
温田山、NAZE、大岩雄典 
「一番良い考えが浮かぶとき｜In a Time to be Great Thinkers」
-
2020 年 10月 10日 (土 ) - 11月 8日 (日 ) 11:00-19:00  月火祝 休廊
* 新型コロナウイルス感染予防の観点より、来場者の密集を避けるため入場制限を行う場合がございます。
*10 月 18日 ( 日 ) は、ビル停電作業のため休廊となります。 
-
タリオンギャラリーにて、温田山、NAZE、大岩雄典による展覧会「一番良い考えが浮かぶとき」
を開催いたします。是非ともご覧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
 -
温田山は、漫画家の温田庭子と美術家の山下拓也によるユニットとして2017年に活動を開始し、
《ALLNIGHT HAPSTAMP》(2019)では、温田がLINEのスタンプをイメージして描いた図案
を山下がギャラリーの壁面に彫刻して次々と版画を刷り上げることで、スタンプや漫画という
高度に組織化された情報の編目の断面を展示空間へ手繰り寄せ、人々が行き交う場へとまた投
じました。グラフィティ文化をベースとして活動を始めたNAZEは、スプレーやコラージュを用
いたペインティング、特異な文字が凝集するドローイング、路上の収集物に手を加えた立体作
品など多彩な制作を行い、あらゆる素材を這いずる筆致の速度と濃度、そのモメンタムの激し
い往復によって、一見してNAZEのものと分かるダークヒロイックな作品の地平を形作っていま
す。大岩雄典は、フィクションとインスタレーションに活動当初から関心をもち、《スローア
クター》(2019)では「時間の巻き戻る」インスタレーションを、《別れ話》(2020)では「複数
の語り手がいる」インスタレーションを発表するなど、物語論やヴィデオゲーム研究、時間の
哲学などを手がかりに、制作・研究に取り組んでいます。
 -
本展「一番良い考えが浮かぶとき」は、展覧会場に築かれる一連なりのバリケードの壁をめ
ぐって、温田山、NAZE、大岩がそれぞれに近づき、格闘し、あるいはそばを通り過ぎていく即
興的な造形と空想の身振りとして展開されます。内部と外部、包摂と排除の境界を示威的にあ
らわす社会的機能をもつバリケード＝壁は、本展において、移動と変形を繰り返す仮初めの仕
掛けとなり、あらゆる地上の壁がそうであるように、無機的なつぎはぎの裂け目から場の固有
性が亡霊のように立ち現れる依代ともなります。
また、壁面は造形の支持体でもあれば素材でもあり、作品の内部でもあれば外部でもあるとい
う美術の一般的問題の参照点として、本展のバリケードが作家たちの行為によって変容する過
程をオンラインで配信いたします。どうぞご期待ください。
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Excerpt from “Don't sing to yourself”

                  ジェリー　歌っているだろ　壁のむこうで
　               ジェリー　返事したらどうだよ
　               ジェリー　聞こえている　この旋律は
               　罠だね　ジェリー　音量をあげてくれ

                                         (大岩雄典《口ずさまないように》(2020、歌詞)より一部抜粋)

山下拓也によるスナップ写真 | 2019



温田山　ONTAYAMA

漫画家の温田庭子と美術作家の山下拓也によるユニット。
2017年より活動を開始。
温田の描くキャラクターに対して山下がそのメディウムとしての機能を
属人的に担い、キャラクターにまつわる組織化された生産体制を切り離し、
その種火のきらめきのみを展示空間へと引き寄せる。

主な展覧会
2020 「When It Waxes and Wanes」Vereinigung bildender 
               Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ)（ウィーン）
2019 「ALLNIGHT HAPS2018後期 信仰 vol.2 温田山」 
　　　　東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS）（京都）
2017 「温田山」 Maison Shintenchi（愛知）

山下拓也：
1985年三重県生まれ。2013年京都市立芸術大学大学院美術研究科
修士課程彫刻専攻修了。愛知県在住。主な個展に、「Yanping N. Rd. 
Sec. Y」 TALION GALLERY(2018／東京 )、「揺れる想い」Art Center 
Ongoing(2016／東京 )、「UNDER 35/2014 山下拓也」BankART studio 
NYK (2014／神奈川 )、「山下拓也 /Takuya Yamashita museum〆an」 
中村キース・ヘリング美術館 (2014／山梨 ) 、「TALIONの子」TALION 
GALLERY (2014／東京 )など。

温田庭子：
ペンネームぴょんぬりらとしてウェブ上で漫画を公開。
2015年 愛知県美術館『月映展』にて鑑賞ガイド制作を機に、温田庭子
名義で活動開始。まんが合同誌『ゆうとぴあグラス』に 2号より毎号
参加。間に増刊号二冊をはさみ現在 9号まで刊行中。
モーニングゼロ 2019年 3月期 期待賞受賞。

「温田山」 Maison Shintenchiでの展示風景
2017

DMちゃん ! | 2020
木、紙、木版画用インク

温田山のオールナイトハップスタンプ | 2019 
展示壁、キャンバス、紙、木版画用インク

「ALLNIGHT HAPS2018後期 信仰 vol.2 温田山」 HAPSでの展示風景
2019 



NAZE

1989 茨城県生まれ

グラフィティ文化をベースとして活動を始める。あらゆるメディウム
を這いずる筆致の速度、そのモメンタムの激しい往復と反転によって、
一見してNAZEのものと分かるダークヒロイックな作品を次々と生み
落とす。スプレーやコラージュを用いたペインティング、異形の文字
が凝集するドローイング、路上で収集した物に手を加えた立体作品、
衣服へのカスタムワークなど多彩な制作を行い、パフォーマンスグル
ープ「contact Gonzo」のメンバーとしても活動。

主な個展
2020     「minus tempo」 PoL ( 大阪 )
2019 「PANTOMIME」 原宿 CANNABIS ( 東京 )
 「Hello darkness my old friend」 FAITH GALLERY( 東京 )
2018 「wasureta kotowo wasurenaide」 ANGRA GALLERY( 東京 )
2017 「MODORANAIMO」 PULP GALLERY( 大阪 )
2015 「house head killer」 mograg GALLERY( 東京 )
2013 「GO OUTSIDE」 FOIL GALLERY( 京都 )
2011 「NAZE?」 FOIL GALLERY( 東京 )

主なグループ展
2020    「ONCE AGAIN」TOKYO CULTUART by BEAMS（東京 )
           「RISO IS IT」 OIL by 美術手帖 ( 東京 )
           「BADULT」ANAGRA gallery ( 東京 )
           「GROUP SHOW. “4”」Ygion ( 京都 )
           「タウンワークス」PARCO  GALLERY X ( 東京 )
2019    「pop&street -AN ANNUAL 」JOINT Harajuku (東京 )
　　　  「RAKE UP!」 HOTEL ANTEROOM KYOTO  ( 京都 )
　　　 「ceramic scramble」ゲンロン カオス*ラウンジ 五反田アトリエ (東京)
　　　  「amazondom」Pulp gallery ( 大阪 )
　　　  「Winked」 ANGRA GALLERY ( 東京 )
2018    「SAIAKU NI SHITEIKU 2」 PULP GALLERY( 大阪 )
           「SAIAKU NI SHITEIKU」ANGRA GALLERY( 東京 )
           「ARTISTS’ FAIR KYOTO」京都文化博物館別館ホール ( 京都 )
2017    「net/stoke GRAFFITI」VincomCenter for ContemporaryArt( ベトナム )
2016     「VOCA展 2016」 上野の森美術館 ( 東京 )
2015     「鉄道芸術祭 vol.5」 アートエリア B1( 大阪 )
　　　   「ハイパートニック・エイジ」 京都芸術センター (京都 )
2014 「希望の原理」 国東半島芸術祭 ( 大分 )

主なフェア・イベント参加
2020   「WANK!! 世界射精革命宣言」 渋谷WWW (東京)
2019   「WELCOME TO VOU BUILDING」VOU kyoto (京都)
2018   「HAND-WRITTEN SHOWCASE 2」 3331ArtsChiyoda ( 東京)
2017　「VOU/POP UP」Fujin Tree LANDMARK　(台湾)
2016   「薮から棒」TOKYO CULTUART by BEAMS(東京)
2014   「live paint DOJO in Kyoto」KCUA(京都) Tulip | 2020 | ミクストメディア

minus tempo | 2020 
キャンバスにアクリル、ラッカー、スプレー

NAZE | 2020 | スプレー、パネル

Flowers | 2020 | 紙にインク



大岩雄典　Euske Oiwa

1993     埼玉県生まれ
 東京藝術大学大学院映像研究科博士後期課程在籍

インスタレーションとフィクションを制作・研究。
物語論や言語哲学、ヴィデオゲーム研究への関心から、時空間とその経
験のもつ形を、美的・哲学的・政治的な問題意識から考え、作品やテク
スト、レクチャーなどの形で上演する。

主な個展
2020 「バカンス」 トーキョーアーツアンドスペース本郷
　　　　（東京／「OPEN SITE 5」選出企画）
 「別れ話」 北千住 BUoY（東京 /岸井大輔企画「形」招聘展示）
2019 「スローアクター」 駒込倉庫（東京 /企画構成：砂山太一）
2015 「Pleasure」 トーキョーワンダーサイト渋谷
             （東京 /「TWS-Emerging 2015」選出企画）

主なグループ展
2018 「明るい水槽」 BLOCK HOUSE （東京）
2017 「太陽光と… 」眺望ギャラリー「テラス計画」（北海道）
             「理想の収納」 東京芸術大学（東京）
　　　　 「Surfin’」Surfin’（東京）

主な受賞歴
2019 第 16回芸術評論募集 佳作入選 （美術出版社）
2017 第 4回 CAF賞 海外渡航費授与賞 ( 現代芸術振興財団 )

ih | 2017 | ホログラムペーパー

別れ話 | 2020 | インスタレーション、戯曲、詩、会話、音
撮影：屋上

スローアクター | 2019 |インスタレーション、映像
撮影：野口羊

いつまでも見知らぬ二人 | 2018 | ボードゲーム、台座、櫛、布、印刷物、
ランダムにチャプターが流れる映像 | 撮影：永田康祐



ー
本展覧会に関しまして貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸いです。掲載用写真の貸出、
ご質問などございましたら、下記お問い合せ先までご連絡くださいますようお願い申し上げま
す。

[ 展覧会概要 ]
展覧会名  　一番良い考えが浮かぶとき | In a Time to be Great Thinkers
アーティスト　　           温田山、NAZE、大岩雄典
会期   　2020 年10月10日(土) - 11月8日(日) 11:00-19:00
   　定休日：月・火・祝日／10月18日(日) 休廊
会場                         TALION GALLERY  東京都豊島区目白2-2-1 B1
企画                         上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)

[ 注意事項 ]
ご来場の際には、以下の点についてご協力をお願いしております。
最新の情報はギャラリーWebサイトtaliongallery.com にてご確認ください。

・展示室内の密集を避けるため、入場制限を行う場合がございます。
・発熱、せき等の症状がある方はご来場をお控えください。
・マスクの着用とカウンター設置の消毒液のご利用をお願いいたします。

[ お問い合せ ]
TALION GALLERY 広報担当
Email: info@taliongallery.com  Tel/Fax: 03-5927-9858
171-0037 東京都豊島区目白2-2-1 B1  URL: www.taliongallery.com


