
2021 年 9月 4日 (土 ) - 10月 3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では、関真奈美、前谷開、松元悠による展覧会「船は岸に辿り着けるのか」
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、パラドクス (逆理 ) と習慣的に呼ばれる事象と造形表現との交わりについて、3名の
作家がそれぞれの制作手法と深く結びついたパターンやロジックを足がかりとすることで、そ
の絡まり合う交点に対して接近、あるいは離脱することを主題として構成されます。
関真奈美は物理空間と紙の上やディスプレイ上など、いくつかの異なる次元に代理表象された
空間を併置し、言語とイメージをプロシージャルに往来する手続きを踏むことで制作を行って
います。近年では、プログラムやシステムの逐次的なプロセスに分け入り、人間の言語や身体
の振るまいに呼応させたパフォーマンス作品などを発表しています。
カプセルホテルの一室、住居の床下、あるいは演劇の舞台上など、前谷開は集団的同調に潜在
する空隙のような場に身を置き、その只中で自らに向けたカメラのシャッターボタンを押すこ
とで、自身の行為と身体を跡付けるかのような写真作品を制作してきました。近作では、町と
町をつなぐ間にある空隙や切断面としての野山や沿岸部を訪れ、風景と身体の関係についてセ
ルフポートレイトの手法を応用した作品を発表しています。
松元悠はマスメディアが報じる事件の周縁に赴き、その追体験を試みることで再構築される当
時者の像から、主にリトグラフ技法を用いた版画を制作しています。現場を歩くことで知りえ
た光景や土地柄の詳らかなコラージュは、一枚の版画に多弁な具象性をもたらすと同時に、作
者の自画像に置き換えられ当事者たちのイメージの重なりによって、その埋め合わせようのな
い不在がいっそう際立たされています。
「船は岸に辿り着けるのか」という展覧会名は、それ自体が無体な問いかけであり、複数のパラ
ドクスが言い換えられて折り重なり合う交点となっています。本展では 3名の作家の固有のア
プローチ (あるいはディパート )を通して、パラドクスの造形的な表象や造形に内在するパラ
ドクスが提示されます。どうぞご期待ください。
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「船は岸に辿り着けるのか」
関真奈美、前谷開、松元悠
-

[左 ]前谷開 | 2020 | Scape | インクジェットプリント | 91.5 × 137 cm
[中央 ]松元悠 | 2020 | 碑をキザむ（黒鳥山公園） | リトグラフ、BFK紙 | 49×65cm
[右 ]関真奈美 | 2019 | 六枚の視覚 |  アルミニウム、スタイロフォーム、ストックフォト、印画紙、マーキングフィルム、
 セラミック、クッション、煉瓦、浮き具、椅子、手すり、カードボード、シリコンチューブ | サイズ可変 | 撮影：中川周



「『私』という語が有意味になるためには、誰かによって言われる必要がある。しかし、言わ
れた途端に、この『私』という語は無限に置き換え可能なものとして理解されている。誰でも
『私』と言いうるが、その『私』ということの中身は、それぞれ個体的に異なっている。『個
体的である』ということが、『普遍的に置き換え可能』なのである。」
(西郷甲矢人、田口茂『〈現実〉とは何か  数学・哲学から始まる世界像の転換』筑摩書房、2019、
Kindle版位置No.1719-1722)

薄々気づいていたのですが、朝すれ違うロードバイク乗りの学生は1人ではなく実は3人いたと
いうこと。私が家を早く出ることで彼らとすれ違う地点がずれ込んで世の中の仕組みが狂った
のではなく、ただよくわかった。
(2019年4月15日 Twitter)

関真奈美

歴史学者であり、写真家であるジョン・スティルゴーは、landscapeの語源をフリジア語の
" landschop" =「掘り起こされた土地」であると考えました。彼は" landschop" をオランダの干
拓における、掘った土を陸から海へ放り投げる行為(陸から海を見る)として想像し、その後、

" landschop" が英語に直される時、音と意味が変化する過程で、" landskip" =「船乗りが陸地を
認識するための目印」(海から陸を見る)となり、現在の" landscape" へと変化していったとい
いいます。
撮影のために夜の山や海岸などに行くと、人間以外のものたちに取り囲まれていることを全身
で感じます。闇がりの中を足場を確かめながら歩く時、身体が闇の中に溶け出しているような
気がして、眺めていたはずの風景が反対に自分を見ていたとしたら、そんなことを考えるよう
になりました。見返される身体、カメラによる異質な視覚、触れられない風景にせめて、どう
にか挟まってみようと思います。

前谷開

「戦の仕舞い、帰りたい石」
職場のMさんに制作のことを尋ねられ、自作〈アルマゲール島（祖母と大叔母の話）〉の話を
した翌日、Mさんから石を預かった。ナイロン製のエコバッグがはち切れんばかりの大きな石。
至るところに血が染み込んだような模様があった。石はMさんの父親のものである。彼は出張
でコレヒドール島に行った際、元激戦地に転がった血の石と呼ばれる石を持ち帰った。
「フィリピンから帰らないお兄さんが帰りたがってるように思ったらしくて、遺骨の代わり
にって、たまらず持ち帰ったんちゃうかな。」石はMさんの父親宅にて玄関先に飾られている。
〈血石と蜘蛛（高畑山／コレヒドール島）〉を制作して３年が経った。先日、和歌山県のある
地域に、石を拾いに訪れた。この地域にはかつて「蜘蛛血石(くもちいし)」という血の石の言
伝えがあった。坂上田村麻呂と戦った大蜘蛛の血が、山の白岩を染め上げたとされたことが名
前の由来である。現在、戦いの場はゴルフ場になり、白岩という地名だけが残った。付近の寺
院にいた檀家さんからも、石の存在を確認することは叶わなかった。この地域で拾った石が血
の石なのかどうかは誰にもわからないわけだが、私にとってこれは血の石なのだ。石は山から
持ち出すと「山へ帰してくれ」と泣いたという。展示中、「帰りたい」と石が泣けば、私もあ
の山に返しに向かうだろう。
終わらない戦いのような、もうわからなくなってしまった出来事に何かしらの折り合いをつけ
る時に人々が思っていること、行為について考えている。
作品とはどこで始まってどこで仕舞われるのだろうか。私はマス・メディアや伝聞からのイ
メージを頼りに制作をしてきたが、作品を作るきっかけを与えてくれた出来事の周縁をうろう
ろと戻ってくることが多い。出来事や作品に残る腑に落ちない感情やその後の当事者の話、一
度形を与えたものに対して、それらは今でも仕舞われてはいないこと、石を返すタイミングを
はかるように、経緯の逆を辿っていく。

松元悠



関真奈美　Manami Seki

1990 　東京都生まれ
2013 　武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業

物理空間とディスプレイ上や紙の上など、複数の異なる次元に代理表象
された空間を併置し、言語とイメージをプロシージャルに往来する手続き
をふむ。近年では、プログラムやシステムがもつ逐次的なプロセスを人間
の言語や身体の振るまいに応用したパフォーマンス作品などを制作、発表。

主な個展
2019 　「敷地｜Site」 武蔵野美術大学 gFAL （東京） 

主な展覧会・イベント
2019 　「記録係 vol.羽島市勤労青少年ホームを記憶し記録する 1日」
 　羽島市勤労青少年ホーム（岐阜） 
 　「入れ物 #観察」 blanClass（神奈川） 
2018 　3Dミニプリント展覧会「ビヨンド・マテリアライジング」
                       多摩美術大学アートテーク（東京） 
                   「記録係 vol.ポリネシアンじゃダメですか ?」
　　　　　 TALION GALLERY （東京） 
2017           「記録係 vol.新しい洞窟」コ本や（東京） 
                   「PJB」BankART Studio NYK（神奈川） 
                   「乗り物 #鑑賞」 引込線 2017（埼玉）
                   「(real) time と study tables」 space dike（東京） 
                   「乗り物」 blanClass（神奈川）
2016          「ピンク・ジェリー・ビーンズ」 TABULAE（東京） 
2014           「ルビのダスト」双ギャラリー（東京）
                   「陳列の眺め」 blanClass（神奈川）
2013           「boy meets cow」 引込線 2013 ゼミナール給食センター（埼玉） 
                   「武蔵野美術大学卒業修了作品展」 武蔵野美術大学（東京） 
2012           「群馬青年ビエンナーレ 2012」 群馬県立近代美術館  (群馬 )

Colorado, Arizona, New Mexico, Utah |  2014 |  ラーチ合板、
アクリル絵の具、蝶番、パステル、トレーシングペーパー、写真

サイズ可変 | 撮影：柿田真吾

記録係 vol.羽島市勤労青少年ホームを記憶し記録する 1日 |  2019
記録係：玉木晶子、関真奈美 | パフォーマンス 

撮影：五十川泰規

PJB | 2017 | 演劇 | 70分 | 脚本・演出：川原卓也、関真奈美
出演：川原卓也、セキネマーロウ、関真奈美 | 舞台効果：時里充

撮影：松尾宇人

乗り物 #鑑賞 | 2017 | パフォーマンス | 90分 
 出演：武本拓也、幸本紗奈、関真奈美 

撮影：宮澤響、宮川知宙



前谷開　Kai Maetani

1988        愛媛県生まれ
2011        京都造形芸術大学芸術学部美術工芸学科 陶芸コース卒業
2013 　　京都造形芸術大学大学院 芸術研究科表現専攻修了

カプセルホテルの一室、住居の床下、あるいは演劇の舞台上など、
社会生活に潜在する空隙や穴ぐらのような場に身を置き、自らに向
けたカメラのシャッターボタンを押すことで、自身の身体を確認す
るための写真作品やインスタレーションを制作。

主な個展
2021     「夜は昼、昼は夜を」 Art Center Ongoing（東京） 
2019     「Kapsel」 FINCH ARTS（京都） 
2018     「One Night Stand」 渋家 (東京 ) 
2016     「Drama research と自撮りの技術」 Division (京都 ) 
2014     「Second Kiss」 YEBISU ART LABO（愛知） 
2013     「Capsule Size Me」 新宿眼科画廊（東京） 

主なグループ展
2020     「5ROOLQ
�5ROOLQ·」 FINCH ARTS（京都）
　　   　「類比の鏡／ The Analogical Mirrors」山中 suplex（滋賀）
　　  　「大京都芸術祭 2020 in 京丹後」 浅茂川区民会館（京都）
　　　   「SPR」 FINCH ARTS （京都）
　　　   「AT PAPER.11 出版記念展示」 VOU/棒（京都）
2019     「大京都 2019 in 京丹後」 吉村機業 (株 )旧織物工場（京都）
　　　  「かみこあにプロジェクト 2019」 上小阿仁村八木沢公民館（秋田）
　　　  「2019 DMZ大鵬号平和文化祭国際設置美術プロジェクト」
             大韓民国江原道華川郡数達研究センター（韓国）
　　  　「六本木クロッシング 2019 展：つないでみる」森美術館（東京）
　   　　「群馬青年ビエンナーレ 2019」 群馬県立近代美術館（群馬）
2016    「六甲ミーツ・アート 2016」 六甲山高山植物園（兵庫）
2015     「ULTRA AWARD 2015」 京都造形芸術大学 Garelie Aube （京都）
　　　  「ハイパートニック・エイジ」 京都芸術センター（京都）
　　　  「Installing of the Exhibition “BNF” & Artist」 ARTZONE（京都）
　　　  「12の窓」 CAP STUDIO Y3（兵庫）
　　  　「これからの、未来の途中－美術・工芸・デザインの新鋭 11人展」
　          京都工芸繊維大学 美術工芸資料館（京都）
2014    「Politics Narcissism」 ARTZONE（京都 )
　　　 「KUAD graduates under 30 selected」
　　      京都造形芸術大学 Garelie Aube（京都）
2013    「写真新世紀東京展 2013」 東京都写真美術館（東京）

主な受賞歴
2016     "六甲ミーツ・アート 2016" 奨励賞
2014     "KUAD graduates under 30 selected" パラ人（PARASOPHIAフリー
                ペーパー）賞、京都芸術センター アート・コーディネーター賞
2013　   "第 36回 キャノン写真新世紀 2013" 佳作

Kapsel 7102 | 2014 |  C プリント | 50.8 × 61 cm

Kapsel | ,2019 |  Cプリント・インクジェットプリント | サイズ可変
 「六本木クロッシング 2019展：つないでみる」森美術館での展示風景

 撮影：木奥惠三 

Burns on the Retina (Dear Cells) | 2020 | 映像 |  5分
「類比の鏡／ The Analogical Mirrors」山中 suplexでの展示風景（滋賀）

家族写真 | 2020 |インクジェットプリント | サイズ可変



松元悠　Haruka Matsumoto

1993           京都府生まれ
2015 　   　京都精華大学芸術学部メディア造形学科版画コース卒業
2018           京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻版画修了

マスメディアが報じる事件の周縁に赴き、その追体験を試みることで再構築さ
れる当時者の像から、主にリトグラフ技法を用いて版画を制作。現場を歩くこ
とで知りえた光景や土地柄の詳らかな継ぎ接ぎと、作者の自画像に置き換えら
れ当事者たちの不在のイメージが、一枚の版画に多弁な沈黙を与えている。

主な個展
2021     「架空の竜にのって海をこえて幻の島へ」 kara-Sギャラリー （京都） 
2020     「独活の因縁｜The Fate of an Udo」 Medel Gallery Shu （東京） 
2019     「活蟹に蓋」 三菱一号館美術館 （東京） 
　         「血石と蜘蛛」 YEBISU ART LABO （愛知） 
2018     「カオラマ」 京都芸術センター南・北 （京都） 
2017     「マル秘と鶏」 SUNABAギャラリー （大阪） 
2015     「松元悠 展」 Oギャラリー eyes （大阪） 

主なグループ展
2021     「群馬青年ビエンナーレ 2021」 群馬県立現代美術館 （群馬） 
             「魂の影　Tracing the soul」 プライベイト （東京） 
            「波止場 vol.18ペーパー&ショップのノート&ショップ」 波止場 （愛知） 
2020     「ALLNIGHT HAPS 2020 Probable Cause」 HAPSオフィス１F （京都）
 　　 　「日日の観察者」 HOTEL ANTEROOM KYOTO l Gallery 9.5 （京都）
             「HER/HISTORY」 岸和田市立自泉会館 （大阪）
     　　「.\RWR�$UW�IRU�7RPRUURZ������Ɏ京都府新鋭選抜展Ɏ」
　　　  京都文化博物館 （京都） 
2019     「WLPHODNH�ɍシングルスクリーン / 取りまく息を吐く瞬間ɍ」 巡回展
　　　   TO OV café/gallery（北海道）、minamo （香川）／ MOTIF（香川）／
　　  　Kanzan Gallery（東京）／遊糸洞（大阪）／ The Third Gallery Aya（大阪）
  　　     「Aspects of Light" 成安造形大学【キャンパスが美術館】（滋賀）
2018      「Lighter but Heavier 重くもあり軽くもある " C.A.P （兵庫） 
             「間間」 THE TERMINAL KYOTO （京都） 
             「快晴」 巡回展 ペフ (大阪 )、CORNER PRINTING kg （東京）、
　　　　GALERIE P38 （パリ） 
             「アートアワードトーキョー 丸の内 2018」 行幸地下ギャラリー （東京） 
     　　「次世代を担う作家たち４人展」京阪百貨店守口店 6階美術画廊 （大阪） 
2017     「第 10回高知国際版画トリエンナーレ」 いの町紙の博物館 （高知） 

悪い神様の耳を食べる（佐野市）| 2020
リトグラフ、BFK紙｜66×53cm

日日の観察者｜2020
HOTEL ANTEROOM KYOTO Gallery 9.5での展示風景

撮影：松見拓也

 水（北山田町）| 2019 | リトグラフ、かきた紙｜49×65cm

活蟹に蓋｜2019｜三菱一号館美術館での展示風景
撮影：木奥惠三



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  　船は岸に辿り着けるのか
アーティスト　　              関真奈美、前谷開、松元悠
会期   　2021年9月4日(土) - 10月3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                               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


