
▶ Artworks

Inversion_Reflection4 #0_1

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, 
aluminum frame

frame

9190ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection4 #0_1

油彩、キャンバス、麻紐、
アルミフレーム

100 x 100 cm

2020

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#9190


▶ Artworks

Inversion_Reflection4 #33

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, 
aluminum frame

frame

9192ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection4 #33

油彩、キャンバス、麻紐、
アルミフレーム

50 x 50 cm

2020

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#9192


▶ Artworks

Inversion_Reflection4 #40

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, 
aluminum frame

frame

9199ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection4 #40

油彩、キャンバス、麻紐、
アルミフレーム

50 x 50 cm

2020

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#9199


▶ Artworks

Inversion_Reflection2 #0

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, wooden frame

8795ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection2 #0

油彩、キャンバス、麻布、木枠

116.7 x 116.7 cm

2019

PA

Inquire to Commission Artwork

時間の経過、異なる空間やイメージの重なりをテーマに、“走る牛” と “回転する線” の
映像を、別々のタイムラインで１フレームずつ重ねた絵画作品。
木枠と麻紐でキャンバスを宙吊りにする様式は、1600年代中頃にオランダの限られた
地域で用いられたとされる下地塗り用の仮張技法である。

モチーフの映像は、インターネット上で配信されている名無し動画より採用している。
“走る牛” は人類最古の絵画といわれる洞窟壁画へのオマージュ考察であり、松明の炎に
よって無数の牛を動画的に見ていた古代人の生に対するリアリティや呪術性を自身の
制作によって追体験を試みている。

多種多様なイメージが氾濫する今日の社会において、人々はインターネットを介し圧倒的な
現実感を享受できるようになった。バーチャル体験が実体験を凌駕（Inversion）し、
一つの小さな画面上に計り知れない情報量をうつしだし(Reflection)、人々の「見る」
行為はその欲求とともにどこへ向かうのだろうか。複雑な知覚と感情をもちあわせる人
間の姿を、絵画史を遡り考察しながら、現代人が対面し「見る」欲求を掻き立てる絵画
のリアリティと新たな可能性を探求する。

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20to%20Commission%20Artwork%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#8795


▶ Artworks

Inversion_Reflection2 #3

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, wooden frame

8786ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection2 #3

油彩、キャンバス、麻紐、木枠

45.5 x 45.5 cm

2019

PA

Inquire to Commission Artwork

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20to%20Commission%20Artwork%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20##8786


▶ Artworks

Inversion_Reflection3 #0

Seishu Niihira

Oil on canvas, hemp twine, wooden frame

8856ACG ID #

新平 誠洙

Inversion_Reflection3 #0

油彩、キャンバス、麻紐、木枠

116.7 x 116.7 cm

2019

PA

Inquire to Commission Artwork

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20to%20Commission%20Artwork%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#8856


▶ Artworks

Bill with T

Seishu Niihira

Oil on canvas

5221ACG ID #

新平 誠洙

Bill with T

油彩、キャンバス
200 x 180 cm each (set of 2)
2014

PA

Inquire for Price

時間の運動と静止をテーマに、“演奏するビル・エヴァンス”の映像をコンマ数秒の
差で抽出し描いた2点組の絵画作品。

絵画は1点ずつ静止した肖像画として鑑賞することができるが、2点を並べ連続さ
せることで、両者の間には“時間の経過”が現れる。2点にまたがる蛍光色ラインは、
継続した時間軸を強調しながらも、同時に分断するノイズとなる。動と静が拮抗
する矛盾を孕んだまま、2点は一つの世界を形成している。

本作は、ビル・エヴァンスの演奏シーンを描く連作をはじめ、一画面上に異なる
時空間を共存させる《Inversion》《Inversion_Reflection》シリーズへと展開
するターニングポイントとなった重要な初期作品の一つである。

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#5221


▶ Artworks

Division

Seishu Niihira

Oil on aluminum panel

新平 誠洙

油彩、アルミ板

Division

8085ACG ID #

160 x 160 cm, 

each, set of 8 pieces.

2018

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#8085


▶ Artworks

Hell Screen

Seishu Niihira

Oil on aluminum panels

新平 誠洙

油彩、アルミ板

Hell Screen

8451ACG ID #

150 x 519 x 51 cm, 

6-panel folding screen

2018

PA

アルミ無垢板の六曲屏風半双。描かれている人物は、田能村直入と富岡鉄斎。文人画家の
二人の肖像がモンタージュのように重なり、分裂する「Hell Screen（地獄変屏風）」。

幕末から明治時代にかけて活躍した田能村直入は、京都府画学校の創立者の一人で
あり、煎茶道の発展に寄与したことでも知られる。富岡鉄斎は日本最後の文人とも
謳われ、京都市美術学校にて教員として修身を教えた。二人は共に日本南画協会を
設立し、良き友人関係にあったが、直入の死後、鉄斎は直入が地獄に落ちた絵を描いた。

「地獄変」屏風を描いた絵仏師の良秀の物語として大正七年の芥川龍之介『地獄
変』がある。見たことの無いものは描けぬという良秀は、実際に牛車を燃やし焼け
死ぬ女の姿を見たいと大殿様に申し出る。それを愛娘で現されてもなお良秀は題材の
美として恍惚と見つめ、地獄絵の完成に注力し、描き上げた翌夜に良秀は自死した。

新平誠洙は、思想や感情、生死が無数に分散していくインターネット社会の実態を
見つめ、絵画を通して現代的なイメージの共有化や見る行為を問い掛ける作品を近年
多く制作しています。「絵を描けば描くほどに社会や家庭、親しい人たちから物理的な
距離が離れていくのを感じ、それを奥深い部分では自分でも求めているように思う」
（新平）。本作では、時代や次元を超えて、画家たちの孤独と地獄が共鳴します。

注：
本作品は、展覧会「明治 150 年・京都のキセキ・プロジェクト／京都市立芸術大学芸術資料館
収蔵品活用展 田村友一郎『叫び声／ Hell Scream』」(2018、京都市立芸術大学ギャラリー 
@KCUA) に向けて制作されました。当該展覧会は、二つのテーマ「叫び声／ Hell Scream」
「地獄変／ Hell Screen」と言葉のつながりで構成され、新平の作品は後者における絵仏師・良
秀役として展示されました。富岡鉄斎が描いた田能村直入の死後の地獄に落ちた絵を、京都市立
芸術大学内の資料から見つけ出したことを発端に、田村氏は現在の京都市立芸術大学出身の前身
である京都府画学校・京都市美術学校から続く足跡を辿りながら、画家にとっての「地獄、悲
鳴、それは何か」を表す意図を込めて、新平へ作品制作を呼び掛けました。

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#8451


▶ Artworks

Inversion0  #12

Seishu Niihira

Oil, alkyd resin on aluminum panel

8097ACG ID #

新平 誠洙

Inversion0  #12

油彩、アルキド樹脂、アルミ板

45 x 45 cm

2018

PA

Inquire for Price

◆〈Inversion〉シリーズ
一画面上に“牛”をランダムに描き・写真に撮るを繰り返し、蓄積した写真をつなげる
ことで、壁画のような絵画と映像を同時に現出させるプロトタイプ作品《Inversion3》
から制作をスタートさせる。《Inversion0》《Inversion1》では、一画面の中にコ
マを連続・集積させた作品と、一枚ずつコマを独立させて複数点で構成する作品と
がある。支持体には3mmのアルミ板を採用し、光の反射と周囲環境の映り込み効果
をねらう。発光する金属板（PCやスマホなどの液晶モニター）にうつし出される映
像の情報量は、時に現実に対面して同じものを見るよりも、我々の知覚体験として
リアリティを上回る。アルミ板にうつりこむ現実空間（三次元）は焦点が定まらず、
画面上では鮮明に描かれた牛（二次元）の方が優位に存在する。タイトルのInversion 
は、この次元優位性の「反転」を試みることを示している。

松明の炎で洞窟に描いた牛を動画的に見ていた古代の人々への関心も根底にあり、
現代人である自身が興味を抱いた“出産する牛”や“走る牛”の動画をモチーフに彼らの
描画を追体験している。

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#8097


▶ Artworks

Refraction #7

Seishu Niihira

Oil on aluminum composite panel

7704ACG ID #

新平 誠洙

Refraction #7

油彩、アルミ複合板

90 x 90 cm

2017

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#7704


▶ Artworks

Refraction #8

Seishu Niihira

Oil on aluminum composite panel

7705ACG ID #

新平 誠洙

Refraction #8

油彩、アルミ複合板

90 x 90 cm

2017

PA

Inquire for Price

mailto:info@artcourtgallery.com?subject=Inquire%20for%20Price%20(Seishu%20Niihira)%EF%BD%9C%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%96%B0%E5%B9%B3%E8%AA%A0%E6%B4%99%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%EF%BD%9CACG%20ID%20#7705


受付時間：11:00 〜 19:00（火〜金） / 11:00 〜 17:00（土）
E-mail:  info@artcourtgallery.com    TEL：06-6354-5444　FAX：06-6354-5449
〒 530-0042 大阪市北区天満橋 1-8-5 OAP アートコート 1F

Tuesday - Friday: 11:00 a.m. - 7:00 p.m.  /  Saturday: 11:00 a.m. - 5:00 p.m.
E-mail: info@artcourtgallery.com   TEL +81(0)6-6354-5444 / FAX +81(0)6-6354-5449
OAP ARTCOURT 1F, 1-8-5 Tenmabashi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300042 Japan

本ページに掲載している作品以外にも、弊廊の取扱作家をはじめ、国際的評価の

確立した美術家から実力ある若手まで、コンセプト・素材・技術ともに独自性に

富む優れた現代美術を扱い、ご紹介しています。

公共施設、オフィスビル、商業施設、宿泊施設、個人邸など、コンセプトやご予算を

お伺いしながら、空間に合わせた作品コーディネートをご提案させていただきます。

In addition to the works we have published here, we present many other 
outstanding works of contemporary art that are marked by an abundance 
of conceptual, material, and technical originality by an array of artists, from 
internationally recognized figures to talented young creators.
From pub l ic  fac i l i t i es ,  o f f ice  bu i ld ings ,  commerc ia l  spaces , 
accommodations, to private residences, we offer customized art 
coordination for various spaces while taking the overall concept and budget 
into account.

主なアートコーディネート例のご紹介 

お問い合わせはこちら

Return to Websi teWebsi te へ戻る

The artist can be commissioned to make this work. 
Please let us know your questions about details such as size, price, and delivery.
We can also propose installation methods that best suit the artwork location.

This work is available for purchase. 
Please feel free to contact us for the price, or about details such as delivery and framing.

販売中の作品です。価格、納期、額装など、お気軽にお問合せください。

各ページのアイコンについて

What each icon means

受注制作を承ります。サイズ、価格、納期などご相談ください。
展示環境にあわせて設置方法もご提案いたします。

Inquire for  Pr ice

Inquire for  Pr ice

Inquire to Commission Artwork

Inquire to Commission Artwork

Selected Examples of Our Art Coordination

Inquire
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