
 「Mob World Reverb」
小松千倫、松田将英、スチュワート・バード、ライラ・ペリー
-
2021 年 3月 27日 (土 ) - 4月 25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。
-
タリオンギャラリーにて、小松千倫、松田将英、スチュワート・バード、ライラ・ペリーによ
る展覧会「Mob World Reverb」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。

Mobは群衆、Worldは想像できる最大の単位、Reverbは反射によって減衰しつつ到来するエフェ
クトを指し、これらのワードはXYZ軸のようにそれぞれが別方向を向いており、ルービック
キューブのように回転させることができます。本展「Mob World Reverb」は、World Reverb 
Mobであり、Mob Reverb Worldでもあり、Reverb World Mobでもあります。

例えばソーシャルメディアは、Mob Reverb Worldの一つと言えます。無数の個別の声が、半ば
自動的に群性を帯びてしまう、そのようなエフェクターとして浮かび上がるでしょう。一方で
Reverb World Mobは、そうした世界を個として生きるということと、その切実な実行を指し示
します。こうした社会的、政治的、個人的にそれぞれ異なる条件や視野の角度を否応なく操作
するエフェクターを「Mob World Reverb」とここに呼称します。

本展では、実験音楽家でもありつつ、3DCG、ペインティング、パフォーマンス、インスタレー
ションといった表現活動を行ってきたアーティストの小松千倫、スチュワート・バード、ライ
ラ・ペリーと、コミュニケーション(不)可能性の対象としての集合を作品制作のモチーフとして
きたアーティストの松田将英が参加し、「Mob World Reverb」というエフェクターを通して、
世界をもう一度制作可能な対象につくり変えることを試みます。
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小松千倫 | Gesture (Tree Climbers) | 2021 | ソーラーパネル、LEDライト



小松千倫　Kazumichi Komatsu

1992 高知県生まれ
京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程絵画専攻構想設計在籍
京都府在住

トラックメイカー /DJ としての活動と並行して、現代美術の領域でも作家活
動や企画を行う。表現領域は音楽、映像、インスタレーションと多岐にわたり、
インターネットカルチャーを背景にしつつ、街や自然、メディアや記憶の内
外にある微細な現象や変化を重ね合わせることで、抽象的なイメージが固有
のシーケンスへと転化していく作品制作を行っている。

主な個展
2016    「FAKEBOOK」 Workstation. (東京 )

主なグループ展
2020    「Allspace in a hall」 SVB Kyoto (東京 )
             「余白 / Marginalia」SNOW Contemporary (東京 )
             「Bee Wee」TALION GALLERY (東京 )
2019    「FLYING WUNDERKUMMER」 TOBERU (京都 )
             ニューミューテーション #2「世界のうつし」展
　　　　京都芸術センター (京都 )
2018    「TIPS」 京都芸術センター (京都 )
2017    「oF -Katsue Kitasono-」 福岡アジア美術館 (福岡 )
            NUIT BLANCHE『見立てと想像力߂��千利休とマルセル・
　　　  デュシャンへのオマージュ』展 元淳風小学校 (京都 )
             「Symphony LDK」@KCUA (京都 )
　　　  「MARA」 VOU(京都 )
2016    「THE DREAM SCENE」 Pulp (大阪 )
             「E X 4」FAITH (東京 )
             「VWLOO�PRYLQJ�ɍ�RQ�WKH�WHUUDFH」@KCUA (京都 )
2015    「ALLNIGHT HAPS 2015 “DEMO"」 HAPS (京都 )
             「まぼろしとのつきあいかた」ギャルリ・オーブ (京都 )

主なサウンドデザイン・パフォーマンス・ワークショップ
2019    PUGMENT 「Spring 2020 Purple Plant」東京都現代美術館 (東京 )
            横浜トリエンナーレ 2020 EPISODE 00「Présage(予兆 )」
             イシャム・ベラダ ライブパフォーマンス
           「悲哀斐会」(Senggi Studio、ソウル )ライブパフォーマンス
           「People の BGM#1(としての bgm づくり (のために花⇄火 (近くに
              遠ざかる )をつくる )」 ワークショップ・ライブパフォーマンス
            テオ・カシアーニ「LECTURE(02)」 京都芸術センター (京都 ) 
               サウンドデザイン
2018     「Genome 6.66Mbp VS Dark Jinja」ALL (上海 )ライブパフォーマンス
　　　  「ZEN 55」 SALA VOL (バルセロナ )ライブパフォーマンス
             「Untitled」 荒木優光 x 小松千倫 Silencio (パリ ) ライブパフォーマンス
             金氏徹平「White Discharge」ASIA NOW (パリ )
                サウンドデザイン・音響担当
              「here and there のにわ」 金氏徹平 x PUGMENT x 小松千倫
              千鳥文化 (大阪 ) ライブパフォーマンス
              金氏徹平 「TOWER」 六本木アートナイト 2018 (東京 )
                サウンドデザイン・音響担当 (荒木優光氏と共同 )

ゴーストイレイサー /ディスプレイのゴースト | 2019
デジタルフォトフレーム、映像 | 5分 30秒

Illu (Kameoka) | 2021 |映像 | 10分 |撮影 : 倉知 朋之介

Emboss Star (cover art) | 2020 | 3Dプリント、 PLA

NOVO!のための DMイメージ | 2020 |デジタルイメージ



松田将英　Masahide Matsuda

1986 神奈川県生まれ
ベルリン、神奈川県在住

2010年よりソーシャルメディアをベースに様々な名義での活動を展開する。
2017年より欧州を中心にインターネット社会における匿名性や集合知、
アーティストの脱人物化を主題としたレクチャー・パフォーマンス、インス
タレーションを多数発表。2019年より実名で活動。

主な個展
2020    「超現代美術展」 会場非公開 (東京 )
2019    「White Magazine」 EUKARYOTE  (東京 )

主なグループ展
2020    「ENCOUNTERS」 ANB Tokyo (東京 )
2018    「AMBIENT REVOLTS」 ZK/U (ベルリン )
　　　 「#LutherLenin」6WXGLR�+UGLQś��プラハ )
2017    「SIGNALS」DiG Studio (ベルリン )
               「インフラ INFRA」 (インターネット )
　　　 「TACIT FUTURES」Volksbühne (ベルリン )

Sazae Bot | 2010-2017
「SIGNALS」DiG Studio (2017/ベルリン )でのパフォーマンス風景

撮影：Andi Weiland

#newmoon | 2020 | LEDライト、スチール | 120x200x30cm
撮影：Hidemasa Miyake

#olifereliason, #richardprince, #banksy (#portrait series) | 2020
キャンバスに UVプリント、NFCタグ | 91×91×2.5cm

撮影：Hidemasa Miyake

「White Magazine」展示風景 | 2019 | 壁にアクリルペイント
撮影：Hidemasa Miyake



スチュワート・バード　Stewart Bird

1990 パルアルト（カリフォルニア）生まれ
2013 デンバー大学 美術・美術史学部 新デジタル実践学専攻卒業
2020 プラット・インスティテュート 芸術修士

Brrdの名前でも知られる実験的音楽家であり、多様なソフトウェアを用いる
メディアアーティストでもある。目的のない空虚な CG環境をテーマに映像
作品や静止画、転写などを制作している。 その作品は、現代における無益性
への恐怖、動機とマインドフルネスの二重性、またすでに構築された環境へ
の埋没や個々人が創り出す現実性などを主題とする。

主な個展
2015    KAKTUS gallery (アークレイリ、アイスランド )

主なグループ展
2019    「HOPE」 630 Flushing Avenue (ニューヨーク )
　　　 「Regrettably」 630 Flushing Avenue (ニューヨーク )
　　　 「Pratt Welcome Back show」 Steuben Gallery (ニューヨーク )
2014    「Assalamualaikum Babycastles」 Babycastles Gallery (ニューヨーク )
2013    「(A)drift」 Victoria Myhren Gallery (デンバー )

主なレジデンス
2015     REITIR (シグルフィヨルズル、アイスランド )
2014     Silent Barn  (ニューヨーク）
　　　   Red Bull Music Academy: Studio Science   (ニューヨーク）
             Institut for (X)  (オーフス、デンマーク )

Risengrind | 2019 | 1080pループビデオ

Lab Knit | 2021 | 4Kレンダリング

Bug | 2020
アルミニウム板、アクリル転写ジェル

203.2×182.9cm

Torn From The Valley | 2021 | 4K ループビデオ



ライラ・ペリー　Lyla Perry

ライラ・ペリー (1991 年生まれ ) はクィアのトランスジェンダー女性であり、 
ロサンゼルス在住のデジタルシャーマンを自称する。 宗教的経験や法悦の穿
ちの一つとしてのパレイドリア現象について研究。現在はビジュアルノベル
「ARCHANGEL:NEMESIS」の開発スタジオ「TEAM ★ CPU」のディレクター
も務める。

主な展覧会
2016    「1: The Hesitant Dramaturge」 sardine gallery (ニューヨーク )
2015    「Paintings About The Bully」 MINT BAR (ポートランド )
　　　 「waterdragon」 CCA (トビリシ、ジョージア )
　　　 「/f live」 Bartley B & Co (ベルリン )
　　　 「Heart of Noise 2015」  (インスブルック、オーストリア )
2013    「Harding Cats」 YOLO (ブライトン、イギリス )
　　　 「The Artist's Formally Known As」  
             Grey Area Gallery(ブライトン、イギリス )
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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  　Mob World Reverb
アーティスト　　           小松千倫、松田将英、スチュワート・バード、ライラ・ペリー
会期   　2021年3月27日(土) - 4月25日(日) 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                         小松千倫、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


