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「陰影のリビジョン」
土井樹、宮坂直樹、宮下さゆり
-

[左 ]土井樹 | Blues | 2017 | place by method (東京 )での展示風景
[右上 ]宮坂直樹 | 3 spaces central 25mm| 2019 | ミクストメディア | 撮影 : 加藤健 | 画像提供 : Tokyo Arts and Space
[右下 ]宮下さゆり | 向こう側の影 | 2021 | 紙にアクリルガッシュ、鉛筆 | 11.5×24.5cm

2021 年 7月 10日 (土 ) - 8月 7日 (土 ) 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。
-
タリオンギャラリーでは、土井樹、宮坂直樹、宮下さゆりによる展覧会「陰影のリビジョン」
を開催いたします。是非ともご覧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本展は、3名の作家が陰影をめぐる認識や美学について、それぞれの立脚点からリビジョン(改
訂)を加えることを企図して展開されます。

土井樹は、人工生命や人工システム内に発生する主観的時間などについて研究を行いながら、
十代の頃より電子音楽や現代音楽の制作を続けています。生命らしさを追究する「機械人間オ
ルタ」の研究開発に携わるほか、数々のメディアアートや現代美術のプロジェクトにおいてプ
ログラミングや設計、解析などを手がけています。宮坂直樹は視線や視野、光学的画角による
空間の構成や体性感覚的な性質について考察し、認識の方法によって様々に現れる空間の概念
を研究しています。パノプティコンやモデュロールなどの機能主義的枠組みを用いて、他者の
身体知覚を認識する方法へと再解釈する作品などを発表しています。細密な鉛筆の線を重ねて、
紙のうえに絵画の生まれる条件を問いかける宮下さゆりは、光と影を一貫した主題として制作
を行っています。空間とその中に描かれる像だけでなく、それを見る眼差しを自己言及的に描
き出すことによって、絵画の向こう側とこちら側を指し示す作品で知られています。

陰影にまつわる美学は、西洋の文化と日本のくらしの美意識を対比しつつ記述した『陰翳礼
讃』(谷崎潤一郎、1933年)など、評論や文芸においても度々著されてきました。本展では、陰
影をアレゴリーや演色としてではなく、美的経験と知覚のあり方をかたどる機制として捉える
態度を引き受けながら、3名の作家のそれぞれに異なるアプローチによって、作品展示として
構成されます。陰影のリビジョンとは、陰影と呼びうる物体や空間に属さない連続性がどのよ
うに作品化されうるかという問いであると同時に、美術が物語を経由することなく、文芸との
不可逆的な関係を切り結ぶ可能性への問いでもあります。どうぞご期待ください。



最近は短い時間で効率よく「情報」を手に入れるためにYouTubeの動画を2倍速とか3倍速に
して見る人が増えているらしいが、私もご多分にもれずそういった見方をすることが増えてい
る。私は大学で授業も担当していて最近はすべてzoomでの授業なのだが、学生のなかにはリ
アルタイムの授業はさぼって、録画された授業動画を後で倍速にして授業内容を理解している
人もいるらしい。
今年のゴールデンウィークに数年ぶりに逗子の一色海岸を訪れた。この海岸にはその地形の関
係で少し独特なsound scapeが存在しているため以前は何度となく音を録音するために通って
いた馴染みのある海岸である。しばらく海を眺めていたのだが、なんだかそれまでに海に対し
て感じたことのない違和感のようなものをずっと感じてしまった。結局、最後まで海の見方を
思い出せずに帰宅した。
世の中には速度を変化させると、そこから生まれる情報の質も変わってしまう現象とそうでは
ない現象がある。3倍速で再生される海と等倍速の海における単位時間あたりの情報量はどち
らのほうが多いのだろう。

土井樹

多義性の美学は、谷崎が記述した陰影が包含する意味の一つである。陰影の概念は、執筆当時
の西洋文化を盲目的に追随した価値観に対して異を唱えると共に、時を経て、自身のテクスト
が孕む西洋的美学と東洋的美学の二項対立自体を解体する時限式の自己批判をも射程に捉えて
いたとも解釈できるのではないだろうか。
「3 spaces」の明晰な形態は、上記の意味において批判されるような安易な基準によっては西
洋的であると表層的に判断され得るが、パノプティコンに纏わりつく固定化されたイデオロ
ギーに多義性や解釈の揺らぎを与えるプロジェクトとしては、陰影の概念を受け継いでいると
も考えられる。

宮坂直樹

「ああいう場所は、もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、何処から清浄になり、何処から
不浄になるとも、けじめを朦朧とぼかして置いた方がよい。」(*谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中央
公論新社 2章より)
陰影をたんなる暗がりや物の影ではなくて、「けじめ」を「朦朧とぼかして」出現する、文字
通りグレーゾーンと捉えてみる。すると陰影を描くということは、あちら側とこちら側のおぼ
ろな中間領域を描くことだ。窓に喩えられる絵画のように向こう側に実景があるかのごとく見
せるのではなく、見えなくとも向こう側があることを 感じさせるような絵をわたしは試みよう。
混迷のなかで、見定めることのできない向こう側に意識をむけ、そこから何かが浸透してきそ
うな気配を窺えば、閾のうえで想像力に火がつく。

宮下さゆり

宮下さゆり |  見える世界 no.3 | 2016 
アクリルガッシュ、鉛筆、ボード | 10.5×10.5cm



土井樹　Itsuki Doi

1989 　兵庫県生まれ
2019 　東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修了／学術博士
東京大学総合文化研究科広域科学専攻特任研究員

人工システム内に創発する主観的時間や社会性生物の群れの運動などに
ついて研究を行うとともに、十代の頃より電子音楽や現代音楽の制作を
続けている。生命らしさを追究する「機械人間オルタ」の研究開発に携
わるほか、数々のメディアアートや現代美術のプロジェクトにおいてプ
ログラミングや設計、解析などを手がけている。

主な展覧会
2020 「Probable Cause」 HAPS （京都）
 「Dark Independent」 -Undisclosed- （東京）
 「BeeWee」 TALION GALLERY （東京）
2019  「六本木クロッシング 2019：つないでみる "機械人間オルタ "」
　　　　 土井樹＋小川浩平＋池上高志＋石黒浩 ×ジュスティーヌ・エマール
                森美術館（東京）
2018       「アルスエレクトロニカ " 機械人間オルタ "」 
               土井樹＋小川浩平＋池上高志＋石黒浩
                Award of Distinction of Ars Electronica （リンツ）
2017 「Blues」 place by method （東京）

主なサウンド制作・ソフトウェアプログラミング
2020 　　 「傀儡神楽 ALTER the android KAGURA (ver. 2)」
                 渋谷ストリームホール (MUTEK TOKYO)
                      （パフォーマンスプログラミング）
2018 　「機械人間 Alter」 (音楽／サウンドプログラム )
 　「八木夕菜 NOWHERE」ポーラミュージアムアネックス銀座、東京
　　　　　(音楽／サウンドプログラミング )
               渋谷慶一郎アンドロイド・オペラ 「Scary Beauty」
               日本科学未来館、東京 (システム開発／モーションプログラミング )
2017   小松千倫、石塚俊 「symphony ldk」 KCUA、京都 
　　　　　(システムプログラミング )
2016   「Jens | PREVIEW 17SS」 (音楽 )
2012   中山 聡 「光とひかり」 collissimo、兵庫 (サウンドプログラミング )

Peeling Blue | 2019 | CD

不慮の事故によって犬になった猫  | 2020 |撮影 : 前谷開

小松千倫、土井樹「Bee Wee」TALION GALLERYでの展示風景 | 2020
撮影：木奥恵三

We | 2020 
ウェブカメラ、ディスプレイ | 55 × 33 cm



宮坂直樹　Naoki Miyasaka

1985     千葉県生まれ
2010           ブリュッセル王立美術学院　修士課程修了
2013-2014  パリ国立高等美術学校研修
2016           東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻先端芸術表現領域
                博士課程修了 /Ph.D.取得
2019-2020  ル・コルビュジエ財団　特別研究員

視線や視野、光学的画角による空間の構成や体性感覚的な性質について
考察し、認識の方法によって様々に現れる空間の概念を研究する。
パノプティコンやモデュロールなどの機能主義的枠組みを応用し、他者
の身体知覚を認識する方法へと再解釈する作品などを発表している。

主な個展
2020   「Standard applying Hand Modulor Ver. 2, a French man」hop (大阪 )
           「Standard applying Hand Modulor, a French man」
            FINCH ARTS (京都 )
2019   「Shared table applying Modulor, a French man and a Japanese
             woman」La Cité internationale des arts (パリ )
           「三つ空間」トーキョーアーツアンドスペース本郷 (東京 )
           「Standard applying Modulor Ver. 3, a French man」
             La Cité internationale des arts (パリ )
2012    「Surspace」 遊工房アートスペース (東京 )
2010     NIJINSKI (ブリュッセル )

主なグループ展
2021    「沈黙のカテゴリー」クリエイティブセンター大阪 (大阪 )
2020    「はならぁと」橿原市 (奈良 )
             Duo exhibition with Shoko Yamamura、京都芸術センター (京都 )
2018     「Nomadic Grids - Think Tank #1」mumei (東京 )
             「Shift-Shoft」神戸アートビレッジセンター (兵庫 ) +Midnight 
              Museum (京都 )
             「CV Projection 2 : Fault Clock」神戸アートビレッジセンター (兵庫 )
              「Tips」京都芸術センター (京都 )
              「INTERCULTURAL VISUAL FORM#3」アンスティチュ・フランセ・
              ポーランド (クラクフ )
2017　   「Exercise for Death」ARTZONE (京都 )
2015      「CV Projection 1」東京藝術大学大学美術館 (東京 )
              「3/2, 4」Bambinart Gallery (東京 )
              「デコ借景」拝借景 (茨城 )
2014      「Folly Trial｜フォーリ・トライアル」浅草文化観光センター (東京 )
              「アートラインかしわ」柏高島屋 (千葉 )
              「CV Projection 0」東京藝術大学取手校地 (茨城 )
2013      「CV 2 Projection」 École national supérieure des Beaux-Arts 
               de Paris (パリ )
2012       「3 Japanese artists in World Event Young Artists」
               遊工房アートスペース (東京 )
               「World Event Young Artists」ノッティンガム
               「ここのね」拝借景 ( 茨城 )

-  | 2018 | LED, ケーブル | サイズ可変

［左］Standard applying Modulor Ver. 1, a French man | 110×110×136cm
［右］Standard applying Modulor Ver. 1, a Japanese woman | 97×97×120cm

2021 | ミクストメディア | 撮影 : 竹久直樹

Shared table applying Modulor, a French man and a Japanese woman 
2019 | ミクストディア | 207×110×84cm

「三つ空間」  トーキョーアートアンドスペース本郷での展示風景 | 2019
撮影 : 加藤健 | 画像提供 : Tokyo Arts and Space



宮下さゆり　Sayuri Miyashita

1988 長野県生まれ 
2011 武蔵野美術大学油絵学科卒業 
2013 武蔵野美術大学大学院造形研究科油絵コース修了 

細密な鉛筆の線を重ねて、紙のうえに絵画の生まれる条件を問いかける
作品を描く。光と影を一貫したテーマに制作を行い、空間とその中に描
かれる像だけでなく、それを見る眼差しを自己言及的に描き出すことに
よって、絵画の向こう側とこちら側を指し示す作品で知られる。

主な個展
2019 「光、密室」TALION GALLERY (東京 )  
2018 「あなたはどこへ」switch point (東京 )  
2016 「視界のゆめ」 TALION GALLERY (東京 )  
2014 「テーブルはステージになる」TALION GALLERY (東京 ) 

主なグループ展
2019　　 ART OSAKA 2019 （大坂）
2018　　 ART OSAKA 2018 （大坂）
2014　    アートフェア東京 2014 （東京） 
2013 「成熟と喪失」 TALION GALLERY (東京 ) 
 「修了展」 武蔵野美術大学 (東京 ) 
2012 「似て非なるもの」 TALION GALLERY (東京 ) 
2011 「アウトレンジ 2011」 文房堂ギャラリー (東京 )

Presentation no. 1 | 2013 | アクリルガッシュ、鉛筆、紙 | 12×18cm

出口、入口 | 2018 | 紙に鉛筆 | 10×7cm

幕間 | 2019 | 紙に鉛筆  | 20×40cm

大鴉 no.2 | 2018 | 紙に鉛筆 | 10.5×8cm



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  　陰影のリビジョン
アーティスト　　              土井樹、宮坂直樹、宮下さゆり
会期   　2021年7月10日(土) - 8月7日(土) 11:00-19:00
   　定休日：月・火・祝日
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


