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文化、経済の急速な発展により常に増幅、集積し続け
る都市。私はカメラを手にその都市を歩き、鳥瞰もしくは
仰視の視点で撮ったすべての断片を、記憶に沿って一
枚一枚繋ぎ合わせ、地図に即して再構築し、都市の持
つ特異性をイメージ化している。
作品「Diorama Map」では“移動する”ことが常に重
要な要素であり、ある場所へ向かい、移動しながら様々
な対象に出会い、それらを体感する事によって作品が
成り立つ。同時に、自身の写真行為すべてを地図として
投影することで、私と私の目の前に広がる世界をどのよ
うに認識しているかを見る試みでもある。
都市のある特徴的な形が写された写真を一つの単位
(35mm 1カット)とし、それらをもう一度構成することに
よって、人の記憶やイメージの中にある都市を表現する。
そうして出来上がってくるものは決して正確な地図では
なく、一人の人間がその街をどのように見て、どのように
歩いたかということの痕跡であり、一つの認識の表れで
あると共に、生命感を持ったエネルギーの縮図としての
都市の姿である。
1982年兵庫県生まれ。大阪芸術大学在学中から記
憶をテーマに、都市のアイコンの集積として表現された
「Diorama Map」シリーズの制作を始める。2005
年にキャノン写真新世紀にて優秀賞(南條史生/現森
美術館館長による選出)受賞。東京都写真美術館やロ
ンドンのSaatchi Gallery、NYのICPをはじめとする
様 な々国内外での個展、グループ等で作品を発表し注
目を集めている。

�Cities are constantly developing and accu-
mulating due to rapid cultural and economic 
developments. I take camera in my hands 
and walk around in cities. I put all the frag-
ments that I shoot, one by one, from bird�s-
eye or worm�s-eye perspectives, according 
to my memories, and according to how they 
correspond to maps, to create images of the 
specific properties of cities.
�Moving� is a very important element in 
my Diorama Map series. The series comes 
into existence by me heading to some place, 
encountering various subjects while moving, 
and my experiences within this whole pro-
cedure. At the same time, it�s also a test to 
see if I can recognize myself and the world 
spreading in front of me by projecting all my 
photographic activities as maps.
One unit (1 cut / 35mm) per image, each has 
some significant figure of the city within it. 
By re-structuring them once again, the cities 
within memory and image are expressed. 
What emerges from this procedure are never 
accurate maps, but rather traces of how a sin-
gle person saw and walked around the city. 
They are indications of one person�s recogni-
tion, as well as the figure of the cities as an 
epitome of vital energies�, explains the pho-
tographer.
Born in Hyogo prefecture, 1982. While still 
studying at the Osaka University of Arts, Sohei 
Nishino started to produce Diorama Map 
series as expression of accumulated icons of 
the cities, around the theme of memory. 
In 2005 he won the Excellence Award (from 
Fumio Nanjo / Director of the Mori Art 
Museum) at Canon�s New Cosmos of Pho-
tography. He�s getting attention for his var-
ious solo and group shows, including at the 
Tokyo Metropolitan Museum of Photogra-
phy, and Saatchi Gallery in London. Diorama Map Kyoto 2003
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