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ポーラ美術館アネックスで開催される東京で初の個展で、八木夕菜は、はっと息をのむような作品群とともに、作
家 と し て 成 熟 の 域 に 達 す る。同 個 展 は、「ひ と つ に な る 世 界」
（2015）、「崩 れ ゆ く 世 界」
（2016）、「祈 り の 空 間」
（2017）という旧シリーズを包含し、照らし出す。過去の展覧会では、建築と写真の間を彷徨、錬金術によって創り
直されたかのような風景を通じ、詩的で個人的な体験に没入させてくれたのに対し、「NOWHERE」は八木の美学
の声明文のようだ。この声に出されない声明は、視覚芸術分野での八木の芸術活動の基盤となるだけではなく、
3/11 に取り憑かれたコンテンポラリーアーティストとしての活動をさりげなく、だが力強く支えている。母国の
歴史を喚起し、その建国神話をなぞりながら、八木がここで採用した芸術文法表現では、写真の光は原始の太陽だ
けではなく、悲劇的な爆発やアンビバレントな影を映し出す。
多重露光と、対向する光と影の層で構成され、絵画や実験的にスクラッチされたフィルムに似た「Blanc / Black」
シリーズ（タイトルは光の三原色 RGB と影としての CMYK も 無 とも関連がある）。その圧倒されるような画像を
見ていると、太陽神である天照大神の日向大神宮 * の姿が突如として浮かび上がる。だが、光と色が驚きとともに
現れると、大神宮はベールを取り払われ、どこかその姿をさらけだしたままとなる。太陽を凝視し、ありとあらゆ
るものに痕跡を残す黒い染みを目にしたかのように、語られなかった歴史のように、あるいは、爆発の記憶のよう
に…。ここでは、写真が儀式、瞑想体験となる一方で、重層構造を持つ実体のなかに時間と空間が文字通り刻まれ
ていく。
続く「崩れゆく世界」は、京都、ナント、ヘルフォルト、台北の象徴的な建築と、バンコク、神戸の都市風景の水没
写真のセレクションだ。神戸をテーマにした作品では、
最新の都市風景と70年代の公営住宅（1995年の被害を免れた）
を、建築のために開発されたランダム回折プログラムで、同じように回折する。これらの水没したプリントの流動
性は、デジタルドリフトの歪みをエコーして、度重なるメルトダウンの記憶を反映する。震災から、急速に老朽化
したポストモダンプロジェクトまで、歴史とユートピアは、ノスタルジックで詩的な残骸として水中に横たわる。
一方、
「NOWHERE」は、日本の象徴的イメージの上を掠め、自転する太陽に映る黒い太陽のなか、投影を通して現れ、
かつて神戸にあった住宅の瓦礫にぶつかる。まるで、救命毛布を彷彿させるアルミニウムの包装物で、壁に当たっ
て砕け散ったかのようだ。
そして、「ひとつになる世界」では、コンクリート建築を廃し、自然を讃え、詩的でグラフィカルな小宇宙とともに
風景を創り直すことにより、展覧会の語るストーリーに心穏やかな始まりと終わりを可能にしている。なぜなら、
八木がこの展覧会で実際に語っているのは、いまだかつて表現されたことがないにもかかわらず、太古から存在し、
決して無関心ではいられない、生命と自然、環境と人類への賛歌だからだ。

With her first solo show in Tokyo at Pola Museum Annex, Yuna Yagi reaches maturity with a
breathtaking series of works enlightening and encompassing her past series, It’s a One World (2015),
Collapsing World (2016) and Space For Prayers (2017). While those shows wandered between
architecture and photography, offering poetic, intimate and immersive experiences through alchemic
recreated sceneries, NOWHERE appears as an aesthetic statement. An untold statement that grounds her
artistic practice in the field of visual arts, but also, in a very subtle, yet powerful way, as a contemporary
artist inhabited by 3/11. Recalling the history of her country and revisiting its mythological origins, Yagi
introduces here her artistic formal lexicon in which the photographic light mirrors the original sun as well
as tragic blasts and ambivalent shadows.
While contemplating the stunning series Blanc / Black - a title referring both to RGB light and CMYK
shadow the nothingness, made of multiple exposures, layers of shadows and layers of lights facing each
others and bordering on painting and experimental scratched film, suddenly arises the Goddess of Sun’s
Great Shrine*. But as light and colors amazingly appear, the shrine remains somehow unveiled, just as one
stares at the sun and sees a dark blot imprinted on all things, just as untold history, or just as one’s
memory of a blast. Here, photography also becomes a ritual and a meditating contemplative practice, while
time and space are literally engraved in its layered materiality.
Collapsing World follows with a selection of submerged photographs of iconic architecture pieces from
Kyoto, Nantes, Herford and Taipei, as well as urban landscapes of Bangkok and Kobe. In the latter, Yagi
equally diffracts brand new city landscapes and social compounds from the 70’s - however spared in 1995,
with a random diffracting program developed for architecture. The liquidness of those drowned prints
echoes their digital drifts, reflecting the memory of repeated meltdowns. From earthquakes to fast-aging
post-modern projects, history and utopia lie underwater, as nostalgic and poetic wrecks.
Meanwhile, NOWHERE appears through a projected shadow, in a black sun reflected on a revolving sun
sweeping over symbolic images of Japan, and hits the debris of the same Kobe compounds – which seem
to be blown up against the wall, the aluminum wrapping pieces somehow recalling rescue blanket.
Finally, It’s a One World offers a soothing start and closing to the show narrative, with its poetic and
graphic microcosms of day dreaming sceneries, abolishing concrete constructions and magnifying nature.
Because what Yagi is actually addressing in this show, is an ode to life and nature, environment and
mankind, never portrayed but primarily present and necessarily engaged.
Isabelle Olivier
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* 京都南禅寺に近い日向大神宮は、日本誕生のもととなった太陽神
（女神）である天照大御神を祀っており、

京都最古の神社（5 世紀）と言われている。

in Kyoto, near Nanzenji, Himukai Daijingu 日向大神宮 is dedicated to Amaterasu, the goddess of sun,
who gave birth to Japan. It is said to be the oldest shrine in Kyoto (5th century).
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