田市現代美術館 5 周年記念展 Flowers, 十和田市現代美術館 , 青森

《森の灯々》
アートドキュメント 2016 森のライトアート
高橋匡太展 - 光のフォークロア -,
2016，金津創作の森 , あわら

最優秀作品賞受賞記念展 , キリンプラザ大阪 , 大阪
2010
・《夢のたねプロジェクトドキュメント》五島記念文化財団「20 周年記念展 美の潮流」,
Bunkamura ザ・ミュージアム , 東京
2009
・《光の航跡》仙台芸術遊泳「光の航跡」個展 , せんだいメディアテーク , 宮城
・《スイコマレルキモチ》Art and Technology 展 , 京都工芸繊維大学美術工芸資料館
・《roomer blue》個展 , MATSUO MEGUMI + VOICE GALLERY pfs/w, 京都
2008
・《roomer blue》The 5th International Media Art Biennale –Media City Seoul-,
ソウル市美術館 , 韓国
2007

《Happy Birthday for Children》
アートドキュメント 2016 森のライトアート
高橋匡太展 - 光のフォークロア -,
2016，金津創作の森 , あわら

・《roomer –hotel T'Point edition-》stay with art 2007, Hotel T'Point，大阪
・《roomer》Daejeon FAST 2007 Mosaic City，デジョン市美術館 , 韓国
2006
・《Vanishing _》rapt!, Spacement Gallery, メルボルン , オーストラリア
・《Vanishing _》shin-bi，京都
2005
・《absent/shadow》 京都府美術工芸新鋭選抜展 , 京都府文化博物館 , 京都
2004
・《Light Cylinder Project》 Hi-energy field 東京展 , タマダプロジェクト
アートスペース , 東京
2003

《いつかみる夢》
京都府美術工芸新鋭展 2013，
京都美術ビエンナーレ，
2013，京都府京都文化博物館 , 京都

・《群鱗図沖縄編 / 遊鱗図京都編》 地の縁 , 杭州美術学院 , 中国
・《群鱗図沖縄編 / 遊鱗図京都編》 ART-EX 帰国報告展 , 大阪府立現代美術センター , 大阪
2002
・個展 , la vitrine, パリ , フランス
・ジャパン・アート・スカラシップ受賞作家展 , exhibit space LIVE, 東京
1999
・《残像の森》 SKIN DIVE - 感覚の回路を開く -, 元龍池小学校 , 京都
1996
・個展「高橋匡太の世界 光の児童公園で遊ぼう」, キリンコンテンポラリーアワード ’95
最優秀作品賞受賞記念展 , キリンプラザ大阪 , 大阪
1995
・キリンコンテンポラリーアワード '95 受賞作品展 , キリン横浜ビアビレッジ , 横浜 ,
神奈川
・キリンコンテンポラリーアワード '95 受賞作品展 , KPO キリンプラザ大阪 , 大阪
・《スイコマレルキモチ》 京都市立芸術大学大学会館ホール , 京都

《スイコマレルキモチ》
Art and Technology 展 ,
2009，京都工芸繊維大学美術工芸資料館

