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フレームの外にいます。

景框外的我  

I am outside the Frame.
撰寫於_藝術家魏聖倢 

Statement by_Sheng Chieh Wei

Everyday life is the verification of human 

existence, and this existence is more real-

istic.

With prevalence of social media, people 

habitually record their daily lives and 

upload them to social platforms. And 

even inviting someone who have never 

met before to browse their lives, so that 

the viewers bring about the transference 

to integrate into their everyday lives. Fur-

thermore, there is no denying that social 

media has become one of the paths for 

contemporary artists to experience the 

popular culture. 

日常生活は人間の存在の証明であり、それは
別の種類のより現実的な存在です。

ソーシャルメディアの普及により、人々は日常生
活を記録してソーシャルプラットフォームにアップ
ロードし、これまで会ったことのないユーザーを
招待して読むことに慣れているため、視聴者は
日常生活に共感し、溶け込むことができます。
ソーシャルメディアが現代のアーティストが大衆
文化を体験する方法の1つになったことは否
定できません。また、私の創造的なインスピレ
ーションは、私が興味を持ち、共感している日
常生活の写真であるソーシャルメディアからも
得られます。

絵画を通して、デジタル技術とアートのギャップ
を埋めます。絵画の色、構図、登場人物の関係
を利用することで、鑑賞者は同期した感情を

魏聖倢 Sheng Chieh Wei
Jeune homme à la fenêtre
(Young Man at His Window)
Acrylic, Ink on canvas
2021
20 x 40 cm (2 pieces, S4)

魏聖倢 Sheng Chieh Wei
Nature Morte - 4 (Still Life - 4)
Acrylic, Ink on canvas
2021
27 x 22 cm (F3)



Also, my inspiration is derived from 

photos of everyday life in social media 

that I am fascinated and empathetic.

Bridging the gap between digital tech-

nology and art with paintings which are 

conveyed with colors, compositions and 

relationship of characters, so that my 

artworks make viewers are filled with 

affection simultaneously, and directly 

place us in such a close distance. As the 

influential Pop artists, David Hockney’s 

iconic series of swimming pool, it also 

reflected the daily live and homoerotic 

desires he yearned for, and he concerned 

about the relationship between gender 

issues and society as well.

My paintings represent the modern living 

spectacle and the themes of vacation 

which I discovered on social medias. With 

transformed into the memory of the daily 

living by pictures and paints, in order to 

upload viewers’ memories.

生み出し、私たちをそのような近距離に直接
置くことができます。

絵画を通して、デジタル技術とアートのギャップ
を埋めます。絵画の色、構図、登場人物の関係
を利用することで、鑑賞者は同期した感情を
生み出し、私たちをそのような近距離に直接
置くことができます。

ポップアーティストのデイヴィッド・ホックニーのプ
ールシリーズのように、彼は彼が目指す日常生
活とエロティシズムを投影し、ジェンダー問題と
社会との関係に関心を持っています。

絵画で再現された現代の生活風景と、休暇シ
リーズのテーマである私は、これらのソーシャル
メディアの画像を写真や絵の具で人生の思い
出の断片に変換し、視聴者の記憶にアップロ
ードします。

魏聖倢 Sheng Chieh Wei
Nature Morte - 8 (Still Life -8)
Acrylic, Ink on canva
2021
45.5 x 38 cm (F8)

魏聖倢 Sheng Chieh Wei
Jeune Homme et Les Roses Rouges
(Young Man and Red Roses)
Acrylic, Ink on canvas
2021
38 x 45.5 cm (F8)



日常生活是人存在的驗證，是另一種更真實

存在。

在社群媒體盛行的現下，人們習慣地記錄

自己的日常生活上傳到社群平台，甚至邀

請素昧平生的使用者閱覽，使觀者產生移

情作用，融入他們的日常生活當中。而不

可否認的，社群媒體成為當代藝術家體驗

大眾文化的途徑之一，而我的創作靈感也

同樣衍生於社群媒體中，身感興趣以及具

有共感的日常生活照片。

藉由繪畫消弭了數位科技和藝術的隔閡，

我的作品通過色彩、構圖以及畫中角色的

關係，讓觀者產生同步的情緒，直接將我

們放置到如此貼近的距離。

如同普普藝術家－大衛・霍克尼（David 

Hockney）筆下的游泳池系列，亦是投射

他所嚮往的日常生活和情慾，並且對性別

議題與社會的關係投入關切。

繪畫所再現的摩登生活景觀，以及度假系

列的題材，我將這些社群媒體的影像，透

過畫面及顏料轉化成生活的片段回憶，上

傳到觀眾的記憶體中。

魏聖倢 Sheng Chieh Wei
Nature Morte - 9 (Still Life -9)
Acrylic, Ink on canva
2021
53 x 45.5 cm (F10)
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若い世代のための楽しい美学 —
ONE ART Taipei 2022 アート台北は成
功裏に終了しました

……
近年台北に事務所を開設した香港のギャラリー、
GUAN ZHI TANG（ADMIRA Gallery）は、3
人の台湾人アーティストのグループ展を開催しまし
た。なかでも、魏聖倢（Sheng Chieh Wei) の絵
画作品が最大20点販売され 、今年の展覧会では
、個々の芸術家の作品の売上高が過去最高を記
録しました。

魏聖倢の絵は、アクリル絵の具と増粘剤を重ね合
わせて、油絵で太い筆を描いていますが、とても軽
くて透明感があります。エントリーポイントは、ソーシ
ャルプラットフォームのInstagramから世界中のユ
ーザーがアップロードした多数のプライベート写真
を正式にキャプチャすることです。エントリーポイント
は、ソーシャルプラットフォームのInstagramから世
界中のユーザーがアップロードした多数のプライベ
ート写真を正式にキャプチャすることです。そのため
、少し退廃的で、少しクレイジーで、少しエロティック
な男の子のプライベートな風景が、近くと遠くの両
方で1つずつ表示されます。

THE YOUNGER GENERATION’S 
FUN AESTHETICS —
ONE ART Taipei 2022 Concludes Suc-
cessfully  

……

In recent years, GUAN ZHI TANG (ADMIRA 

Gallery), a Hong Kong gallery that opened an 

office in Taipei, brought a group exhibition of 

three Taiwanese artists. Among them, up to 20 

works of paintings by young artist Sheng Chieh 

Wei were 

sold out, setting the highest sales record for 

works by individual artists at this year’s exhi-

bition.

Sheng Chieh Wei's paintings are made of acryl-

ic and thickeners superimposed with thick 

brushstrokes like oil paintings, but they are 

very light and translucent. The entry point is to 

formally capture a large number of private 

photos uploaded by users around the world 

from the social platform Instagram. Therefore, 

the private landscapes of the boys who are a 

little decadent, a little crazy, and a little erotic 

are displayed one by one at the same time, both 

close and distant.



年輕世代的FUN美學 —
ONE ART Taipei 2022 藝術台北  圓滿
落幕

……

近 年 在 台 北 開 設 辦 公 室 的 香 港 畫 廊 觀 止 堂

GUAN ZHI TANG (ADMIRA Gallery) 帶

來了三位台灣藝術家的聯展，其中藝術新秀魏

聖倢的畫作共售出高達20件作品，創下今年展

會最高個人藝術家作品銷售紀錄。

魏 聖 倢 的 畫 作 由 壓 克 力 與 增 厚 劑 疊 加 出 帶 有

油 畫 的 厚 重 筆 觸，但 卻 非 常 輕 盈 剔 透，而 其 切

入點，正式從社群平台Instagram上擷取世界

各地用戶上傳的大量私寫真，於是那有點頹廢

、 有 點 瘋 狂 、 帶 點 情 慾 … … 的 男 孩 們 的 私 密 風

景，便一一既親近又疏離地展陳其上。


