片岡純也＋岩竹理恵
キネティック作品と平面作品を組み合わせた空間構成が特徴的で、素材や図案の出会いに物語を
生み個々の作品の題材がゆるやかに響きあう手法を使う。神奈川県在住。
・片岡純也（1982年栃木県生まれ）
2005

武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業

2010

筑波大学大学院博士前期課程芸術専攻修了

・岩竹理恵（1982年南アフリカ共和国ヨハネスブルグ生まれ）
2006

金沢美術工芸大学美術工芸学部工芸科卒業

2010

筑波大学大学院博士前期課程芸術専攻修了

個展
2020

「物象詩-表出する内圧」Kana Kawanishi Gallery 、東京

2019

「大理石の上での電球と送風機の必然の回転のように」Kana Kawanishi Gallery、東京

2019

「二つの心臓の大きな川」アーツ千代田 3331、東京

2017

「Under35 片岡純也＋岩竹理恵」BankART Studio NYK、横浜

2016

「潛藏的星座」寶藏巖、台北、台湾

2012

「Somrak」Galerija Kapelica、リュブリャナ、スロベニア（片岡）

グループ展
2022

「瀬戸内国際芸術祭2022」宇野、岡山

2021

「食と現代美術vol.8 アートと食と街」BankART Station、BankART KAIKO、横浜

2020

「MOTアニュアル2020 透明な力たち」東京都現代美術館、東京

2020

「変容のありか 流れる時間の捉え方」藤沢市アートスペース、神奈川

2019

「心ある 機械たち again」 BankART Station、横浜（片岡）

2019

「OSTRALE Biennale 2019」ドレスデン、ドイツ

2019

「Out of Bounds」Bloc Projects、シェフィールド、イギリス（岩竹）

2019

「Trans_2018-2019」秋吉台国際芸術村、山口

2018

「めがねと旅する美術展 東京飛地展示」カマタソーコ、東京

2018

「六本木アートナイト2018」六本木ヒルズ ウエストウォーク2階、東京（片岡）

2017

「Daily "Truth"」Luxelakes A4 Art Museum、成都・中国

2017

「BankART LifeV 観光」BankART Studio NYK、横浜（片岡）

2017

「PyeongChang Biennale 2017」江陵、韓国

2017

「22nd ifva Festival」香港アートセンター、香港（片岡）

2011

「Ars Electronica Campus Exhibition 2011」リンツ美術大学、オーストリア（片岡）

レジデンスプログラム
2019

秋吉台国際芸術村、美祢、山口

2017

麓湖·A4美術館 、成都、中国

2016-17

台北國際藝術村、台北、台湾

2016

BankART Studio NYK 、横浜、神奈川

2015-16

黄金町アーティストインレジデンス、横浜、神奈川

2014

Old School House Residency in Hrísey、リーセイ島、アイスランド

2013-14

Cité Internationale des Arts 、パリ、フランス

その他
2022

NHK Eテレ『2355』1 minute galleryにて作品映像が放送中

2014

Maureen Freely著「Angry in Piraeus」Sylph Editionsにて挿画（岩竹）

Website: http://kataoka-iwatake.tank.jp
ポートフォリオ: http://kataoka-iwatake.tank.jp/portfolio.html

Junya Kataoka and Rie Iwatake
Lives and works in Kanagawa, Japan. Combining kinetic and two-dimensional works in a spatial
composition that creates a narrative in the encounter of materials and designs, and in which the
subject matter of each work is gently echoed.
・Junya Kataoka (b.1982)
2005

B.A. Department of Design Informatics, Musashino Art University, Tokyo, Japan

2010

M.A. Plastic Art and Mixed Media, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan

・Rie Iwatake (b.1982)
2006

B.A. Textiles, Department of Craft, Kanazawa College of Art, Ishikawa, Japan

2010

M.A. Art and Design Science, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan

Solo Exhibitions
2020

Reification Poem — Exposed Internal Pressure, Kana Kawanishi Gallery, Tokyo

2019
As the inevitable spin of a light bulb and a fan on a marble slab, Kana Kawanishi
Gallery, Tokyo
2019
Big Two- Hearted River, 3331 Arts Chiyoda, 1F 3331 Galley, Tokyo
2017

Under35 Junya Kataoka＋Rie Iwatake, BankART studio NYK, Yokohama

2016

Latent Constellation, Treasure Hill, Taipei, Taiwan

2012

Somrak, Kapelica Gallery, Ljubljana, Slovenia (Junya Kataoka)

Selected Group Exhibitions
2022

Setouchi Triennale 2022, Uno, Okayama

2021
Food and Contemporary Art Vol.8 “Art and Food and the City", BankART KAIKO,
Kanagawa
2020

MOT Annual 2020 Invisible Powers, Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo

2020
Metamorphosis, Perceptions of the Passage of Time, Fujisawa City Art Space,
Kanagawa
2019

Machines with a Heart again, BankART Station, Yokohama (Junya Kataoka)

2019

OSTRALE Biennale 2019, Dresden, Germany

2019

Trans_2018-2019, Akiyoshidai International Art Village, Yamaguchi

2019

Out of Bounds, Bloc Projects, Sheffield, U.K.（Rie Iwatake）

2018

Art and Glasses Road Show at Kamata_Soko, Tokyo

2018

ROPPONGI ART NIGHT 2018, Roppongi Hills West Walk 2F/Tokyo (Junya Kataoka)

2017

Daily "Truth", Luxelakes A4 Art Museum, Chengdu, China

2017

BankART Life Ⅴ, BankART Studio NYK, Yokohama (Junya Kataoka)

2017

PyeongChang Biennale 2017, Gangneung, South Korea

2017

22nd ifva Festival, Hong Kong Arts Centre, Hong Kong (Junya Kataoka)

2011

Ars Electronica Campus Exhibition, Kunstuniversität Linz, Austria (Junya Kataoka)

Artist in Residence Programs
2019

Akiyoshidai International Art Village, Yamaguchi, Japan

2017

Luxelakes A4 Art Museum, Chengdu, China

2016

The Pier-2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan

2016-17

Taipei Artist Village, Taipei, Taiwan

2016

BankART Studio NYK, Yokohama, Japan

2015-16

Koganecho AIR, Yokohama, Japan

2014

Old School House Residency in Hrísey, Island Hrísey, Iceland

2013-14

Cité Internationale des Arts, Paris, France

Website: http://kataoka-iwatake.tank.jp
Portfolio: http://kataoka-iwatake.tank.jp/portfolio.html

Installation View：
, Maison du Japon, Cité Internationale Universitaire de Paris, 2014

Kataoka realized a number of poetic machines which brings the delight hidden
in the relations which he reveals or invents between concrete facts and
projections which he pulls by mechanical, optical or electronic manipulations.
Jean-Yves LANGLAIS (Directeur, Cité Internationale des Arts), 2014

片岡の機械的・光学的・電気的な手法により制作された装置は、音や光の変化
による具体的な現象を引き起こし、その原因と結果の関係性に潜んでいるおか
しみを詩的に表現します。
Jean-Yves LANGLAIS (ディレクター , Cité Internationale des Arts), 2014

Junya Kataoka and Rie iwatake

《Ghost in the Sellotape》
セロテープ、レンズ、LED、モータ
2015
Cellophane tape, lens, LED, motor
Video Link :
https://youtu.be/rD2DJXMDxMM
展示 :
2017
2017
2018
2019

22nd ifva Festival and Awards, 香港アートセンター, 金賞受賞
PyeongChang Biennale 2017, 江陵市, 韓国
めがねと旅する美術展 東京飛地展示, カマタソーコ, 東京
OSTRALE Biennale 2019, ドレスデン, ドイツ

市販のセロテープの表面には 製造過程でついた糊むら
があり 気泡がたくさんある。
モータでセロテープを巻き
取りながら光を当てレンズを用いてスクリーンに映し
出す。セロテープの表面が映像となり、
工業製品のなか
に潜む有機的な像を見せる。暗室なか球体の像が浮かび
自転する惑星のように見える。
There are glue irregularities and numerous mini air
bubbles on the surface of cellophane tape. After
enlarging these phenomena with a lens and projecting
them, the result looked like a planetary crater. A sellotape
planet rotating on its own axis materialises by gradually
winding sellotape with a motor.
Junya Kataoka and Rie iwatake

木の枝がモータで振動することで不規則に通電した蛍光管
が明滅する。

《Twillight》
木の枝、丸形蛍光灯、鋼板、モータ
2011
Tree branch, ﬂuorescent lamp, steel plate, motor
Video Link :
https://vimeo.com/81364731
展示 :
2011 Ars Electronica Campus Exhibition 2011,リンツ美術大学,
オーストリア
2012
, Galerija Kapelica, リュブリャナ, スロベニア
Junya Kataoka and Rie iwatake

There is an assumption in Junya Kataoka's work philosophy
saying, that human and nature have distanced themselves
to fa from one another. Man is a part of nature and natural
part at the same time. With the piece 'Twilight', the artist is
trying to depict the intertwinement of twilight zone of the
human and nature. When the tree branches shake, the
ﬂuorescent lights on the top of the branches start blinking.
With the stimulus on a vibrating motor, electrodes at the
tips of the branches, gently sliding on the steel plates, start
switching the lights on the top of the branches on and oﬀ.
This action represents a limited space, co-creating contrasts
such as; light and dark, organic and anorganic, industrial
and natural... The space is arranged in a form of a forest
created by man, in which a path is created as if shaped by
an animal. The artist wants the audience to experience
relationship/inﬂuence of electricity towards nature, while
walking through the objects.
Galerija Kapelica / Kapelica Gallery, 2012

《 回る電球 》
電球、送風機ほか
2015Light bulb, ventilator, etc.
Video Link :
https://youtu.be/ePERW9sA9Fs
展示 :
2017 BankART LifeV 観光 , BankART Studio NYK, 横浜
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館

切れた電球を取り外して机の上に置いたとき、電球がくるり
と回転した。見慣れた物が見知らぬ物になる瞬間だった。
小さな送風機から出る風で 電球がくるくる回り続けている。
One day, when I removed a dead light bulb and put it on my
desk, the light bulb spun around. It was moment when the
attributes of a familiar object segued into the unknown. With
the assistance of a small ventilator, the light bulb continues
spinning.

Junya Kataoka and Rie iwatake

Installation View：

, BankART Studio NYK, Yokohama, 2017

Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/17-08̲U35.html

｢片岡純也 + 岩竹理恵｣のアートユニットの個展が現在
Mini Gallery で開催されている｡実際には役割分担がある
ようだが､一目ではどちらがどちらの作品なのかはわか
らない｡コラボレーションというよりも鉄筋コンクリー
ト造 (RC/reinforced concrete) のような､必然的な相補性
を感じるユニットだ。
池田修 (BankART) BankARTブログより , 2017

白く四角い紙が天井の高さからゆっくりと落ちてくる。
空気の抵抗を受けて紙は微妙に揺れ、しかし傾きすぎて
すとんと落ちることはない。電球がぐるぐると床の上で
転がり続ける。不思議と止まることはない。身近にあ
りそうな現象だが、普段その動きをまじまじと見つめる
機会はなく、見ている人の目を釘付けにする。博物図
鑑からのコラージュ作品も、無関係なもの同士を衝突
させるというよりは自由に連想を繋げていくように図
像を連ねるもので、作家の頭の中から空間へ流れ出し
たかのようだ。片岡と岩竹の作品は、世界に対するみ
ずみずしい原初的な驚きに満ち、子供のころの好奇心や
空想を蘇らせてくれる。

A white, square piece of paper slowly drops from the
height of the ceiling. Hit with air resistance, the paper
sways slightly, but never slants so far that it drops. A
lightbulb continues to spin around and around on the
ﬂoor. Strangely, it never stops. These may seem like
familiar phenomena, but without the chance to gaze
intently at their movement on regular basis, viewers'
eyes become hooked. Moreover, collage pieces were
made out of illustrated reference books from which the
artists lined up iconology by freely connecting
associations - rather than putting unrelated things into
collision. It feels as though the work ﬂowed out of the
artists' minds into our space. Brimming with a primal
and luscious sense of awe towards the world, Kataoka
and Iwatake's works bring back our childhood curiosity.

鷲田めるろ（キュレーター）アーツ千代田 3331での個展紹介文より, 2019

Meruro Washida (Curator), 2019
Junya Kataoka and Rie iwatake

《めくりあう本 》
文庫本、金具、モータ ほか
2019
Paperback book, metal ﬁtting, motor, etc.
Video Link :
https://youtu.be/VRN6lhPYY4w
展示 / 放送 :
2020 心ある機械たち again, BankART Station, 横浜
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館
2022~ NHK「Eテレ2355」1 minute galleryで放送中

2 冊の本がそれぞれ逆に回転している。本がぶつかり重
なって通り過ぎるときにお互いにめくりあう。
本を手にとるとまずパラパラしたくなる。その視覚的
触覚をかたちにした。
Two books are each rotating in opposite directions; when
they are in touch and rotating, they ﬂip through the pages
of each other. Whenever one picks up a book one ﬁrst
wants to ﬂips through it. I gave shape to this visual feeler.
Junya Kataoka and Rie iwatake

《石の重さで紙をずらす 》
石、A4 コピー用紙、磁石、モータ
2018
Stone, A4 paper, magnet, motor
Video Link :
https://youtu.be/3BXNLn̲PsNI
展示 :
2018 BankART Under 35, BankART NYK, 横浜
2019 trans̲2018-2019, 秋吉台国際芸術村, 山口
2019 二つの心臓の大きな川 , アーツ千代田 3331, 東京

四角く重ねられた紙が回転する石の重さで少しずつず
れてゆっくりと螺旋形になっていく。
The squarely stacked paper gradually becomes a spiral form
by being slightly shifted by the weight of rotating stone.

Junya Kataoka and Rie iwatake

《地図を回して球にする》
丸めた地図、
ターンテーブル、
蓄音機のホーン、
ガラス板
2016Map, turntable, gramophone horn, glass plate
Video Link :
https://vimeo.com/161291356
展示
2018 BankART Under 35, BankART NYK, 横浜
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館

ターンテーブルの回転とガラス板の摩擦による力のバラ
ンスで、
丸めた地図が自転と公転をしながら回り続ける。
The rotation of the turntable and the balance of forces
caused by the friction of the glass plates keep the
rounded map spinning, rotating on its own axis and
revolving in an orbital motion.

Junya Kataoka and Rie iwatake

身の回りの現象と世界の仮定を組み合わせる
Works that recreate natural and physical phenomeno,
combining physical phenomena around us with stories
from the ancient and modern world.
Video Link :
https://youtu.be/npAqWmxJ-BY

《P 波または S 波の繰り返し運動》
スプリングコイル、上皿天秤、モータ
2020
Spring coil, even balance scale, motor
《砂鉄による台風の模倣》
砂鉄、磁石、地球儀、モータ
2020
Iron sand, magnet, globe, motor, etc.

Junya Kataoka and Rie iwatake

《ポジション−手紙からの採集》
切手、方位磁針、鉄製定規、モータほか
2020
−
Skeltal model, metal ﬁtting, motor

展示風景：MOT アニュアル 2020 透明な力たち , 東京都現代美術館 , 2020
Installation View,
, Museum of Contemporary Art Tokyo, 2020
Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/2020̲MOT.html

本来の意味や機能とは離れて形の特徴を作品化する彼らは物の性質を暫定的な
ものとして捉えようとする。作品にしばしば登場する頭蓋骨、
地球儀、
本、
パイプ、
蝶などはヴァニタス画において人生や現生の虚しさを伝えるアイテムである。
これはものごとを暫定的に捉える彼らの姿勢と共通しているだろう。
素材は形態、機能、動き、さまざなレベルの類似（アナロジー）
で結びつけられ
アナロジカルに作品へ再構築されている。
展覧会図録より要約。原文：小高日香理（東京都現代美術館）,2020

Junya Kataoka and Rie iwatake

展示風景：MOT アニュアル 2020 透明な力たち , 東京都現代美術館 , 2020
Installation View,
, Museum of Contemporary Art Tokyo, 2020

Junya Kataoka and Rie iwatake

…人体と風景のアナロジーを扱う作品。室内を人体の内
部空間に、ゴム束のねじれを筋肉繊維に見立てる等、
アナロジカルな視線で生物、無生物、風景、自然現象を
緩やかに連関させ、博物学的な展示室の様相をつくり
あげている。50以上のコラージュの連作《内包される風
景》がその代表例である。作中では、腸内ガスの詰まっ
た腸が室内でのガス爆発になぞらえていたり、ポンプと
しての心臓から水が流れ、川やダムを形づくっている。
キネティック作品《呼吸されるべきオブジェ》ではチュー
ブの中の空気が下駄の鼻緒を通り抜け、
風船を膨らまし、
パイプの先から吐き出されることで、酸素あるいは二
酸化炭素が通る血管・肺・気管の動きを思わせる。…
文：小高日香理（東京都現代美術館）展覧会図録より , 2020

…Works that express analogies for the human body
and landscapes. Viewing the interior of a room as the
interior of the body, or evoking muscle ﬁbers using
twists of rubber, they form loose connections between
living organisms, inorganic objects, landscapes, and
natural phenomena from an analogical perspective. As
a result, the gallery appears like a room in a natural
history museum.
, which consists of over
50 collage works, is the most representative example.
Here, an illustration of an intestine full of internal
gas is compared to that of a gas explosion in a house.
Another depicts water gushing out from the heart as
pumping organ and forming a river with a dam. An
example kinetic work is
, which has
tubes carrying air passing through the thongs
wood clogs. Air from the tubes ﬁlls a ballon and
spouts from the end of a pipe. In this manner, the
work recalls movements of veins, lungs and wind
pipe as air or carbon dioxide passes through.…
Written by Hikari Odakaka［Curator of Museum of Contemporary Art Tokyo］
2020

左から｜From Left;
《こちょばされるべきオブジェ−渦巻管》
耳かき、切り抜き、モータ
2018
−
Ear pick, cut-out paper, motor, etc.
《回転による関節の間隔》
骨格模型、金具、モータ
2020
Skeltal model, metal ﬁtting, motor
《頭蓋骨による羽根の収縮》
頭蓋骨模型、羽根、歯車、金具、モータ
2020
Feather, skull model, gear wheel, motor, etc.
《呼吸されるべきオブジェ-》
パイプ、
ポンプ、
下駄、
風船、
スケッチブック、
切り抜き、モータ
2020
Pipe, pump, wooden clogs, balloon,
sketchbook, cut-out paper, motor, etc.
《ねじれるテンション》
木の枝、ゴム
2020
Branch, rubber, etc.

Video Link :
https://youtu.be/7Pz-q0stGsc

Junya Kataoka and Rie iwatake

図案や図解の線から連想して世界の仮説を組み合わせる
《内包される風景 》
印刷物のコラージュ、木枠、ガラス板ほか
2013-2020
Collage of printed matter, wooden frame, glass plate, etc.

Junya Kataoka and Rie iwatake

《 内包される風景 》

2013-2020, collage

Junya Kataoka and Rie iwatake

《掛け軸による関節の運動》
掛け軸、骨格模型、モータほか
2020
Hanging scroll, skeltal model, motor, etc.
《重さによるハンマーの次第》
ハンマー、錘、車輪、モータほか
2020
Hammer, weight, wheel, motor, etc.

Video Link :
https://youtu.be/QFDl5-YdQ14

Junya Kataoka and Rie iwatake

《転がされる石−室内画 48 より》
リトグラフからの切り抜き、アクリル板、モータほか
2020
−
Cut-out from Lithograph, acrylic board, motor, etc.
《木の枝による分割》
木の枝、ゴム
2020

《切り抜かれた室内画 48−盆栽と内臓のある室内》
切り抜かれたリトグラフ
2020, 380 x450 mm
−
Lithograph with cutout

Branch, rubber
Video Link :
https://youtu.be/G2xvHjguWzQ

Junya Kataoka and Rie iwatake

《室内画 41−配置される円と回転図 》
紙にインク（リトグラフ刷）
2018
−
Lithograph on paper
円と回転の図解の切り抜きが部屋のパースにあわせて座
標が決められ配置されている。円の図には、
太陽系、
台風、
波紋、星の軌跡、矢の標的、魚の目などが選抜。扇風機
と電球は、
《回る電球》からの引用で円錐は頂点を軸に
回転する形での登場。北天の窓の横の小さな窓の図はカ
メラのフィルムの遮光カバーの図、その下にあるのは光
を取り込むレンズパネルの図、そこの穴の図の白いところ
は版画のインクがのっていない紙の地のままの白が際立つ
ようになっているのがこの画面の消失点になっている。

《 回る枝》
木の枝 、モータ
2020
Branch, motor
《回るプルトップ−お〜いお茶半ダース》
アルミ缶、モータ
2019
−
Aluminum can, motor

Junya Kataoka and Rie iwatake

茶をもてなす茶室は茶や道具に景色を見立て、外を
内へ取り込み無限の入れ子状態として瞑想空間装置
へと発展した。茶室のしつらえ方の教本を土台にして
図鑑などから道具の図をコラージュし、それをリト
グラフにした。貼り付けた印刷物も紙の皺や裏ペー
ジの透けも全て同一のインクに還元して絵画の入れ
子状態について考えていた。

展示 :
2019 Out of Bounds, Bloc Projects, シェフィールド , UK
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館
2021 食と現代美術 vol.8, BankART Station, 横浜

《室内画 37−配置される山と消失点 》
紙にインク（リトグラフ刷）
2018, 385 x 450 mm
−
Lithograph on paper
《室内画 38−山と煙のある室内 》
紙にインク（リトグラフ刷）
2019, 385 x 450 mm
−
Lithograph on paper
《室内画 49−配置されるべきオブジェ 》
紙にインク（リトグラフ刷）
2018, 385 x 450 mm
−
Lithograph on paper
Junya Kataoka and Rie iwatake

《ナマコによる茶器の演奏 》
乾燥ナマコ、茶器、金具、モータほか
2016
Dried sea cucumber, teaware, metal ﬁtting, motor, etc.
Video Link :
https://youtu.be/IMyfEmOZ8qA

回転したナマコの突起が金具を弾き茶器を鳴らす。
A dried sea cucumber are rotating. The metal ﬁttings are
played by the projections of the sea cucumber, making
tea wares sound.

Junya Kataoka and Rie iwatake

《フランスパンとペリエ》
パン、瓶、LED、モータ
2014
Baguette, bottles, LED, motor
Video Link :
https://youtu.be/Vo̲hBaUbz8A

フランスパンの凹凸に合わせて光が上下し、空間の光が
ゆらゆら揺れる。
Light is illuminated from inside a glass bottle, making the
space appear as if it were under water. The light rises and
falls in accordance with the unevenness of the bread, and
the light in the space shimmers.

展示 :
2014 L'Arrivée des Japonais en France, Cité internationale universitaire de Paris, パリ
2021 食と現代美術 vol.8, BankART Station, 横浜

Junya Kataoka and Rie iwatake

《０から１へのアナログ変換 》
サークル管、木材、モータ ほか
2020
LED circle tube, wood, motor, etc.
Video Link :
https://vimeo.com/398167659
展示 :
2020 変容のありか 流れる時間の捉え方, 藤沢市アートスペース
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館

光源のサークル管が回転し、その先にある装置を覗くと無数
の光が ○から｜の形に変わり続け、
人体像を浮かび上がらせる。
家の中で起きた木漏れ日現象から着想し、ピンホールカメラ
の仕組みを使った。
When the circular light source at the tip of the device revolves,
the viewer peering in sees multiple lights seamlessly change
from 0 to 1 shapes to create an image of a human ﬁgure. The
work takes a hint from seeing light leak through a door crack
into a dark corridor and cast round lamp-shaped images on the
ﬂoor, just as light shining through trees casts countless round
suns on the ground.
Junya Kataoka and Rie iwatake

Atopon（場所をもたない）
は、動と静のあいだにある奇妙なも
の〈瞬間〉を意味する。近づいたり遠ざかったりして捉えよう
としても事象の輪郭は常に不安定で暫定的なものだ。一枚の
風景写真を分割して、それぞれの部分の印刷の粒子の大きさ
を変えることで遠近感の異なる写真を組み合わせたような効
果が起きる。遠ざかって見れば風景の像が現れて、近づけば
インクと紙に還元する、それが交互にまたは同時に起こるよ
うな流動する視覚体験について考えていた。

2019
1040 x840mm
Inkjet print on paper
2019
1040 x840mm
Inkjet print on paper
展示 :
2020 MOT アニュアル 2020 透明な力たち, 東京都現代美術館

The title of the work, Atopon (having no place), is a Greek word
meaning a strange thing (moment) between motion and
stillness. The outline of a phenomenon is always unstable and
tentative, even if you try to capture it by moving closer or further
away.
By dividing an image of a landscape into sections and changing
the size of the print particles in each section, the eﬀect of
combining images with diﬀerent perspectives is created. There is
a parallel relationship between the image space and the art
material space on the same screen, with the landscape
appearing as you move away and reducing to ink and paper as
you approach.The point of view is not a ﬁxed point, but
represents a ﬂuid visual experience of time and distance.To be
able to see/to see/to be able/ see, observing and perceiving
complement and interfere with each other. In the interlocking
ﬂow of seeing and looking, there is a visual experience that only
the subject who is looking can see/see.
Junya Kataoka and Rie iwatake

2020
971x663mm each
Inkjet print on paper

Junya Kataoka and Rie iwatake

展示風景 : 瀬戸内国際芸術祭 2022, 宇野 , 岡山 , 2022
Installation View:
, Uno, Okayama, 2022

Junya Kataoka and Rie iwatake

1060 x 2120 mm
Acrylic on panel

, 2021
Junya Kataoka and Rie iwatake

（※）
アルベルティは絵画の画面を外に開かれた「窓」とした
。
私たちは特定の空間が表現された平面の作品を前にした
とき、それを一つの構築された世界と捉える。
しかし、岩竹による今 回 の試 み は「2 次元で表現された
3 次元の 空間」という認 識 を 倒 錯 させる。都 市の 像 を 部
分 的 に 剥 がしとった写真を プロトタイプとした絵 画 で
は、立 体 物 である建 物 を表 現 するための 面と線が「矩
形それ自体」としてリズム感 を持って現出する。そこでは
絵画空間のイリュージョンを認識しようとする私たちの
知覚は転覆し、表現された空間と、メディウムとしての
平面の狭間を漂流することとなるのである。
本展の脱構築的ともいえる一連の作品には、まるで鑑賞
者の背後でほくそ笑むかのような、岩竹の視点が見て取
れるだろう。
※レオン・バッティスタ・アルベルティ
（著）池上俊一・徳橋曜（訳）
「絵画論」池上俊一
監修
『原典 イタリア・ルネサンス芸術論 上』
（名古屋大学出版会 2021年）
、
293 ページ参照。

岩垂なつき（美術批評）
2021年

Alberti regarded the surface of a painting as a “window”
opening out to the world. (*)
When we stand in front of a two-dimensional work that
expresses speciﬁc space, we recognize it as one structured
world.
However, Iwatakeʼs attempt in this exhibition distorts our
recognition of a “three-dimensional space represented
in two-dimensions”.
Using a photograph of a city as a prototype, with some
imagery partially removed, planes and lines representing
three-dimensional buildings become elements,
composing a rhythmic structure as “rectangle itself”
.
Here, our perceptions that recognize the illusion of
space in paintings get overturned, and end up drifting
in the interval between represented space and the
plane as a medium.
In her series of works, that could also be viewed as
deconstructionalistic, we are able to see Iwatakeʼs
perspective, as if she is gleefully chuckling behind the
viewer, outsmarting our consciousness.
*. Leon Battista Alberti. (2010). Leon Battista Alberti: On painting: a new translation and critical edition (Rocco
Sinisgalli, ed and trans.), p.39. New York, Cambridge University Press (Original work written 1435-1436).

Natsuki Iwadare (art critic)
Translated by Penguin Translation

1060 x 2120 mm
Acrylic on panel

, 2021
Junya Kataoka and Rie iwatake

《測度空間urbs のための考察》
2015
297 x 420 mm
Collage of photo on paper

《測度空間urbs のための考察》
Junya Kataoka and Rie iwatake

Collage of photo on paper, acrylic on panel, etc.

Installation View：物象詩 - 表出する内圧 , Kana Kawanishi Gallery, 東京 , 2021
, Kana Kawanishi Gallery, Tokyo, 2021
《内圧によるマスクの運動》
マスク、ラバーカップ、モータほか
2021

Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/21-01̲KKG.html

Mask, rubber cup, motor, etc.
《表出する内圧》
ガラスドーム、モータほか
2021
Glass dome, motor, etc.
《手のひらによる木漏れ日現象》
サークル管 LED ほか
2021
Circle tube LED, etc.

Junya Kataoka and Rie iwatake

《ポンプのある静物》
新聞紙、糊
2014
Newspaper, glue

《円柱のある静物》
新聞紙、糊
2014
Newspaper, glue

Junya Kataoka and Rie iwatake

《複氷現象のある室内 》
コラージュ
2021, 280 x 230 mm
Collage

《内包される風景 - 脈打つピラトゥスより》
コラージュ
2021, 280 x 230 mm
Junya Kataoka and Rie iwatake

Collage

トンネルを抜けると、穴の外の紙の底が白くなつた
耳石が転がる振動で眩暈が到着し、鼓膜には地下鉄が開通した

《揺れるプレート》
ホワイトボード、ピンポン球、石、文房具、モータ
2019

《回る枝 》
小枝、糸、錘、モータ
2019

Whiteboard, ping-pong ball, stone, stationery, motor

Twig, string, weight, motor

展示風景：trans̲2018-2019, 秋吉台国際芸術村, 山口 , 2019
Installation View：trans̲2018-2019, Akiyoshidai International Art Village, Yamaguchi, 2019

ホワイトボードがゆっくりと揺れ、秋吉台のカルスト地形を
連想させるジオラマの中をピンポン球が転がり続ける。
A motor constantly sways the whiteboard like a seesaw, and
ping-pong balls roll in the georama which suggests the
landscape of Karst plateau

小枝が空中でくるくると回り続ける。森の中で蜘蛛の糸に
引っかかった小枝が浮かんで回っていたことを作品化した。
A twig spins continuously. It was inspired by a twig we saw in
the forest that was caught on a thread of spider web and
seemed to be ﬂoating in the air.

Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/19-03̲AIAV.html

Video Link :
https://youtu.be/-hLgR-aLzl0

Video Link :

Junya Kataoka and Rie iwatake

http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/20̲spinning-branch.html

《水面を描く》
時計の針、時計のムーブメント、
鉛筆の芯、紙、切手の切り抜き
2020
Clock hands, clock movement,
pencil lead, paper, cut-out paper
《円と円運動》
切手の切り抜きをコラージュ
2019, 400 x300 mm
Collage of postage stamp

Junya Kataoka and Rie iwatake

展示風景：変容のありか 流れる時間の捉え方 , 藤沢市アートスペース , 神奈川 , 2020
Installation View：
, Fujisawa City Art Space, Kanagawa, 2020

Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/20-03̲FAS.html

Junya Kataoka and Rie iwatake

Installation View：2017 Treasure Hill Light Festival, Treasure Hill Taipei Artist Village, Taipei, 2017

Video Link :
http://kataoka-iwatake.tank.jp/exh/17-04̲THAV.html

Junya Kataoka and Rie iwatake

《無題- 臺北 ̲2016/7/1-2017/3/31》
印刷された紙 , インスタントフィルムほか
2016-2017

Printed matter, instant ﬁlm, etc.
2016-2017

Junya Kataoka and Rie iwatake

《ポンプ 風船 スケッチブック 》
ポンプ、風船、スケッチブック、モータほか
2017
Pump, balloon, sketchbook, motor, etc.
Video Link :
https://youtu.be/ytCYG-mK-W0
Installation View:

, Taipei Artist Village, 2017

Junya Kataoka and Rie iwatake

《マグリットの考察 》
靴、ズボン、送風機
2021
Shoes, pants, blower

Junya Kataoka and Rie iwatake

《連動する地球儀》
地球儀、モータ
2021
Glove, motor
Video Link :
https://youtu.be/1YPDGplCvSo
展示 / 放送 :
2022 瀬戸内国際芸術祭 2022, 宇野エリア, 岡山
2022~ NHK「Eテレ2355」1 minute galleryで放送中

地球儀の一つがモータで回転している。接した地球儀
が連動して次々と回転していく。
One of the globes is rotating with a motor. The globes in
contact with each other are rotating in tandem.
Junya Kataoka and Rie iwatake

展示風景 : 瀬戸内国際芸術祭 2022, 宇野 , 岡山 , 2022
Installation View:
, Uno, Okayama, 2022

Junya Kataoka and Rie iwatake

《電気の紐によるドローイング 》
2022
遺された照明器具、レーザーポインター、
蓄光板、モータほか
Laser pointer, phosphorescent plate,
motor, etc.
《一輪車は芝生を走る夢を見る 》
2022
一輪車、人工芝生、モータほか
Unicycle, artiﬁcial lawn, motor, etc.

展示風景 :
瀬戸内国際芸術祭 2022, 宇野 , 岡山
Installation View:
Uno, Okayama
Junya Kataoka and Rie iwatake

展示風景 : 瀬戸内国際芸術祭 2022, 宇野 , 岡山 , 2022
Installation View:
, Uno, Okayama, 2022

《赤い家は通信を求む 》
赤い家、遺されたアンテナ、遺された窓、LED ほか
2022
Things left behind, LED, etc.
《連動する芝生 》
人工芝生、窓枠、モータほか
2022
Artiﬁcial lawn, window frame, motor, etc.

Junya Kataoka and Rie iwatake

