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Chim↑Pomが熱弁する結成からの10年と「全壊する個展」の
意義
Chim↑Pom『「また明日も観てくれるかな？」～So see you again tomorrow, too? ～』
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アーティスト集団・Chim↑Pomによる新たなプロジェクト『「また明

日も観てくれるかな？」～So see you again tomorrow, too?～』が、10
月15日より開催される。テーマは「Scrap and Build」。新宿歌舞伎町

の中心にある解体予定のビルを舞台に、国内では約3年ぶりとなる彼ら
の大規模個展と、豪華なゲストによる音楽ライブやパフォーマンスが2
週間にわたって展開。会期終了後には展示作品もろともビルを解体

し、そこから新たな作品を作る「全壊する展覧会」として構想されて

いる。

昨年、グループ結成から10周年を迎え、近年では海外のアートシーン
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からも熱い視線を注がれているChim↑Pom。そんな彼らが、2020年の
オリンピックに向けて怒濤の再開発が進む東京の現状を前に、提示し

たいビジョンとはどのようなものなのか？  また、既存のアートシー

ンから一歩引いた場所で、存在感を示しながらもユニークな活動を続

けてきた彼らの目には、近年話題の「芸術祭の乱立」や「規制」とい

う問題がどう映っているのか？  卯城竜太、林靖高、エリイ、岡田将

孝、稲岡求、水野俊紀。意外に珍しい六人揃ってのインタビューで、

現在進行形のChim↑Pomの姿をお届けする。

歌舞伎町って文化的なポテンシャルは高いのに、芸能

や風俗産業はあってもアートの現場が少ない。（卯

城）

―日本での大規模個展は3年ぶりですが、この間、Chim↑Pomの活動は
ますますインディペンデントなものになっていますよね。自分たちの

スペース「GARTER」を高円寺に立ち上げるなど、既存の美術館やギ

ャラリーに頼らない活動が目立ちます。

卯城：もともとDIYな現場作りは志向していたんだけど、企画をイチか

ら動かすのは、やっぱりすごく労力がかかるんですよね。でも、色ん

な機関と仕事してきて実感したんだけど、ガチで妥協しないでやりた

いことがあるなら、自分たちでやるやり方をもっと増やしたほうがい

い。

というのも、ここ数年「自粛」や「検閲」の動きが俄然強まってきて

いて、できないことがめっちゃ増えた。だったら、従来の制度に頼る

だけでなく、自分たちでも制度を作るべきじゃん、と。

左から：岡田将孝、エリイ、卯城竜太、林靖高、水野俊紀、稲岡求

―2015年3月11日に始まった、福島の帰還困難区域を舞台とする国際展

『Don't Follow the Wind』の発案は、その代表的な動きでした。今回の

プロジェクトもその傾向の延長にあるものだと思いますが、会場の

「歌舞伎町商店街振興組合ビル」をよく見つけましたね。現時点では

ただの廃墟にしか見えませんが（笑）。

卯城：きっかけはエリイちゃんの紹介です。このビルの1階に
「TOCACOCAN」という歌舞伎町の面白いライブストリーミングのス

タジオがあって、それをエリイちゃんの旦那で歌舞伎町やゴールデン

街でホストクラブやバーを経営している手塚マキさんがオーガナイズ

しているんです。

エリイ：そのスタジオの放送に全盲の友達ハジ君と出演していて、来

るたびに「この変なビルは何だろう」と思っていて。そしたら今度、
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取り壊されると。「それだったら最後に展覧会をしたいな」と思っ

て、みんなに紹介したんだよね。

『「また明日も観てくれるかな？」～So see you again tomorrow, too?～』の会場となる歌舞

伎町商店街振興組合ビル

卯城：それでいろいろ調べてみたら、意外とビルの歴史が面白いんで

す。歌舞伎町はそもそも、戦後の焼け野原だった場所に当時の地主た

ちが「劇場型都市」のビジョンを描いて作り上げた街。

この建物のオーナーの歌舞伎町商店街振興組合はその流れを汲んでい

て、新宿における戦後復興の中心的な役割を担ってきたと言っても過

言ではない。その後1964年にビルが出来たんですが、当時は1階に交番
や公衆便所があったらしいんですよ。

林：立地も奇跡的なんだよね。歌舞伎町のど真ん中で、町の裏の顔も

垣間見られるんだけど、いまは斜め前に交番があるから、警察の観察

範囲にもあるんです。だから歌舞伎町だと、ここくらいしか面白い展

示が許されない（笑）。

卯城：歌舞伎町って文化的なポテンシャルは高いですよね。なのに、

芸能や風俗産業はあってもアートの現場は少ないんです。昨今、六本

木とか渋谷とか、ていうか日本全国、とにかくアートづいてきている

のに、歌舞伎町はその空気に乗り切れてない感じで珍しいですよ。逆

にそこにも興味を持った（笑）。

会場の窓からは交番が見える

―今回は「Scrap and Build」がテーマとのことですが、歌舞伎町も石

原慎太郎元都知事時代から、「歌舞伎町浄化作戦」として整備されて

きましたよね。

林：歌舞伎町は会田誠さんが「芸術公民館」というバーをやっていた

ので、俺たちもよく来ていたんです。でもこの数年で、街がどんどん綺
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麗に洗練されていく変化をリアルに感じていて。キャッチのおじさん

が、外国人観光客と流暢な英語で話したりして「もう俺の知っている

新宿じゃねえな」と（笑）。それは渋谷も同じですね。

卯城：話題の豊洲新市場もそうだけど、あらゆる再開発が「2020年の
『東京オリンピック』までに」というスローガンのもとに行なわれて

いる。なんでなんですかね。

稲岡：1964年の『東京オリンピック』の栄光があるんだろうね。

卯城：当時も開催に間にあわせるため、首都高速を急いで作ったわけ

でしょう？  それと同じように、東京の各地でオリンピックを大義名

分にいろんな開発が進むのを見ると、すごく20世紀的なビジョンの描
き方で未来を作ろうとしているな、と感じます。

福島の原発事故で有名になった「原子力  明るい未来の  エネルギ

ー」って看板あったじゃないですか。あれを初めて生で見たときの感

覚を思い出すんだけど、つまり20世紀はこういう未来を描いたんだ
な、とそのとき実感したんです。で、じゃあ21世紀ならではのビジョ
ンの描き方、ひいては21世紀のアイデンティティーってなんだろう、

という素朴な疑問が浮かんできた。

ホワイトボードには各々の作業スケジュールなどがびっしりと書かれていた

岡田：1964年当時は良かったのかな。戦後の復興の最中で、人々に希

望を与えていたと思う。でも、日本がすでに発展しきったいま「さ

あ、光へ」みたいなスローガンを出されても、もう価値観は変わって

いるのではと感じちゃう。

卯城：実はこの建物も、前回の『東京オリンピック』の5か月前に建っ
たんです。祝祭を機に建ったそのビルが、いま最終回を迎える。そし

て、2020年に向かって再び同じビジョンがループする。
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「Scrap and Build」の「Build」にも通じるけど、『笑っていいと

も！』の最終回でタモリが最後に言った「また明日も見てくれるか

な？」という言葉をタイトルにしたのは、逆にそんなルーティーンに

もポジティブな側面を感じたからです。

ずっと見てきた日常が終わる瞬間に、だけど明日はまた変わらずに来

るよっていう当たり前のことを、お決まりのコール＆レスポンスで締

めくくる。そのバラエティースピリッツが今回はハマりそうだと思い

ました。建物の最後に、展示やライブやトークで記憶を作る。物質は

無くなるけど、記憶は無くなりようがないから未来に影響しやすい。

そんな終わりと始まりの狭間にみんなで入り込むことにスリルを感じ

ますね。

次のページへ

会場を全壊させた後はどうする？ / Chim↑Pomが体
感した震災以降のアートへの「規制」

規制の問題は、オレオレ詐欺と一緒。みんなでリスク

を分散して、悪いことをしている意識が無くなってい

く。（エリイ）

―取材日の現在はまだ準備段階ですが、どんな作品が展示されるんで

しょうか？

岡田：地上4階から地下1階までをフロアごとに区切って、各階にそれ

ぞれ別視点の作品を出します。たとえば、振興組合や歌舞伎町を扱っ

たもの、ビジョンの描き方や、オリンピックをテーマにしたもの、建

物すべてを使った作品もあります。

―加えて、音楽から演劇まで、さまざまな出演者のライブやパフォー

マンスも行なわれるんですよね。ラッパーの漢さんと菊地成孔さんの

共演や、Nature Danger Gangのような過激なパフォーマンス、自称・

虚業家の伝説のプロデューサーの康芳夫さんや、漫画家の新井英樹さ

んまで。かなり多種多様ですが、どんな基準で選んだんですか？

林：歌舞伎町や新宿にゆかりのある人、テーマの「Scrap and Build」
に合致する人に声をかけました。みんないつもとはだいぶ違うパフォ

ーマンスをしてくれる予定です。イベントの様子は、tocacocan.comで
配信もあります。
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エリイ：出演者には私の友達もいるけど、普段よりワクワクしてる感

じがある。単なる仕事じゃなくて、このプロジェクトへの参加意識を

持ってくれている。

卯城：マジでみんなそれぞれ新しいことを実験しようとしていて楽し

みですね。この2週間は予想もできないようなことがいろいろ起きると
思う。「全壊」に向かって新しいことが生まれるって、この矛盾ヤバ

くないですか？（笑）

さっき記憶の話をしたけど、この「全壊する展覧会」というフレーム

を作った時点で、作品だけじゃなく、出演者のライブやパフォーマン

ス、歌舞伎町のあちこちから出店してくれる飲み屋やホストクラブの

サービス、そして観客の盛り上がりや議論など、形に残らない記憶の

数々もビルと共に取り壊しにつながるべく生まれてくる。てことは作

品だけじゃなく、このフレームのもとにここで起こることは、全部ア

ートなんだって気づいて腑に落ちました。

―建物を壊したあとは？

エリイ：ビルを取り壊すときにそのまま作品ごと壊してもらい、それ

を拾い集めて、また来年にGARTERで続編の展覧会をやるのが目標。

Chim↑Pomが前に展覧会をやった渋谷のパルコも取り壊されるけど、

そのとき作品にした「PARCO」のネオンサインの「C」と「P」もあわ
せて展示しようと考えてる。

パルコミュージアムでの展示風景 / Chim↑Pom PAVILION（2012）撮影：森田兼次

©Chim↑Pom

―帰還困難区域での『Don't Follow the Wind』も、想像するしかない

「見に行くことができない展覧会」だったけど、今回も建物もろとも

壊してしまうと。美術館で大切に保存されるような普通の作品とは異

なる、アートの考え方がそこにはありますよね。

卯城：多くのアート作品は、物質として作り出されたときのまま残る

ために生み出されるけど、いまはその考え方があまりリアルに感じら

れないんです。「美術館に入れるために作る」とか「作ったら美術館

に入るだろう」というセオリーは嫌いではないけど、結局、想定外に

起こる地震や津波を前にしたら、美術館での物質担保は完璧ではない

し、そもそもアートにとってそれは全てではない。ほとんどの歴史的

な作品は、「何をやったか」って無形の美学があってこそ物質に意味

が生まれてる。

だったら『Don't Follow the Wind』のように、何年か後に帰還困難区域

に行ったら経年劣化したボロボロの作品があって、でもそこに時間を

経たからこその何かが宿っているということの方が面白い。今回も建

物もろともスクラップされるわけだけど、そういう要因によって作品

に新たに宿る生命力にこそ逆にモノとしての可能性を感じちゃう。
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福島県の帰還困難区域でのキュレーターたち。 / 03. Curatorial team on a site visit in the
Fukushima exclusion zone  Courtesy of Don't Follow the Wind

『Don't Follow the Wind』のフラッグ / Flag designed by Naohiro Ukawa  Courtesy of Don't
Follow the Wind

―その話ともつながりますが、最近は日本の美術館からの新作の依頼

がないとか。冒頭には「自粛」や「検閲」の問題にも触れられていま

したよね。

エリイ：ビビっているんじゃないですか。Chim↑Pomのような、何を

やらかすか分からないアーティストに依頼して問題になったら、頼ん

だ人の責任になってしまうから。

岡田：もともと美術館の依頼は少ないほうだし、他の人にどれくらい

依頼があるのかはわからないけど、いまは決定的になくなってきてし

まっているよね。
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卯城：俺たちが一番それを感じたのは、『気合い100連発』という作品

の中に出てくる、「放射能」や「福島」という言葉が公的機関で「NG
ワード」として問題になって、彼らがオーガナイズする展覧会への出

品自粛を促されたり、曖昧にぼかすように言われたときです。NGワー

ドは他にも「北朝鮮」「慰安婦」などがあると言ってました。これま

ではそんな野暮なことは言わなかった人たちなんですが、現政権にな

ってからこうなったとはっきり言われました。

―文脈に関係なく、ただその言葉が使われているだけでNGというのも
異様な話ですね。そういうお話は、海外でも聞きますか？

岡田：規制の問題はもちろん海外にもいっぱいあると思うけど、向こ

うだとアーティストは「NO」と言いますね。たとえば、検閲をかけて

問題になったキュレーターが、辞めてほかの機関に移ると、その就任

に対してアーティストが抗議をしたり。

林：日本の場合、すごく「空気」がアートを支配しているのは感じ

る。

エリイ：オレオレ詐欺の仕組みと一緒だよね。みんなでリスクを分散

して、良心の呵責を希薄にしていき、悪いことをしている意識が無く

なっていくという。

水野：エリイちゃん、オレオレ詐欺の仕組みにやたら詳しいなあ

（笑）。

卯城：だから、今回も結局はノースポンサー。ぜんぶ自腹になっちゃ

った（笑）。

エリイ：……自腹って言っても、ほとんど私の出資だよねえ？

男性メンバー：……はい、すみません（笑）。
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エリイ：私がテレビやクソみたいなラジオに出て貯めた「Chim↑Pom
貯金」というのがあって。その7年分くらいを、今回のプロジェクトに

つぎ込みました。

―それは熱い話ですね（笑）。

エリイ：この人たち、男の子だからのん気なんですよ。

次のページへ

「文脈なくしてアートなし」。Chim↑Pomが考える
芸術祭と、10年アートを続けてきたモチベーション

芸術祭の良い面と、アートが持つリスキーかつハード

コアな面の両面を兼ね備えたら、もっと面白くなるの

に。（卯城）

―コレクターが作品を買ってアーティストを支えるという経路もあり

ますが、それもないですか？

林：作品単体を買ってくれる人はいるかもしれないけど、「全壊する

展覧会」というプロジェクトを、ひとつのパッケージとして買ってく

れる人に今は出会えていないんですよ。本当はそれが一番面白いはず

なのにね。

岡田：でもそのわりに、芸術祭っていうパッケージは増えていますよ

ね。

―それこそ2020年に向けて各地に芸術祭が生まれ、若いアーティスト

が盛んに招集されていますね。そのギャップはどう感じていますか？

卯城：個人的には、芸術祭は悪くはないと思う。まあ、ありすぎるく

らいあるけどね。ただ、多くの芸術祭が自治体主催だから、出品した

アーティストからできないことが多いと聞きます。

エリイ：芸術祭をきっかけにして、いろんな地域の人たちがアートに

興味を持つのはいいことだよね。ないよりはあったほうが、ぜんぜん

マシだと思う。

稲岡：出品するアーティストは発表の場を求めていて、自治体もアー

ティストを求めているから、その場所での需要と供給はあっているわ

けですよね。実力のあるアーティストは、その仕組みをうまく使って
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ステップアップすると思います。

卯城：まあ、そもそも最初からリスクが少ないアートが成功例として

町の議題にあがるわけだから、とにかくしばらくは「使いやすいアー

ティスト」が使われるんじゃない？  だけど、特殊な場所を舞台にし

ている点で芸術祭の面白さはあるよね。

その良い面と、アートが持つリスキーかつハードコアな面の両面を兼

ね備えたら、もっと面白くなるのにって思う。『Don't Follow the
Wind』や今回の歌舞伎町のプロジェクトは、結果そんな感じになって

るけど。

岡田：ビルを持っている歌舞伎町商店街振興組合の人と最初に話した

とき、エリイちゃんが、Chim↑Pomのこれまで批判を浴びてきた行為
も含めて、すべて赤裸々に話したんです。「大丈夫？」と思ったけど、

「そこは歌舞伎町だから問題なし」と、意外に寛大な反応が返ってき

た（笑）。

エリイ：そのおじさんたちも、もちろん「現代アート」という存在を

知りません。展覧会っていうとトイレにかけてある絵みたいなのが壁

にかかってるものと思っているんです。イチから写真を見せながら説

明してもわからないし、毎日ビルに通って対話している今もたぶんわ

からないとは思うのですが、何か楽しそうなことになりそう、という

感じで、一緒に今回の展覧会のイベント保険の加入のことを決めた

り、温かく見守ってくれている状態です。

『ビルバーガー』（2016） / 『「また明日も観てくれるかな？」～So see you again
tomorrow, too?～』 ©Chim↑Pom  Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production, Tokyo

岡田：ほんとに良い人たちなんですよ（笑）。いま、組合では世代交

代が起こっていて、とくに若い人は理解がある。美術館は組織が相手

だから、誰と交渉しているかわからないけど、今回は消防法とかクリ

アすべき問題が明確だから、ある意味でやりやすいです。
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―でも、そもそもChim↑Pomのこれまで活動自体が、そうしたアート

関係者ではない人たちとの交渉を重ねてきた歴史でしたよね。

卯城：うん。もちろん、現代アートの文脈をぜんぶわかっている世界

で、いろんな紐解きをしていくのも面白いですよ。でも、どう切り開

いていけばいいかわからない世界で活動することは、実はアーティス

トにとって一番の醍醐味なんです。

いまだに一発屋って思われている節がある。一発が10
年って、長すぎるだろ！（林）

―ちなみに今回の記事は、最初はChim↑Pomの10周年を記念してのも
のだったのですが、林さんがインフルエンザに倒れたため、約半年延

期されたんですよね。あらためて、Chim↑Pomがアートを続けてきたモ

チベーションを聞きたいんですが。

岡田：最初はずいぶん「一発屋」と言われたよね。3発目でも「一発屋

が」って（笑）。

林：いまだにそう思われている節もあるよ。一発が10年って、長すぎ

るだろ！

卯城：一発屋にならなかったのは、「Chim↑Pomを作る」という意識

がいつもあったからだと思う。最初は当然、「Chim↑Pom」なんてな

いわけだから、個々のアイデアをかたちにしていくしかなかったけ

ど、絶対Chim↑Pomがこの世の中には必要なわけで（笑）。とか思っ

て「Chim↑Pomを作って」きた結果、いつのまにか10年になりました
ね。

岡田：それと、俺が言うのもおかしいけど、とくに卯城くんに後続世

代を育てるという考え方があるから、Chim↑Pomは一発屋を回避でき
たと思いますね。作品だけなら一発屋になっていた可能性もあるけ

ど、作品だけじゃなくて、その周りも作ってきたから。

―GARTERで紹介している若手もそうですよね。Chim↑Pomのあとに
道ができて、そこを次世代が歩いているような状態。ひとつの文脈に

なっている。

エリイ：「文脈なくしてアートなし」だよ。

自主規制が生まれる理由とは？ 表
現の自由に関わる心理を考える

展覧会『Interdisciplinary Art Festival Tokyo
17/18』のディレクター韓成南が語る

The fin.×FLAKE RECORDS なぜ
今、アジア戦略が重要なのか？
ボーカルのYutoが、アジカン後藤を自身の

「ロールモデル」であると語る理由

2020人のゆずがゲリラライブ。話
題CMを東畑幸多と山田智和が語る
ゆずはなぜ特別なのか？ 話題の日本生命CM
を、プロジェクト全体から紐解く
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卯城：「アーティスト＝作品を作る人」ってカテゴライズはもう古い

じゃないですか。ヨーゼフ・ボイスが「社会彫刻」（「全ての人間は

芸術家である」とする概念で、誰でも自らの創造性によって未来に向

けて社会を彫刻できる、またしなければならないという呼びかけ）と

言ってから、もう何十年も経つのに、単に作品を作る人って思い込み

がいまだに根深い。

若手を育てるのもそうですが、時代やアートシーンから社会の見方ま

で、いろんな「こと」を作れると思うんです。そんな意識で、作品と同

じく書籍やギャラリーも作ってきた。アーティストってリノべーター

とは違って「ゼロ」から何かを作るわけだから、そのアウトプットに

メディアやジャンル、シーンの違いなんてそもそも存在しないんじゃ

ない？

次のページへ

10年にして訪れる甚大な変化。Chim↑Pomが東京か
ら掲げるビジョン

東京や日本にガッツリ向き合えば、そこにある普遍性

や歴史性がグローバルにリンクしていることがわかる

はず。（卯城）

―Chim↑Pomは、この数年で海外での評価も高めていますよね。昨年

はアジアの若手作家賞『Prudential Eye Awards』で大賞に、今年はイ

ギリスのアート誌『APOLLO』で「アジア太平洋地域で最も影響力あ

る40歳以下の40人」に選ばれた。日本では異端児的に語られてきた活

動が、評価されたのはとても興味深いことだと感じます。

卯城：そうであったら良いなと思っていたし、そうでなきゃいけない

と思っていました。それを評価してもらえて、あら？  とも思った

し、ホラやっぱり、とも思った（笑）。
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大塚愛が15年の変化を語る「昔の
曲に敬意を表せるようになった」
“さくらんぼ”の大ヒット以降に抱いていた苦悩
と、出産による気持ちの変化を明かす

SFを超える未来がやってくる。若
き才能が今悩むのはどんなこと？
ロボットクリエイター、SF作家、ヒューマン

インタラクション研究者が語る

AKB48卒業から5年のいま、板野友
美がようやく見せる素の自分

背負い続けたクールなキャラと心境の変化、

これからの自分を語る

インタビュー

インタビュー

トクマルシューゴが北欧楽器を初
体験。国境を超える音と曲を探る
無数の楽器を操るポップマエストロ、ニッケ

ルハルパの音色の秘密に何を思う？
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『青写真を描く version2』（2016） / 『「また明日も観てくれるかな？」～So see you
again tomorrow, too?～』 ©Chim↑Pom  Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production,
Tokyo

エリイ：私はアートの王道をやってきたから、異端児と思われていた

なんて、ショック……。だが、そいつらが間違えてる。

―いや（笑）、「ストリートから生まれた」という語られ方だったと

思いますよ。

卯城：日本のこれまでのアーティストが、変に海外の現代アートに合

わせすぎていたから、Chim↑Pomがそういう語られ方をしたんじゃな
い？  別に合わせる必要はないし、自分の場所を現場にして、外にア

プローチしていくことが本来基本じゃないですか。

―今回の歌舞伎町を舞台にしたプロジェクトも、まさにそのひとつで

すね。

林：俺は海外に拠点を移したいと思ったことはないしね。

エリイ：表現をするということでいうと、東京のことはよく知ってい

るという点でかなり強みだと思います。それが極東でもいいんです。ひ

とつのことを深く知っていることが大事なんです。

岡田：「アートの本場」という言い方があるけど、本場っていうのは

本当はあらゆる場所に無数にあるものだと思うんです。福島でも広島

でも、東京の歌舞伎町でもありえる。

卯城：西欧にはコレクターも多いから、マーケットの本場には違いな

いけど、そこに合わせることにアートの本質があるわけではない。留

学や移住でショートカットしようとする人もいるけど、東京や日本に

ガッツリ向き合えば、そこにある普遍性や歴史性がグローバルにリン

クしていることがわかるはず。

ギターが凄いだけではない。Reiが
伝えるメッセージとアートへの愛
Reiによる「MUSIC FILM」の中身とは？20組
限定で開催されたイベントもレポート

『ブラックパンサー』になぜケン
ドリック・ラマーが起用された？
単なるヒーロー映画ではない、メッセージ性

の強いマーベル・スタジオ最新作

バンドマン×ラッパーが考える、ロ
ックとヒップホップの日米格差

『ビクターロック祭り』に出演するkoboreと
SILYUSによる異種格闘技的対談

のんインタビュー 音楽をやらずに
はいられなかった本音と喜び

自主レーベルを設立し、本格的な音楽活動を

スタートさせた、のんの音楽への思い

コラム

コラム

インタビュー

もっと見る

BACKNUMBER
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―しかも、渋谷のネズミを使ったデビュー作『スーパーラット』もそ

うですが、Chim↑Pomの題材の扱い方はいつも「良い悪い」を言うた

めのものではないですよね。

林：うん、今回も再開発に抗議するためのプロジェクトではない。

『SUPER RAT』（2006, 2011）  Photo:Yoshimitsu Umekawa  ©Chim↑Pom  Courtesy of
the artist and MUJIN-TO Production, Tokyo

卯城：『スーパーラット』も、実はマジでネズミは怖いしビビるけ

ど、それと共生している現実があるなら、もっと観察してみても面白

いというところから始まったんです。それと同じように今回のテーマ

である「Scrap and Build」も超日本的な現実で、別に変わること自体

を悪いとはウチらは思ってない。日本らしいし。

ていうか、建物を100年くらい使っちゃうのが当然なアメリカやヨーロ

ッパにとっては、「Scrap and Build」っていう日本人のリアリティー

は、実はその時点ですでにめちゃくちゃユニークなこととして面白が

られるんです。つまり良さや悪さが混濁していてこそ、アートにとって

テーマになるんだと思う。

―受け手の見方を限定しないところが、いわゆる「社会派」のアーテ

ィストとChim↑Pomの大きな違いですね。イベント、楽しみにしてい

ます！

卯城：ありがとう！  ……あと超蛇足だけど、水野が広島に婿入りし

ます（笑）。

イベント情報

Chim↑Pom 
『「また明日も観てくれるかな？」

～So see you again tomorrow,
too?～』

2016年10月15日（土）～10月31日
（月）

会場：東京都  新宿 歌舞伎町振興組合
ビル

時間：13:00～22:00 
料金：1,000円

2016年10月15日（土）22:00～翌6:00 
会場：東京都  歌舞伎町振興組合ビル

出演：

会田誠

Nature Danger Gang 
Have a Nice Day! 
新井英樹×北大路翼 
悪魔のしるし

テンテンコ

VMO 
FUKAIPRODUCE羽衣 
ミラクルひかる

ナマコプリ

Chim↑Pom 
and more 
フード：

Smappa! Group BRIAN BAR 
Smappa! Group Miso Soup 
料金：3,000円（ドリンク別）

2016年10月28日（金）22:00～翌6:00 
会場：東京都  歌舞伎町振興組合ビル

出演：

漢 a.k.a GAMI＆菊地成孔＆DJ BAKU 
ENDON 
康芳夫＆有太マン

会田誠

鉄割アルバトロスケット

最果タヒ×山戸結希 この時代の一番
の共犯者たち「言葉」を語る
「変わってるね」と言われる内的な表現がポ

ップカルチャーになるまでの戦い

菊地成孔×湯山玲子対談 「文化系パ
リピ」のススメ
音楽家自らが料理やワインの統括まで行う、

世界でも珍しい贅沢な晩餐会とは？

BRAHMAN・TOSHI-LOWが語る、
寺山修司に学んだ言葉と生き方

「バンドマンになりたいと思う以前に、詩人

になりたいと思ってた」と明かす

『めちゃイケ』で注目を浴びた、
三浦大知のすごさの本質に迫る

すごいのはダンススキルだけではない。

Folder時代からの進化と努力をたどる

インタビュー

インタビュー

インタビュー

コラム

もっと見る
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―そうなんですか（笑）。10年目にしてすごい変化が……。

エリイ：広島の個展で作品を運んでくれた運送屋の娘さんと結婚した

の！！！

水野：だから僕は広島で運送屋になります（笑）。

エリイ：広島の飲み屋でさっそく調子に乗って「俺はChim↑Pom」っ

て調子に乗ってアート談義しているって噂を聞いた。この間

Chim↑Pom参加って書いてある知らないチラシを発見して、元を辿った

ら水野が勝手に承諾してた。別にいいけど。広島のみなさん、

「Chim↑Pom詐欺」には気をつけてください！

水野：そんな～～（泣）。
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どついたるねん

Chim↑Pom 
and more 
フード：

Smappa! Group BRIAN BAR 
Smappa! Group Miso Soup 
料金：3,000円（ドリンク別）

イベントの様子は、tocacocan.comで
も配信

プロフィール

Chim↑Pom（ちんぽむ）

2005年、卯城竜太・林靖高・エリイ・

岡田将孝・稲岡求・水野俊紀により結

成。時代と社会のリアルに全力で介入

した強い社会的メッセージを持つ作品

を次々と発表。東京をベースに、世界

中でプロジェクトを展開する。2015年
アーティストランスペース「Garter」
をオープン、キュレーション活動も行

う。福島第一原発事故による帰還困難

区域内で、封鎖が解除されるまで「観

に行くことができない」国際展『Don't
Follow the Wind』をたちあげ作家とし
ても参加、2015年3月11日にスタート

した。近年の主な著作に『芸術実行

犯』(朝日出版社)、『SUPER RAT』
（パルコ）、『エリイはいつも気持ち

悪い』(朝日出版社)、『Don't Follow
the Wind』(河出書房新社)がある。

TOCACOCAN
また明日も観てくれるかな？ | ～So
see you again tomorrow, too? ～

Chim↑Pom

The Wisely Brothers“庭をでて”

福士蒼汰主演『BLEACH』に吉沢
亮、MIYAVI、早乙女太一  新ビジュ
アルも

娼夫・松坂桃李が女性たちの欲望を
癒やす  R-18+指定『娼年』予告編
公開

菅田将暉＆小松菜奈がノートで想い
を交わす  niko and...新CM＆ウェブ
映像

有村架純主演、『コーヒーが冷めな
いうちに』映画化  共演に石田ゆり
子ら

ずぶ濡れの小松菜奈に大泉洋が傘を

差し出す  『恋は雨上がりのよう
に』予告

佐藤麻優子が安達祐実らを撮影 
「女性性」がテーマの新作展『生き
る女』

映画『ちはやふる』上の句＆下の句
が金曜ロードSHOW!で2週連続放送

2020人のゆずがゲリラライブ。話題
CMを東畑幸多と山田智和が語る

『春待つ僕ら』実写映画化  主演は
土屋太鳳、イケメン四天王に北村匠
海ら

川島小鳥が大阪で太賀を撮影  写真
展『未知』で新作を一挙展示、トー
クも

2月21日発売のThe Wisely Brothers待望のフル
アルバムから“庭をでて”のPVが公開。森の中で

演奏する姿は、絵本の中に登場する動物たち、

もしくは妖精たちの演奏会のよう。3人の仲の
良さとバランスの良さが伝わる、見るたびにワ

イズリーの魅力が発見できるPV。（川浦）
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『Reborn-Art
Festival』展示作品を
一挙紹介。石巻の新し

い総合祭

ART/DESIGN

2017/07/27

Chim↑Pom×大森靖子
異ジャンル対談で話

す、表現ってなんだ？
MUSIC ART/DESIGN

2017/06/07

清 竜人×エリイ
（Chim↑Pom） ビー

ルを片手に語る、仕事

の裏側

OTHER ART/DESIGN

MUSIC

2015/12/25

エリイ（Chim↑Pom）

×ロジャーのサイケデ

リック対談

ART/DESIGN

2014/09/04
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『萩尾望都SF原画展  宇宙にあそ
び、異世界にはばたく』九州会場

2018年3月17日（土）～ 
2018年5月20日（日）

北九州市漫画ミュージアム

萩尾望都

舞台『「パタリロ！」★スターダ
スト計画★』東京公演

STAGE

2018年3月15日（木）～ 
2018年3月25日（日）

天王洲銀河劇場

パタリロ！ / 魔夜峰央 / 加藤諒 / 佐奈
宏紀 / 小林亮太

『特別展「人体 ―神秘への挑戦
―」』

ART/DESIGN

2018年3月13日（火）～ 
2018年6月17日（日）

国立科学博物館

NHKスペシャル / アンドレアス・ヴェ

サリウス / レオナルド・ダ・ヴィンチ

イベントをもっと探す

RELATED
関連記事

『六本木アートカレッ

ジ』特別企画に川村元

気、MIKIKO、

Chim↑Pomら20組
ART/DESIGN

2018/03/07

ハバナイがZeppワン
マン無料プロジェクト

実施中、Chim↑Pomと
中継鑑賞権も

MUSIC

2018/01/15

「危険な読書」を指南

する『BRUTUS』に川
上弘美、エリイ、水野

しず、phaら
BOOK

2017/12/13

Bjorkや坂本龍一登場
の特別冊子を無料配

布  Chim↑Pom公開イ
ンタビューも
ART/DESIGN BOOK

MUSIC MOVIE

2017/11/25

『Reborn-Art
Festival』東京展が明
日から開催  限定レス
トランも登場

ART/DESIGN

2017/10/19

『黄金町バザール』に

Chim↑Pom、松蔭浩

之、空族、キュンチョ

メら25組
ART/DESIGN

2017/08/02

Chim↑Pom歌舞伎町展
示の続編『道が拓け

る』  「道」を開通＆

一般開放

ART/DESIGN

2017/07/20

やくしまるえつこのア

ルス受賞作が21美で展
示  コレクション展
『死なない命』
ART/DESIGN MUSIC

2017/07/18
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