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米国の壁
アートで風穴…日本の美術家集団が制作

関連ニュースはこちら

毎日新聞 2017年2月10日 11時21分 (最終更新 2月10日 18時05分)
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Ｃｈｉｍ↑Ｐｏｍ「Ｕ．Ｓ．Ａ．ビジター
センター」２０１６年、松田修氏撮影
（Ｃ）Ｃｈｉｍ↑Ｐｏｍ

掘った穴の中でアクションを行うエリイさ
ん。２０１７年、前田ユキ氏撮影

「理不尽な現実に目を」
　トランプ米大統領が不法移民対策として壁
建設を指示したメキシコ側の国境沿いに、日
本の若手美術家集団が木の上の小屋であるツ
リーハウスを建設した。「Ｕ．Ｓ．Ａ．ビジ
ターセンター」と名付けたアート作品で、登
ると「目の前にあるが入国できない」米国の
地が見渡せる。ユーモアでくるんだ批評精神
が話題を呼んでいる。【永田晶子】

　美術家集団は結成１１年の男女６人組「Ｃｈｉｍ↑Ｐｏｍ」（チン・ポ
ム）。昨夏、米カリフォルニア州と国境を接するメキシコ・ティフアナ市の住
宅の庭に、メンバー４人が約３週間をかけ手作りした。入国後、国境線を示す
既存の鉄製壁の横に大木を見つけ、住民の女性に設置許可を得たという。

　近所の人も建設作業に協力し、広さ約３平
方メートルの木造小屋を大木の半ばに設置。
内部には米国の有名児童書や、リンカーン元
大統領の代わりにトランプ氏の肖像画を描い
た紙幣作品などを展示した。

　１月には二つのアート作品を追加。１点は
「リベルタ（自由）」と書いた十字架や不法
入国を暗示する穴などをかたどった立体作
品。米国側の土地に置かれ、小屋から眺める

ことができる。もう一つは大木の横に掘った穴で、地中深く突き刺さる国境壁
の下の土に唯一の女性メンバーのエリイさんが足跡を刻んだ。

　着想源はそのエリイさんの体験だ。２０１２年、テレビ番組収録のため団体
で渡米する際、１人の入国資格に問題があることが判明し、同行のエリイさん
ら数人も入国を拒否された。知人のメキシコ人美術家の話を機に、メキシコか
らの米入国が困難なことや命を落とすこともある不法入国の実情を調べ、「国
境」への関心を深めた。

　「ほぼ全ての国へ自由に行けるのが日本人の“常識”。だが権力者の意向や
種々の制約、人種により、理不尽な思いをしている人々もいる。そうした現実
に、目を向けてもらうこともアートの役割の一つ」とエリイさん。１８日～４
月９日、東京・清澄白河のギャラリー「無人島プロダクション」で今回の作品
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