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既存の価値観や社会の常識に大胆に挑み、時代を反映させた作品を制作してきたアーティスト

２組を招き、東京の青山ブックセンター本店で1月16日、トークイベント「アウトを言い渡され

たアート ー社会に切り込むアーティストたち。アートを前進させるには。」が開催された。

京都を拠点に活躍する現代美術家の岡本光博氏と、アーティスト集団チン↑ポムの稲岡求氏

アウトを言い渡されたアート ー社会に
切り込むアーティストたち。アートを
前進させるには。
HAPPENING 2016.2.22 Text:  Yoko Akiyoshi
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京都を拠点に活躍する現代美術家の岡本光博氏と、アーティスト集団チン↑ポムの稲岡求氏
が、アートマネジメントの専門家としてアーティストを支援する作田知樹氏の司会のもと、こ

れまでに受けた作品の変更要請や規制、撤去や展示中止などの経験を語る一方、逆境をばねに

取り組んだ新たな作品づくりや意図した思いを披露した。日本のキュレーターの仕事は多岐に

渡るが責任を取ることのできない立場であるなか、２組はそれぞれにアーティストとして作品

を作る一方、自分達のスペースを持ち、自主規制のない活動の模索や、展覧会企画の協力など

活動の場を広げている共通点を持つ。

会場には約50人が詰めかけ、時に聴衆を笑いの渦に巻き込みながら進行したトークセッション

は、「こんな面白い対談は初めて」という感想が寄せられるほど。また、テーマを深く掘り下

げて真摯に向き合う２組の姿勢を目の当たりにし、「思慮の浅い人から�アウト�と言われるの
は悔しいが、そこから味方が増えさらに展開しているのがすごい」など共感と激励の声が多数

聞かれた。

埋め込む Twitterで表示

@shift_jpさんのツイート

 Shift Mag Japanさんがリツイートしまし
た

「AMSTERDAM NEW WAVE」展は4/4（水）ま

で。最後の週末です。
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「アウトを言い渡されたアート ー社会に切り込むアーティストたち。アートを前進させるには。」トーク会場, 青山ブ
ックセンター本店, 東京, 2016, Photo: Shoko Nakamura

作田：私は2004年に「アーツアンドロー」を立ち上げ、主に法的な面からのアーティスト支援

に携わり、アーツアンドローと並行して様々な組織で助成金プログラムの運営や展覧会のキュ

レーターなどの仕事をしてきました。また、もともとアートに対する規制に関心があり、文化

政策学の立場からその研究もしています。今日、お話していだたくお二人はアーティストとし

て作品を作り展覧会に出展する一方、作品制作のみならず展覧会の企画そのものをキュレーシ

ョンする仕事もされています。もう一つの共通点は、そうした活動の中で直面した自主規制へ

の経験から、自主運営のスペースを持ち、規制されない活動・展示も企画されています。まず

は作品を見ながら自己紹介をお願いします。

“日々とあそび”
葛西由香
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Chim↑Pom「スーパーラット」ビデオ（02’53″/02’28″）, 2006/2011, 渋谷センター街で捕獲したネズミの剥製　©
Chim↑Pom, Courtesy of Mujin-to Production, Tokyo

稲岡:ギャラリーでの展示としてはデビュー作の（ネズミの捕獲の様子を流しながら）「スーパ

ーラット」という作品で、渋谷にいるねずみをメンバー皆で捕まえる映像作品で、捕ったネズ

ミを[終的に�ピカチュウ�の剥製にしたり、他には、東京の色んな名所に大量のカラスを集め

る様子を撮った「ブラック・オブ・デス」という作品を作りました。「スーパーラット」に関

してはその後、雑誌に何度か紹介された事で単純な営利目的と誤解されて、小学館から内容証
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明が来たりもしました。

3.11以降は原発関連で立て続けに作品を作っています。これは福島の相馬市で地元の青年と円

陣を組み100回気合いを入れる「気合い100連発」という作品です。台本がないのでみんなの本

音がちらほら出てきます。「友達欲しい」「旨い魚食べたい」など。[後のほうは放射能のこ

とや、「原発ふざけんな」も。直前に市場で誘ったのですが、テンション高くのりが良い青年

たちでした。原発関係と言う事ではないですが以前に原爆をテーマに扱った広島での作品で、

原爆ドームのうえに飛行機雲で�ピカッ�と書く作品「ヒロシマの空をピカッとさせる」があり

ます。もともと広島で展示予定でしたが、作品の制作段階で問題になり中止になりました。被

爆者団体に謝罪し、その後話し合う機会を持ち、それは普通に作品にしただけではわからなか

ったことが沢山あって、チン↑ポムにとって大事な作品です。

作田：その後のプロセスは本になってますね。

稲岡：基本は絶版です、重版されてないので。（空に飛行機雲で字を書く）テストは行ってい

ましたが、がっつり空に書いたのは本当にこの瞬間しかありません。何日も前から天気予報を

確認して、当日も風とか空の状況を常に見ながらのほぼ一発勝負だったので。

作田：稲岡さんはチン↑ポムでどんな役割ですか。

稲岡：僕の役割はチン↑ポムの絵や展示の作り込みなど造形担当、普段あまり喋りやコンセプ

トの説明はしません。実働部隊です。

作田：「気合い100連発」では？

稲岡：あの中で一緒にやってました。



作田：では、岡本さんお願いします。

続きを読む ...

【ボランティアスタッフ募集】翻訳・編集ライターを募集中です。詳細はメールでお問い合わせく

ださい。

1  2  3  4  5

facebook twitter LINE TRAVEL

PEOPLE
チン↑ポム

TOKYO

THINGS
拘束のドローイング

9
NEW YORK

PEOPLE
岡本光博

TOKYO

THINGS
アート・ウォール・

ステッカー

PARIS

HAPPENING
アグネスホテル・ア

ートフェア 2008
TOKYO

HAPPENING
澁谷俊彦「スノーパ
レット3」

SAPPORO

HAPPENING PEOPLE

関連記事

http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/2/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/2/
mailto:staff@shift.jp.org
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/2/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/3/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/4/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html/5/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?src=bm&u=http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html&t=%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%82%92%E8%A8%80%E3%81%84%E6%B8%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%80%82%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%89%8D%E9%80%B2%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%82
http://twitter.com/share?url=http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html&text=%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%82%92%E8%A8%80%E3%81%84%E6%B8%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%80%82%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%89%8D%E9%80%B2%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%82
http://line.naver.jp/R/msg/text/?%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%82%92%E8%A8%80%E3%81%84%E6%B8%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%BC%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%80%82%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%89%8D%E9%80%B2%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%82%0D%0Ahttp://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/02/art-given-out.html
http://www.shift.jp.org/guide/tokyo/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2011/06/chimpom.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2006/05/drawing_restraint_9.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/01/mitsuhiro-okamoto.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2002/11/art_wall_sticker.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2008/02/agnes_hotel_art_fair_2008.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2012/12/toshihiko_shibuya_snow_pallet_3.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2010/05/airan_kan_the_bookshelf_enlightened.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2014/05/kan_yasuda.html


HAPPENING
アイラン・カン「内
なる本棚」

SHIZUOKA

PEOPLE
安田侃

NEW YORK

HAPPENING
篠田千明「ZOO」

TOKYO

HAPPENING
トーマス・ルフ写真

展「1979-2017」
LONDON

HAPPENING
メゾン・エ・オブジ

ェ・パリ 2018
PARIS

HAPPENING
内田文武 個展「浮世
リミックス」

OSAKA

HAPPENING
東アジア文化都市

2017京都「アジ...
KYOTO

HAPPENING
アンノウン・アジア

2017
OSAKA

HAPPENING
ヨコハマトリエンナ

ーレ 2017
YOKOHAMA

HAPPENING
アートベルリン 2017

BERLIN

HAPPENING
第20回 文化庁メディ
ア芸術祭

TOKYO

HAPPENING
アルヴァ・アアル

ト〜アートと近...
HELSINKI

HAPPENING  
[新記事

http://www.shift.jp.org/ja/archives/2010/05/airan_kan_the_bookshelf_enlightened.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2014/05/kan_yasuda.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2018/03/chiharu-shinoda-zoo.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2018/02/thomas-ruff-photographs-1979-2017.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2018/02/maison-et-objet-2018.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2018/02/fumitake-uchida-ukiyo-remix.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/12/asia-corridor-contemporary-art-exhibition.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/11/unknown-asia-2017.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/11/yokohama-triennale-2017.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/10/art-berlin-2017.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/10/20th_japan_media_arts_festival.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/10/alvar-aalto-art-and-the-modern-form.html


PEOPLE
葛西由香

SAPPORO

NEWS
葛西由香 個展 「日々
とあそび」

SAPPORO

HAPPENING
メゾン・エ・オブジ

ェ・パリ 2018
PARIS

PLACE
ミュージアム

SAPPORO

NEWS
ヨシロットン「フュ
ーチャーネイ...

TOKYO

PLACE
カルティエ財団現代

美術館

PARIS

PEOPLE
岡本光博

TOKYO

THINGS
「E.T.」に登場した自
転車

TOKYO

PEOPLE
水野健一郎

TOKYO

PEOPLE
齊藤智仁

SAPPORO

今週の

人気記事

PROJECT LINK

http://www.shift.jp.org/ja/archives/2017/11/yuka-kasai.html
http://www.shift.jp.org/ja/blog/2018/02/yuka-kasai-everyday-with-playfulness/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2018/02/maison-et-objet-2018.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2014/06/museum.html
http://www.shift.jp.org/ja/blog/2018/02/yoshirotten-future-nature/
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/11/fondation-cartier.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/01/mitsuhiro-okamoto.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2002/09/a_bicycle_in_et.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2011/07/kenichiro_mizuno.html
http://www.shift.jp.org/ja/archives/2016/04/tomohito-saito.html


ホーム  運営会社  広告掲載  ポリシー  お問い合わせ

        

Site design and development by Copyright © 1996-2018 Shift  Japan.  Al l  Rights Reserved.

http://www.shift.jp.org/ja/
http://www.shift.jp.org/ja/about/
http://www.shift.jp.org/ja/advertisement/
http://www.shift.jp.org/ja/policy/
mailto:staff@shift.jp.org
http://www.clarkgallery.co.jp/
http://www.museum-store.jp/
http://www.shift.jp.org/mov/
http://teeparty.jp/shift/?utm_source=af&utm_medium=label&utm_campaign=50
http://unknownasia.net/
http://www.rondomark.jp/

