MeCA ｜ Media Culture in Asia: A Transnational Platform

ごあいさつ

アジアからメディアカルチャーを総合的に発信する国内初のプラットフォーム
情報化社会の進展に伴い、個人のあり方や他者との関係性、アイデアや技術の共有方法
が変 質 する現 在、デジタルテクノロジーによる創 造 性はどのような未 来を描けるのでしょう
か。国際交流基金アジアセンター、一般社団法人 TodaysArt JAPAN / AACTOKYO は、
インターネット以降の新たな芸術文化の創造・発信を目指し、アジアのメディアカルチャーを
紹介する総合イベント「 MeCA ｜ Media Culture in Asia: A Transnational Platform」
（通称ミーカ）を 2018 年 2 月 9 日から 18 日の 10 日間、開催します。

Platform for new media and digital culture in Asia
In our world today where the nature of the individual, our relationships with others,

2014 年に国際交流基金内に設置されたアジアセンターでは、アジア域内で人と人とをつな
ぎ、ネットワークを広げ、アジアの新しい文化をともにつくっていくための事業を国内外で実
施しています。その一環として、2016 年より、デジタルテクノロジーを用いた表現領域を対
象とした「メディアアート交流事業」を実施してきました。
こ の た び 一 般 社 団 法 人 TodaysArt JAPAN / AACTOKYOと の 共 催 で 開 催 す る
「 MeCA ｜ Media Culture in Asia: A Transnational Platform 」は、これまでの 事 業
を通じ培ってきた人的ネットワークを生かし、内外の関係機関と連携しながら、メディアと文
化との関係性を様々な観点から問い直してみようと企画したものです。アジアからメディアカ
ルチャーを総 合 的に発 信 する国 内 初のプラットフォームとして、展 覧 会や音 楽プログラム、
同時開催となるシンポジウム、人材育成プログラムなどを通じ、多種多様な領域・専門分

and our means of sharing ideas and technology continue to change in correspondence

野の人々が集い、実践し、アジアひいては世界へ発信する場として機能することを目指し

to the advancements of society, what vision of the future can digital creativity offer?

ています。

Aspiring to cultivate and disseminate the culture and art of the digital age, the Japan
Foundation Asia Center and TodaysArt JAPAN / AACTOKYO present “Media Culture
in Asia: A Transnational Platform (MeCA),” a comprehensive showcase of new media

MeCA の実現にあたり、ご支援・ご協力いただきました出展作家、出演者、登壇者の皆様、
ご後援、ご協賛、ご協力賜りました皆様に厚く御礼申し上げます。

and digital culture in Asia, running from February 9th to February 18th, 2018.

開催概要

国際交流基金アジアセンター

Foreword

日程：2018 年 2 月 9 日（金）－ 18 日（日）
会場：表参道ヒルズ スペースオー、ラフォーレミュージアム原宿、Red Bull Studios Tokyo、WWW、WWW X ほか

Dates: February 9 fri – 18 sun, 2018 [10 days in total]
Venues: OMOTESANDO HILLS SPACE O, Laforet Museum Harajuku, Red Bull Studios Tokyo, WWW, WWW X and more
http://meca.tokyo
主催：国際交流基金アジアセンター、一般社団法人 TodaysArt JAPAN / AACTOKYO
特別協力：表参道ヒルズ、ラフォーレ原宿、デジタル・ショック / アンスティチュ・フランセ東京

In 2016, the Japan Foundation Asia Center launched ref:now—toward a new media
culture in asia to explore the many articulations and practices in the field of digital
media and technology in Asia.
To shed new light in this field, the Asia Center and TodaysArt JAPAN/AACTOKYO

協賛：寺田倉庫、エキサイト株式会社、日本環境設計株式会社

present “MeCA | Media Culture in Asia: A Transnational Platform” that readdresses

協力：株式会社リコー、ゲーテ・インスティトゥート（東京ドイツ文化センター）、一般財団法人 渋谷区観光協会、

the relationship between digital media and culture today, incorporating expertise from

フォステクス カンパニー、Peatix 、株式会社スタジオハル、獺祭

both established and rising counterparts across the globe.

メディアパートナー：J-WAVE 、朝日新聞社、PR TIMES
助成：アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、アメリカ合衆国大使館
後援：オランダ王国大使館、渋谷区
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, TodaysArt JAPAN/AACTOKYO
Special Cooperations: OMOTESANDO HILLS, Laforet Harajuku, Digital Choc / Institut français du Japon - Tokyo
Sponsors: Warehouse TERRADA, Excite Japan Co., Ltd., JEPLAN, INC.
Cooperations: Ricoh Co., Ltd., Goethe-Institut Tokyo, Shibuya City Tourism Association Inc., Fostex, Peatix,
Studio Haru Co.,Ltd., DASSAI
Media Partners: J-WAVE, The Asahi Shimbun, PR TIMES
Grants: Arts Council Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, U.S. Embassy, Tokyo
Support: Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Shibuya City

A comprehensive showcase of new media and digital culture in Asia, it consists of an
art exhibition, music programs, symposium, education programs, and more. As such,
MeCA aspires to be a platform where the many practitioners of the field join, learn,
and, together, expand the many horizons of media culture today.
Lastly, we would like to express our sincere appreciation to all the individuals and
organizations for their time, effort, and generous assistance in making MeCA a reality.
The Japan Foundation Asia Center
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プログラム
Programs
1
●

展覧会｜ Art Exhibition → P 8 - 21

self-reflexivity: Thinking Media and Digital Articulations

会期：2 月 9 日（金）－ 18 日（日）11：00 - 20：00

会場：表参道ヒルズスペースオー、ラフォーレミュージアム原宿（最終

日は 17：00 まで / 11 日（日）は表参道ヒルズ会場のみ 18：00 まで）
出展アーティスト：● 表参道ヒルズスペースオー → 坂本龍一×高谷史郎、Guillaume Marmin and Philippe Gordiani、Bani Haykal、

Kawita Vatanajyankur

●

ラフォーレミュージアム原宿 → Kawita Vatanajyankur、Tad Ermitaño、平川紀道、Studio The Future

- Klara van Duijkeren / Vincent Schipper、couch
Dates: February 9 fri–18 sun Venues: OMOTESANDO HILLS SPACE O, Laforet Museum Harajuku(till 17:00 on last
day / till 18:00 on 11 sun at OMOTESANDO HILLS SPACE O)
Artists:・OMOTESANDO HILLS SPACE O → Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani, Guillaume Marmin and Philippe
Gordiani, Bani Haykal, Kawita Vatanajyankur ・Laforet Museum Harajuku → Kawita Vatanajyankur,
Tad Ermitaño, Norimichi Hirakawa, Studio The Future - Klara van Duijkeren / Vincent Schipper, couch

2
●

音楽プログラム｜ Music Program → P22-32

Alternative SOUND + VISION at WWW

Bordering Practice at WWWX

日時：2 月 9 日（金）21：00 - 29：00（開場 20：00 ） 会場：WWW 、WWW X
インターネット以降の音楽文化の動向を探るプログラムと、デジタルテクノロジーによる音響と映像表現を紹介する 2 つのプログラム
を同時開催。2 会場を回遊できるほか、いずれもオールナイトイベントとして開催します。
Date: February 9 fri 21:00–29:00 (open 20:00) Venue: WWW, WWW X
The music program comprises two parts: a program exploring trends in music culture since the emergence of the Internet,
and a program showcasing sound and video art created with digital technology. It will feature an all-night series of
events across two venues.
●

関連イベント → P 33

ギャラリートーク → 日程：2 月9日（金）、10日（土）、11日（日）、12日（月・振休）、17日（土）、18日（日）
会場：表参道ヒルズ スペース オー特設会場 アーティスト、ディレクター陣によるトークイベントを開催。
Gallery Talks → Dates: February 9 fri, 10 sat, 11 sun, 12 mon, 17 sat, 18 sun Venue: OMOTESANDO HILLS SPACE O
Talks of artists and directors take place.

同時開催｜ Concurrent Program
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●

第 2 回メディアアート国際シンポジウム｜ The 2 nd International Symposium for Media Art

「 アート& テクノロジー －創造・教育・アーカイブのために－」→ P 34 - 38

日時：2 月 11 日（日）10：30 - 16：00（開場 10：00 ） 会場：東京ウィメンズプラザ 入場無料［要事前申込・先着順］、
日英同時通訳

主催：国際交流基金アジアセンター、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

メディアアートを通じた国際的な状況と、情報化社会における芸術文化のプラットフォームのあり方を考えるシンポジウム。
“Art & Technology: Creativity, Education and Archive Environments”
Date; February 11 sun 10:30-16:00 (Open 10:00) Venue: Tokyo Women’s Plaza Hall
Free Admission (Pre-registration required)* English-Japanese simultaneous interpretation available
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, Arts Council Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
International situation of creation, education, research and development through media art and two parts to think about
the ideal platform of art culture in information society Symposium.
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教育普及プログラム｜ Education Program → P 39 - 44

日時：2 月 10 日（土）、12 日（月・振休）、17 日（土）、18 日（日）
（各日 2 回開催）
会場：渋谷区文化総合センター大和田 参加無料［要事前申込・先着順］ 対象：小学 4 年生〜高校 3 年生（同伴者に限り観
覧可能） 主催：国際交流基金アジアセンター、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
「社会」「身体」「メディアテクノロジー」をテーマに、メディア社会における創造性を学ぶワークショップを実施します。
Dates: February 10 sat, 12 mon, 17 sat, 18 sun (two-a-day)
Venue: SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA Free admission (Intended participant: students from 4th grade of
elementary school to 3rd grade of high school)* (Only companion can view)
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)
Offering the chance to learn about creativity in the network society through the key concepts of “society,” “body,” and
“media technology.”

5 トークシリーズ｜ Talk Series → P 45
トークシリーズ「 アート& テクノロジー の射程〜アジアにおける音楽文化からメディアアート、宇宙観まで〜」

●

Talk Series Art & Technology in Spectrum: From Music Culture, Media Art, to Cosmology in Asia
日程：2 月 11 日（日）、14 日（水）、17 日（土） 会場：Red Bull Studios Tokyo 入場無料（先着順）
主催：国際交流基金アジアセンター、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
Dates: February 11sun, 14 wed, 17 sat Venue: Red Bull Studios Tokyo Free Admission (Pre-registration required)
Organized by the Japan Foundation Asia Center, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)
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●

公募型キャンププログラム｜ BioCamp Program → P46-54

BioCamp:Gardens as Biotechnik

日時：2 月 10 日（土）－ 17 日（土） 会場：Red Bull Studios Tokyo、BioLab Tokyo / FabCafe MTRL（渋谷）
主催：国際交流基金アジアセンター、一般社団法人 TodaysArt JAPAN / AACTOKYO
「バイオテクノロジーとアート」をテーマに、国内外から参加者を募る公募型キャンププログラム。※参加者の募集は締め切りました。
Date: February 10 sat – 17 sun Venue: Red Bull Studios Tokyo, BioLab Tokyo / FabCafe MTRL (Shibuya)
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, TodaysArt JAPAN / AACTOKYO
“BioCamp: Gardens as Biotechnik” is an open-call biotechnology-art crossover camp bringing together participants from
Japan and overseas. ✳Application period is over.
●

公開イベント｜ Public Events → P 54 - 55

映画上映＋トークイベント「 HEAVEN ＋ EARTH ＋ JOE DAVIS 」｜ Screening of Documentary Film and Talk Event

2 月 12 日（月・振休） February 12 mon 19:00-21:00

SymbaioticA・Ionat Zurr 氏スペシャルトーク「Care and Control - a living affair」｜ Special Talk by Ionat Zurr (SymbioticA)

2 月 15 日（木） February 15 thu 19:00-21:00

Joe Davis 氏 スペシャルトーク「 PRE-TERRESTRIAL GARDENING AND THE LEGEND OF THE MAGI」｜
Special Lecture by Joe Davis

2 月 16 日（金） February 16 fri 19:00-21:00
BioCamp: Gardens as Biotechnik

公開プレゼンテーション｜ Public Presentation of the "BioCamp: Gardens as Biotechnik

2 月 17 日（土） February 17 sat 13:00-16:00
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会場情報
Venue Information
1

展覧会｜ Art Exhibition
A 表参道ヒルズ スペース オー / OMOTESANDO HILLS SPACE O
東京都渋谷区神宮前 4 - 12 - 10
4 - 12 - 10 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo
B ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku
東京都渋谷区神宮前 1 - 11 - 6 ラフォーレ原宿 6 F
Laforet Harajuku 6F, 1-11-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo

2

音楽プログラム｜ Music Program
C WWW ＋ WWW X
東京都渋谷区宇田川町 13 - 17 ライズビル
RISE Bldg, 13-17 Udagawa, Shibuya-ku, Tokyo

同時開催｜ Concurrent Program
3

4

第 2 回メディアアート国際シンポジウム｜ The 2 nd International Symposium for Media Art

D 東京ウィメンズプラザ / Tokyo Women’s Plaza Hall
東京都渋谷区神宮前 5 - 53 - 67
5-53-67, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo

教育普及プログラム｜ Education Program
E 渋谷区文化総合センター大和田 / SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA
東京都渋谷区桜丘町 23 - 21
23-21 Sakuragaokacho Shibuya-ku, Tokyo

5 トークシリーズ｜ Talk Series
6

公募型キャンププログラム｜ BioCamp Program
公開イベント｜ Public Events
F Red Bull Studios Tokyo
東京都渋谷区渋谷 1 - 3 - 3

1-3-3 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
※参加者による成果は、2 月 18 日にラフォーレミュージアム原宿において展示されます
※ This exhibition will be held on February 18, 2018 at Laforet Museum Harajuku.
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スケジュール

② 音楽プログラム｜ Music Program

① 展覧会｜ Art Exhibition

ギャラリートーク｜ Gallery Talk

at WWW 、WWW X

at 表参道ヒルズ スペース オー / ラフォーレミュージアム原宿

at 表参道ヒルズ スペース オー
OMOTESANDO HILLS SPACE O

OMOTESANDO HILLS SPACE O / Laforet Museum Harajuku

Schedule

④ 教育普及プログラム｜ Education Program

③ 第 2 回メディアアート国際シンポジウム｜

The 2nd International Symposium for Media Art

at 渋谷区文化総合センター大和田

at 東京ウィメンズプラザ

Shibuya Cultural Center Owada

⑤ トークシリーズ｜ Talk Series

at Red Bull Studios Tokyo

⑥ バイオキャンプ｜ BioCamp

at Red Bull Studios Tokyo

Tokyo Women’s Plaza Hall

10:00

2/9

fri

2/10

sat

2/11

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

17:00

Studio The Future

mon

tue

2/14

wed

2/15

thu

2/16

fri

2/17
2/18

20:00

21:00

22:00

※表参道ヒルズ会場のみ18:00まで

（未定）

Guillaume Marmin
tomad × KimoKal × similarobjects × Meuko! Meuko!

（未定）

Bani Haykal

山口情報芸術センター [YCAM] オリジナルワークショップ コトバ身体

2/13

19:00

Kawita Vatanajyankur
Eye2Eye

第 2 回メディアアート国際シンポジウム

2/12

18:00

open 20:00 start 21:00 ( 〜 29:00)

山口情報芸術センター [YCAM] オリジナルワークショップ

sun

16:00

Joe Davis 氏映画上映＋トークイベント「 HEAVEN + EARTH + JOE DAVIS 」

Olga Drygas × Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

スペシャルトーク：Ionat Zurr

スペシャルトーク：Joe Davis

couch

sat

WSK: Festival of the Recently Possible オリジナルワークショップ
（未定）

sun

公開プレゼン テーション

平川紀道 × 野村泰紀 × 椿玲子

※最終日17:00まで

Lifepatch オリジナルワークショップ
成果物展示 ※会場：ラフォーレミュージアム原宿
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展覧会

Art Exhibition

メディアを思考すること、テクノロジ―で表現すること— 。情報化社会のただ中に生
きる私たちにとって、テクノロジーを活用することと同様に、そのメカニズムを知ることも
不 可 欠になりつつあります。メディア文 化における創 造 性を多 角的に紹 介 する本 展で
は、メディアテクノロジーを表現手法とし、自然、歴史、文化、社会に普遍的な問いを
投げかけ、既 存のメディアを再 解 釈 する 8 作 品を紹 介します。これらの作 品は、山口
市にあるアートセンター・山口情 報 芸 術センター［ YCAM ］の委嘱作品の巡回、フィ

“self-reflexivity:
Thinking Media and
Digital Articulations”

リピンの WSK フェスティバル、日仏の文 化 事 業デジタル・ショック、Biennale Nemo、

Scopitone 等の推薦により、全作品が東京初公開となります。本展の出展作品からは、
自然界の物質と、データや解像度と人間の本質に迫ろうとする探求や、既存の表現領
域を交錯し、情報化社会とアートそれ自体への自省的な眼差しが感じられます。メディア
テクノロジ―を通じ、思考と創造が結実したこれらの作品群からは、単純なスペクタク
ルではなく、メディアと私たちの関わりをもう一度問い直し、複雑化する 現在（ now）
を 参照（ reference） する手掛かりが見つかるはずです。時代のテクノロジ―ととも
に変容を続ける「メディアアート」。その形式は、これまでの歴史がそうであったように、
作品自体が問い続け、過去と現在、社会と個人、メディアとアートの関係によってそれ
ぞれに解釈されるものです。本展では、変化しゆくこの都市に、そして情報化によって
変質する社会に対し、メディアを介した新たな発想で応答することを試みます。
In today’s information society, familiarizing oneself with the mechanisms of technological devices
and systems is just as indispensable as utilizing them. Exploring creativity generated in the culture
of digital media, self-reflexivity: Thinking Media and Digital Articulations introduces eight new
media artworks that pose questions on nature, history, culture, and society—questions universal
for all—and, in so doing, reconfigures pre-existing mediums. The selection of works consists of a

[ 出展アーティスト / Exhibited Artists ]

commission by Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] (Japan) and recommendations by

坂本龍一 ＋ 高谷史郎 / Ryuichi Sakamoto ＋ Shiro Takatani、

WSK: Festival of the Recently Possible (Philippines), Digital Choc (Japan-France), Biennale Némo

Guillaume Marmin and Philippe Gordiani、Bani Haykal、
Tad Ermitaño、Kawita Vatanajyankur、
平川紀道 / Norimichi Hirakawa、Studio The Future、couch

(France), and Scopitone (France); the exhibition being a valuable occasion for all the works to be
shown in Tokyo for the first time. An investigation into the essential qualities inherent in both
the natural and manmade—substances of the natural world, digital data, resolution, and even
humanity—and a cross-over of disciplines and artistic expressions, these works each re-articulate
information society and also their own conditions with a self-reflexive, or even self-critical,
eye. An integration of intellectual thinking and creativity, these are not simply spectacles that
mesmerize us. Instead, if one looks closely, they push us to rethink our relationship with digital

会期：2018 年 2月9日
（金）－ 18日
（日）11：00 - 20：00
（最終日18日
（日）は17：00まで。11日
（日）は表参道ヒルズ会場のみ 18：00まで）
会場：表参道ヒルズ スペース オー、
ラフォーレミュージアム原宿

media, and, possibly, provide us with clues to “reference” the “now” which is forever becoming
compressed, encrypted, and multiplex. Media art and digital creativity transform in tandem with
the technological developments of the time. As such works of this nature, as it has done over the
years, are self-determining: the medium of the work itself determines the “media” artwork. These,
thus, are only analyzed retrospectively using the vocabularies surrounding issues such as the past/

Date: February 9 fri – 18 sun, 2018
Hour: 11:00-20:00 (till 17:00 on last day) (till 18:00 on 11st sun at OMOTESANDO HILLS SPACE O)
Venues: OMOTESANDO HILLS SPACE O, Laforet Museum Harajuku

present, society/individual, and digital-media/art of a particular time. self-reflexivity intends to
respond to this digital landscape, which is transient in nature, with new imaginations and creative
minds that are motivated by digital media.
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坂本龍一 / Ryuichi Sakamoto
（アーティスト、音楽家 / Artist, Musician）
［日本、

USA / Japan, USA］

Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani
water state 1
installation, 2013 Commissioned by the Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
水滴の落下と波紋の生成、音の変化によって水が見せる様々な表情を描きだすインスタレーション。アジアの一
定期間・地域の天候データが、水滴の落下と音の変化、低周波へと変換され、空間中央を満たす水面には
様々な波紋が浮かび上がっていきます。生命を支える根源的な物質であり、この自然界においても特殊な性質
を持つ水。本作では、大量の水滴を自在に落下させる装置とシーケンス制御によって、水そのものの視覚的、
聴覚的な表現を提示します。
水は温度によって氷、水、水蒸気と、その様態を変える。水がつくり出す雨、雲、霧、雪、海、河、湖、滝、
氷山、氷河などの自然現象は、どれをとっても、いつまで眺めていても飽きることはない。また、この惑星の表
面積のおよそ 7 割が水に覆われ、私たちの身体の 7 割が水でできており、生命の源でもある。

高谷史郎 / Shiro Takatani
（アーティスト / Artist ）
［日本 / Japan ］

― 坂本龍一

This installation depicts the various appearances of water through falling raindrops, the generation of ripples, and changes
in sound. Data of the weather from certain seasons and regions in Asia was converted into droplets, sound changes, and
low frequency waves, which then appear as varied ripples on the surface of the water filling the center of the space. A
fundamental substance for supporting life, water possesses special properties within the natural world. This work is a visual
and aural expression of water through sequence control, and a device that creates the effect of freely falling rain with large
amounts of water.
Water changes its state from ice, water, to water vapor depending on the temperature. We will never grow tired of observing
the various natural phenomena that water produces, such as rain, clouds, fog, snow, seas, rivers, lakes, waterfalls, icebergs,
glaciers, etc.. In addition, about 70% of the surface area of this planet is covered with water, 70% of our body is made of
water, and it is also a source of life.
– Ryuichi Sakamoto

1952 年 生まれ。78 年、『 千 の ナイフ 』でソロデ

1963 年生まれ。84 年からアーティストグループ「ダ

ビュー。同 年、イエロー・マジック・オーケストラ

ムタイプ」のメンバーとしてパフォーマンスやインスタ

（ YMO ）に 参 加。アカデミー 賞、グラミー 賞 ほ か

レーションのビジュアルワークを総合的に担当。主な

を受賞する等、作曲家としても世界的な評価を得て

個 人の活 動に坂 本 龍 一オペラ『 LIFE 』映 像ディレ

いる。また高 谷 史 郎との「 LIFE - fluid, invisible,

クション（ 99 年 ）、イギリスの北 極 圏 遠 征プロジェク

inaudible...」等、インスタレーションの発 表を数 多

ト「 Cape Farewell」参 加（ 2007 年 ）、パフォーマ

く行うほ か、社 会 的な問 題 へも強 い 関 心を持 つ。

ンス作 品に『 明るい部 屋 』
（ 08 年 ）、
『 CHROMA

2017 年にはオリジナルアルバム『 async 』を発 表。
18 年 3 月 11 日まで、NTT インターコミュニケーショ

（クロマ ）』
（ 12 年 ）、
『 ST/LL 』
（ 15 年 ）。 東 京 都
写 真 美 術 館で個 展「 明るい部 屋 」開 催（ 13 年 ）。

ン・センター [ICC] にて『坂本龍一 with 高谷史郎｜

中 谷 芙 二 子、樂 吉 左 衞 門、渡 邊 守 章、オノセイ

設置音楽 2

ゲン、野 村 萬 斎 等とのコラボレーションも多 数。

IS YOUR TIME 』を開催中。

http://www.sitesakamoto.com

http://shiro.dumbtype.com

Born in 1952, Ryuichi Sakamoto made his solo debut in
1978 with the album, Thousand Knives and joined Yellow
Magic Orchestra (YMO) in the same year. He has earned
global acclaim as an Academy and Grammy Award
winning composer. In addition to installations such as
his collaborative work with Shiro Takatani, LIFE – fluid,
invisible, inaudible… Sakamoto has taken a great interest
in societal issues. In 2017, he released an original album,
async. The exhibition, “Ryuichi Sakamato with Shiro
Takatani｜Installation Music 2 IS YOUR TIME” will be
held at the NTT Inter Communication Center (ICC) until
March 11, 2018.

Born in 1963, Shiro Takatani, as a member of the
artist group Dumb Type, has been involved in the
creation of all of the group’s performance and visual
installation works since 1984. His main solo activities
include visual direction for the Ryuichi Sakamoto
opera LIFE (1999), participation in the Cape Farewell
expeditions to the Arctic (2007), the stage performances
Camera Lucida (2008), CHROMA (2012) and ST/LL
(2015), and the solo exhibition “Camera Lucida” held
at the Tokyo Photographic Art Museum (2013). He
also has collaborated extensively with Fujiko Nakaya,
Kichizaemon XV Raku, Moriaki Watanabe, Seigen Ono
and Mansai Nomura.
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坂本龍一＋高谷史郎
「 water state 1（水の様態 1 ）」

Photo: Ryuichi Maruo Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
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installation, 2015 Reccomendated by the Digital Choc

眼前から降り注ぐ無数の光線と響き渡る音。観客は、暗闇と煙に満たされた空間で感覚を遮断され、12 分間に
わたる光と音を体験します。古代の哲学的概念を発展させたプラトンの対話篇のひとつ「ティマイオス」にある
宇宙創成では「天球の音楽」、つまり天球＝宇宙そのものが音楽を奏でるという壮大な音楽観が語られており、
西洋の音楽思想の中で受け継がれてきました。そこから着想された本作は、300 もの穴から投射される光と音
の連続により、空間自体がひとつの音楽を奏でるような感覚をもたらします。それは光と音によって時間と空間を
構成／知覚する、新たな音楽の探求とも言えるかもしれません。現代のメディアを多用し、芸術と科学の関係
の再解釈を試みる本作からは、時代を越境する知識と新たな発想を追求するアーティストの姿が見えてきます。
This installation dazzles the viewer with infinite light beams and resonating sounds on a 12-minutes loop. It is inspired
by Plato’s dialogue Timaeus, in which the Greek thinker developed the ancient philosophical concept of the “music of the
spheres” that regards the movement of celestial bodies as a form of musical harmony. Filled with smoke and darkness,
the space is divided by a wall perforated with 300 holes, through which rays of light are projected together with sound in
such a way that it seems like the space itself is playing a single piece of music. The experience of this is detached from any
sense of space and scale. Instead, it becomes a new kind of musical exploration where time and space is constructed and
perceived through light and sound. The installation shows how employing contemporary media tools to reinterpret the arts
and sciences can lead artists to both original ideas and the rediscovery of ageless knowledge.

Guillaume Marmin
（アーティスト / Artist ）
［フランス / France ］

Philippe Gordiani
（音楽家 / Musician ）
［フランス / France ］

リュミエール・リヨン第 2 大学とARFIS を卒業。音楽

ギタリスト、電 子 音 楽 家、作 曲 家、即 興 演 奏 家と

シーンや舞台芸術に関わった後、伝統的なストーリー

いった多くの顔を持つ音楽家。活動の半分を楽器演

テリングや従来のメディアを越えた視覚芸術の再生を

奏（ギター／電子楽器）に、もう半分を作曲に費や

めざしている。レン・ライやスタン・ブラッケージの実

している。ロックが新しいジャズや電子楽器、即興演

験映画から影響を受け、イメージと音、リズム、コント

奏と融 合 するような、現 在の音 楽シーンにある影 響

ラスト、滑らかな映 像 描 写にある、新しい共 感 覚の

関係を広く取りいれた作品を発表。空間を音によって

言語を追求。そのための新しいメディアを求めて、従

満たすサウンドインスタレーションも制作する一方で、

来のスクリーンを離れ、立体彫刻や建築物へのプロ

15 年にわたり演劇とダンスのための作曲にも取り組ん

ジェクションマッピング、写真や版画、身体や煙への

でいる。

プロジェクション等様々な手法で作品を制作している。

http://www.guillaumemarmin.com
Trained at the University of Lyon II and ARFIS,
Guillaume Marmin is a French visual artist. While
connected from the beginning, to the music scene and
performing arts, his work is also a revival of visual
creation by overcoming traditional forms of storytelling
and performing media. Influenced by experimental
filmmakers such as Len Lye and Stan Brakhage, Marmin
seeks a new synesthetic alphabet, a common language
between images and sounds, rhythms, contrast, and sleek
moving figures. To achieve this, Marmin shifts away from
the conventional screen to test all types of media, from
mapping on 3D sculptures and buildings, projection on
photography and screen printing, bodies in motion, and
also the use of smoke.
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Guillaume Marmin and Philippe Gordiani
TIMÉE

https://soundcloud.com/gordiani

As a multifaceted musician, guitarist, electroacoustician,
composer, and improviser, Philippe Gordani divides his
time between instrumental practice (guitar / electronics)
and composition. He engages in producing works
that evolve in the vastly expansive world of current
music where rock meets new jazz scene, electronics,
and improvisation. He also develops immersive sound
installations and for over the past 15 years has been
involved in composing for theater and dance.

助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部、ナント市

Support: Institut français, Ville de Nantes
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Robotics Engineer: Leonardus Adi Prasetya

「眠らない者のネクロポリス」

necropolis for those
without sleep

Tad Ermitaño
Spinning Jimmy v. 2.0

Carriage Engineer: Martin Miranda

installation, 2007/2017 Reccomendated by the WSK: Festival of the Recently Possible

Installation with custom designed
mechanical Turks, computer-programmed
chess game, 3D printed chess pieces and
jumpsuits, rubber ducks, 2015
チェスをする 2 本の機械の手。1770 年にウォルフガン
グ・フォン・ケンペレンが発明した自動チェス人形「機
械じかけのトルコ人」を彷彿とさせる本作は、駒の構
成・数、アルゴリズムによって、片方が初めから明ら
かに不利な状況に立たされています。当時、人工知
能の存在を人々に想起させたこの機械は、中に名人
が隠れていることを知られることなく観客を興奮させ、
対局相手を恐れさせ、勝利していました。
「恐怖、娯楽、退屈さといった管理のためのメカニズ
ムを巧みに調節することで、需要なき供給が大規模に
つくりだされる」（ B. Haykal ）
本作が前提とするパワーの非対称性は、21 世紀にお
けるグローバリゼーションをめぐる不安と民主主義にま
つわる不均衡を示しています。チェスのプレイヤーは、
テクノロジーへの熱狂と不安が交錯する現代社会に
生きる私たちの姿かもしれません。
The work is an installation consisting of two mechanical
arms playing a game of chess in which pieces of one team
has been rigged to disadvantage it significantly. The
White team has only two pawns, a king, a queen and
double of everything else, while the Orange team consists
of a king, a knight and the rest pawns. Controlled by an
algorithm that purposely favors the White team, Bani
alludes to the 18th-century invention by Wolfgang von
Kempelen,"The Mechanical Turk" (1770), a fraudulent
mechanical chess player that thrilled crowds, terrified
opponents, and won like clockwork for decades. The
work is premised on an asymmetry of power, reflecting
the anxieties of globalization and disequilibrium of
neoliberal democracy in the twenty-first century. Bani
Haykal’s necropolis for those without sleep finds its place
“where control mechanisms such as fear, entertainment,
and boredom are calibrated to orchestrate supply without
demand." (B.Haykal)
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Game Designer: Tan Jianyang

ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku
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Bani Haykal

Bani Haykal
（アーティスト / Artist ）
［シンガポール / Singapore ］

画 面に映る人 物「ジミー」（ ＝ 作 者 ）が 壁に追 突
すると、モニターをのせた台車が動きだす ― 。そ
の姿はギリシャ神話のシーシュポスのように労働、拘

Tad Ermitaño
（アーティスト / Artist ）
［フィリピン / Philippines ］

1985 年生まれ。インスタレーションやパフォーマンス

束、希望、無駄、逃避をめぐる思考と感情をかきた

等 の 手 法で表 現 するアーティスト、ミュージシャン。

てます。タイトルは、産 業 革 命における象 徴 的な発

学 士 号を取 得。モウェルファンド映 画 学 校で映 画と

政 治 経 済、音 楽、思 弁 的フィクションが交 差 する場

明「 Spinning Jenny（ジェニー紡績機）」に由来し

ビデオの教育を受け、実験的なサウンド、メディアコ

ます。2007 年発表の「 Spinning Jimmy v 1.0」は、

レクティブ の 草 分 け「 The Children of Cathode

に注目し、様々な機 器を用いてインターフェイスやイ

広島大学で動物学を学び、フィリピン大学で哲学の

ンタラクションのありかたを探 求 する。青 森 ACAC

「ジミー」 が 苦 心して 何 度も砂 袋を頭 上 に 持ちあ

Ray」を共同設立した。これまでに、山形国際ドキュ

（ 2014 年 ）、シンガポールの Silverlens（ 同 ）、パリ

げ、実際のリールに紐を巻きとっていくというものでし

メンタリー映 画 祭、シンガポール映 画 祭 等で映 像 作

の Point Ephemere（15 年）で作品を発表。「Media

た。本作における「ジミー」は、現実世界を動かす

品を発表。ISEA 2008 、シンガポール国立美術館、

/ Art Kitchen」（ 13 年）、「 Liquid Architecuture」

力を持つ錬 金 術 師がつくりだした人 間のようであり、

インドネシア国立美術館、マレーシア国立ヴィジュアル

（ 14 年 ）、「 RRREC FEST 」（ 同 ）等 のフェスティ

一方で作者自身でもあるというパラドックスを含んでい

アーツギャラリー、第 15 回ヴェネチア・ビエンナーレ

バルにも参 加した。15 年、シンガポール美 術 館 の

ます。それは、実世界の存在とメディアがつくりだす

国際建築展 ( 2016 年）等でメディアインスタレーショ

イメージとの差異や、テクノロジーと人間社会にある

ンを発表。

「 President’s Young Talents」に選出。
Born in 1985,. Bani Haykal is an artist and musician
whose work encompasses several disciplines including
installation and performance. With an His interest that
lies at the intersection of political economy, music and
speculative fiction, Hkyal. wWorksing with a broad range
of instruments to, create his projects that revolve around
modes of interfacing and interaction. He has presented
works at the Aomori Contemporary Art Centre in
Aomori (2014), Silverlens in Singapore (2014) and Point
Ephemere in Paris (2015). He has also participated in
festivals, including “Media/Art Kitchen (2013)”, “Liquid
Architecture (2014)” and “RRREC FEST (2014).” In 2015
hHe was named one of the President’s Young Talents
selected by the Singapore Art Museum in 2015.

発展と支配の関係と言えるのかもしれません。
The title is a play on James Hargreave’s “Spinning
Jenny,” an iconic invention in the history of automation.
In the first iteration Spinning Jimmy v 1.0 (2007) consists
of “Jimmy” a figure on the screen - laboriously lifted a
sandbag over his head over and over, his exertions are
connected to a photo sensor-activated physical crank
causing thread to be wound upon a spool. The work is
a kind of ontological pun, in which the image seems to
shimmer between being the representation of a person,
and being an actual, tiny person: a homunculus with
sufficient mass to nudge the carriage in the real world.
The paradoxical and Sisyphean vista of Jimmy rolling the
carriage back and forth on an empty shelf attracts and
alludes to notions and emotions centering perhaps on
labor, confinement, hope, futility, and escape.

Tad Ermitaño studied Zoology at Hiroshima University,
and completed his Bachelor’s Degree in Philosophy at
the University of the Philippines. He trained in film and
video at the Mowelfund Film Institute and co-founded
the pioneering experimental sound/media collective
“The Children of Cathode Ray.” Considered a leading
figure in Philippine media art, Ermitaño’s films and
media installations have been exhibited in various spaces
and festivals. Among these include the “Yamagata
International Documentary Film Festival,” the
“Singapore International Film Festival,” “ISEA 2008,”
the Cultural Center of the Philippines, the Metropolitan
Museum of Manila, the Singapore Art Museum (SAM),
the National Gallery of Indonesia, the National Visual
Arts Gallery of Malaysia, and the 2016 Venice Biennale
of Architecture.
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The Eggs Holder (2016), Squeezers (2015), Colander (2017), Poured (2012),
The Scale (2015), The Scale of Justice (2016)
video series, 2012-

野菜、果物、卵、水といった身近な食べ物と日用品に追突する／衝突される女性（＝作者）。本作は、家事や
家庭内の労働と「女性」との関係を、自身のパフォーマンスによってユーモラスに表現した映像作品です。恐怖
心と忍耐力を伴い、思考を失ったように反復する動作は、機械化した身体の様相を彷彿とさせます。作者は、こ
のときの状態を「瞑想体勢」にあるとし、自身の身体を客体化することで彫刻に変えていくと語ります。また、そ
の姿を、メディアを通して記録することで、儀式、工芸、パフォーマンスといった領域を横断し、女性自身が女性
像を語るための客観的視点を見出しています。さらに、鮮やかな蛍光色、ポップな色合いによる描写は、美術の
歴史の中で長い間描かれてきた女性像に対し、現代的／普遍的な表現を探求する試みでもあるのです。
A play of objectification between herself and everyday food and appliances—vegetables, fruit, eggs, water, clothing lines,
cleaning mops, scales—Kawita Vatanajyankur transforms herself into household appliances to explore the persistent
tie between domestic labor and women with both humor and irony. The simple repetition of the collision between the
artist’s body and the food and/or appliance, marked by physical endurance and fear, further accentuates the objectification of the body. The artist describes her performance as “meditative postures,” and, by objectifying her own body,
she becomes a sculpture, a “thing.” By recording this, she navigates across ritual, craft, and performance to discover how
women themselves can objectively articulate the feminine. As a response to how women have been depicted throughout
art history, her use of vivid, fluorescent colors also, is an attempt to unearth contemporary and universal renditions of
the feminine.

Kawita Vatanajyankur
（映像作家 / Video Artist）
［タイ / Thailand］

2011 年、ロイヤルメルボルン工科大学で美術を学び、アジア、欧米、オーストラリアで活動する映像作家。女
性が日々の労働に取りくむ姿を捉え、心理的、社会的、文化的視線を検証する作品を制作。映像では自身がパ

表参道ヒルズ スペース オー、ラフォーレミュージアム原宿 / OMOTESANDO HILLS SPACE O , Laforet Museum Harajuku

Kawita Vatanajyankur
SERIES: TOOLS / WORK

フォーマンスし、身体の限界に挑戦する実験を展開している。作品の魅惑的な色彩は、消費とインスタントな満
足を希求するグローバル・デジタル・ネットワーク時代に根ざしている。現在は、Nova Contemporary（バンコ
ク）、Alamak! Project（ロンドン、東京）、Clear Edition & Gallery（東京）のギャラリーを拠点として活動。

http://www.kawita-v.com
Having earned her BA (Fine Art) at RMIT University, Melbourne, Thai video artist Kawita Vatanajyankur actively
works in Asia, Europe, the United States, and Australia. Her art powerfully examines the psychological, social, and
cultural ways of viewing and valuing the continuing challenges of women’s everyday labor. In her staged performances,
Vatanajyankur undertakes physical experiments that playfully and painfully test her body’s limitations. The alluring,
luminous colors in her work are distinctive of the artist's aesthetic and tap into a globalized and digitally networked
visual language of consumption and instant gratification. She is currently represented by Nova Contemporary (Bangkok),
Alamak! Project (London, Tokyo), and Clear Edition & Gallery (Tokyo).
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Norimichi Hirakawa
datum

音響プログラミング：濱哲史
支援：平成 28 年度メディア芸術クリエイター育成支援事業
※本プロジェクトは Kavli IPMU-カブリ数物連携宇宙研究機構でのアーティス
トレジデンスを経て開始されました。

installation, 2017

Sound Programming: Satoshi Hama
Support: Project to Support the Nurturing of Media Arts Creators, 2016
* This project has been started through Artist in Residence

program at the Institute for the Physics and Mathematics of the
Universe (IPMU).

色と空間と時間を等価に扱うことで新たな「映像」を生み出すインスタレーション。私たちが普段目にする映像
／動画は、画像（コマ）が時間軸上で連続することにより表示されますが、本作では映像データのピクセルを

6 次元ユークリッド空間上の点［ X/Y, Red/Green/Blue, time］としてとらえ、回転することによって、映像デー
タそのものを通常とは違った切り口で「映像」として映し出します。
色のグラデーションと曲線、その変化が渾然一体となって運動する様子は、ピクセル同士の関係性それ自体の
現れであり、映像データの本性であるとも言えます。本作における「映像」は、平面や立体を捉える美術表現

ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku

平川紀道

を包含する、高次元空間における美を探求しようとするものであり、私たちの存在する時空を 4 次元とした一般
相対性理論を超えた、より複雑な時空や、そのあり方までを想起させます。
This installation creates a new kind of video experience dealing with the elements of color, space, and time all equally.
The video that we see in everyday life displays through linking a sequence of images (frames) along a time axis. In this
work, however, the pixels in the digital video data are treated as points in a six-dimensional Euclidean space (X/Y,
red/green/blue, and time). By then rotating them, the digital video data itself is projected as “video” from an entirely
different point of view.
The color gradations, curves, and their shifts move seamlessly, manifesting the relationship between the pixels and the
nature of video data. As such, the “video” in this work searches for beauty in a high-dimensional space, encompassing
artistic expression that captures both two and three dimensions, while also evoking a more complex spacetime that
transcends the general theory of relativity that is based on existence in four dimensions.

平川紀道 / Norimichi Hirakawa
（アーティスト / Artist ）
［日本 / Japan ］

1982 年生まれ。もっとも原始的なテクノロジーとして計算に注目し、コンピュータプログラミングによる数理的処
理そのものや、その結果を用いたインスタレーションを中心に作品を発表。2016 年、カブリ数物連携宇宙研究
機構のレジデンスで作品「 datum」シリーズの制作に着手、豊田市美術館、札幌国際芸術祭プレイベントで発
表。17 年、チリの標高約 5000 m に位置するアルマ望遠鏡のレジデンスを経てシリーズ最新作を制作開始。ま
た池田亮司、三上晴子らの作品制作への参加、ARTSAT（ Art and Satellite ）プロジェクトのアーティスティッ
クディレクション等も行う。

http://counteraktiv.com
Born in 1982, Norimichi Hirakawa’s interest lies in the most primitive of technologies, calculation. His work is focused
on installations that use either mathematical processing itself as conducted through computer programming or the results
of that processing. In 2016, he began creating the series datum at a residency at The Kavli Institute for the Physics and
Mathematics of the Universe (Kavli IPMU), and datum was shown at the Toyota Municipal Museum of Art and at a
pre-event of the Sapporo International Art Festival. In 2017, he began creating the latest work in that series through a
residency at the ALMA telescope, located at Chile’s highest point of approximately 5000 meters. He has also participated
in creating the work of Japanese artists, such as Ryoji Ikeda and Seiko Mikami, and is the artistic director for ARTSAT:
Art and Satellite Project.
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couch
TRACING SITES
video installation, 2017-

本プロジェクトは、
フランスのスコピトーン・フェスティバルとビエンナーレ・ネモ、
デジタル・ショック
（アンスティチュ・フランセ日本）が主催する「デジタル・ショック
フランス・ナント市での滞在を経て制作されました。
賞2017 」を受賞し、

This project was produced during a residency in Nantes,
France, and won the Digital Choc Award 2017, organized by the
Scopitone Festival, Biennale Némo, and Digital Choc (Institut
français du Japon – Tokyo).

スクリーンに映し出される脚本は、空間内に設置され
た 3 つのドット・インパクト・プリンターで紙へと出力さ
れ続けます。一 切のイメージを排した映 像は、主 人
公である Hugo と Evans の会話を通じて、私たちに
世界のどこかにある日常を感じさせます。淡々と繰り
返される彼らの言葉から、他者の時間と空間を想像
する一方で、そのイメージは役割を果たすことなく、
紙に空虚な痕跡を残し、ひとつの本へと構成されて

ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku

Studio The Future
- Klara van Duijkeren / Vincent Schipper
Film Fiat Lux Installation, 2017

いきます。メディアを介してイメージだけが昇華されて
いくプロセスを提示した本作は、人々の経験が抽象
化され、時間と空間を圧縮するかのような、インター
ネット以降の社会の様相を提示しています。映像から
紙へと伝播していく彼らの日常は、イメージと瞬間的
なユーザーの満足感を満たす「ウェブ」空間に生き
る私たちの日常を示しているのです。
Somewhere in time and space, Hugo and Evans live out
a normal day to day existence. Day in and day out, every
minute of every hour is scheduled and is clear, every
movement and every action is prescribed, and routine.
This is till one moment, when a painting of very little
consequence sets off a series of banal interactions that
lead undoubtedly to nothing. However, in that there is
nothing there is something truly happening.
Fiat Lux is a film script, and made into a book film,
where image plays no role, but seeing and hearing in all
of its extremities compresses time and space — as long
as you allow it. In today’s world of image and instant
gratification, the human experience has been abstracted
and compressed into — what is now — an ever realer
space of the “web”. This work is not a critique, a
research, a political statement, or whatever we are told it
should be. This work is first and foremost an open end.
What will one do from this point forward?
Music: Yama Yuki
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参考図版 | Reference image “Book of Memories”

Studio The Future - Klara van
Duijkeren / Vincent Schipper
（出版社、アーティスト / Publisher, Artist）
［オランダ

/ Netherlands］

2013 年設立。アムステルダムに本拠を置く、実験的

風景を撮影し、ストップモーションで点描に編集、そ
れらを小さな木片のスクリーンに投影し、再撮影する
……。撮 影と編 集が幾 重にも繰り返された映 像は、
再びモニターへ 表 示され、独 特の質 感とともにひと

couch
（アーティスト / Artist ）
［日本 / Japan ］
宮﨑大樹・宮﨑怜子によるアーティストデュオ。もの

つの景色を提示します。本作は、複数の手法と映像

づくりの初源的・発見的方法を検証する作品やプロ

メディアを介し、都 市の風 景を執 拗になぞることで、

ジェクトを展 開 する。政 治、経 済、歴 史のような巨

でインディペンデントな出版社。大きな影響を与え得

複 雑 化 する現 代 社 会や時 間の積 層までをも描 写 す

大な事象に、個人がアートで働きかける方法を追求

る小規模・実験的なアイデアを「公開する」という、

る試みです。ある「場」を写し取るプロジェクト（＝

している。近年の主な展覧会、レジデンスプログラム

出版界の通念を越えたそのあり方は、むしろより古典

TRACING SITES ）として様々な都 市で展 開され

に、
『スコピトーン・フェスティバル 2017 』レジデンス

的な意味に立ち返っているとも言える。作品はインス

る本シリーズは、過 去・現 在・未 来、そして個 人の

プログラム（ Stereolux、ナント、フランス）、
『ビエン

タレーション、展 示、研 究、アーティスト・イン・レジ

物語と歴史が重なり合う「場」に対し、作者自身が

ナーレ・ネモ 2017 - 18 』
（ Arcadi、イル・ド・フラン

デンス、レクチャー、ワークショップ、フェスティバル

向き合う方法でもあります。そこには、人間の手の痕

ス）、
『 SeMA Nanji Residency 』
（ 韓 国・ソウル）。

等の方法でも提示されるが、常に印刷媒体を介して

跡とコンピューティングを通して、私たちそれぞれが

2017 年、アンスティチュ・フランセ日本主催「デジタ

おり、起点をつくり、協力し、共創することを通して、

最適な視線の密度（＝解像度）で現実を見つめよう

ル・ショック賞 2017 」受賞。

オルタナティブな可能性と空間を私たちの日常に浮か

とする、ひとつの実践があるのかもしれません。

び上がらせる。

http://printthefuture.nl

Founded in 2013, The Future is an experiment focused and
independent publisher based in Amsterdam. Their purpose is
to present small and/or experimental ideas that could have a
large impact, as an opportunity to communicate through
the print medium. Breaking away from conventional ideas
of publishing, they return it to a more classical meaning
of “making ideas public.” By initiating, collaborating,
and co-creating, The Future creates space and potential
for alternatives to emerge and enter our everyday
discourse. Their work is not bound to one medium, but
always seek the best way to present their ideas through
means such as installations, exhibitions, research projects,
artist in residence programs, lectures, workshops, or
festivals — always leading to printed matter.

For this installation, footage of a landscape was converted
to stippled stop motion, projected onto a small woodchip
screen, and then filmed again. When this repeatedly filmed
and edited footage is shown on monitors, it presents
yet another uniquely textured landscape. The video
installation persistently traces the landscape of the city
through multiple methods and video media in an attempt
to depict the complexities of contemporary society, right
down to the layers of time. The artists are developing
the series in different cities, tracing various sites in each
as a way to confront the places where past, present, and
future as well as personal stories and history all overlap.
This forms a pursuit of our optimum gaze densities (that
is, the meaning of “resolution”) to examine the reality
that lies between computing and the vestiges of mankind.

couch is an artist duo comprised of Hiroki Miyazaki
and Reiko Miyazaki. Creating works that examines the
primary and heuristic techniques of craftsmanship, couch
seeks avenues for individuals to influence large-scale
phenomena, such as politics, economics, and history,
through art. Exhibitions and residency programs in
which they have participated in recent years include, the
residency program of “Scopiton Festival 2017 (Stereolux,
Nantes, France)”, “Bienenale Némo 2017-18 (Arcadi,
Île-de-France)”, and “SeMA Nanji Residency (Seoul,
Korea).” In 2017, they received the Institut français du
Japon’s Digital Choc Award.
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音楽プログラム

Music Program

メディアカルチャーにおける多 様な表 現を紹 介 することを目的とした音 楽プログラムで
は、インターネット以 降の音 楽 文 化の動 向を探るプログラムと、デジタルテクノロジー
による音 響と映 像 表 現を紹 介 する二 つのプログラムを同 時 開 催します。WWW 会 場
では、電 子 音 楽 の 変 遷とオーディオビジュアル表 現を紹 介 する「 ALTERNATIVE

Sound+Vision 」を開催。電子音楽の基礎を築いたモートン・スボトニックによる名作
が再演されるほか、インターネット世代にも深い影響を与えたアレック・エンパイアが登

“Alternative Sound+Vision”
at WWW
“Bordering Practice”
at WWWX

場。さらに、フランスの気鋭のアーティストJacques 等、1960 年代から活動を続ける先
駆者から現在を切り拓くグループのオーディオ・ビジュアルパフォーマンスに出合うことが
できます。WWWX 会場では、10 代よりネットレーベル・Maltine Records を主宰して
きた tomad 氏をディレクターに迎えた「 Bordering Practice 」を開催。インターネットが
もたらした音楽シーンの広がりと、画一化しつつある現在の状況を踏まえ、世界各地の
コミュニティの再接続を試みます。インターネット空間を超えて東京－台湾－ジャカルタ－
マニラ－カナダ－アメリカを結ぶステージは、インターネット時代のコミュニケーションや協
働、創作活動のあり方までを問い直し、次なるシーンを構想する実験の場となるでしょ
う。MeCA では電子音楽からインターネット時代における音楽シーンまで、デジタル技術
の変化によって移ろう音楽文化の様相を一望に紹介します。

The MeCA music program comprises two parts: a program exploring trends in music culture
since the emergence of the Internet, and a program showcasing sound and video art created
with digital technology. As MeCA’s opening program, it will feature an all-night series of events
across two venues. At WWW, “Alternative Sound + Vision” will introduce shifts in electronic

[ 出演者 / Performances ]
〈 Alternative Sound+Vision 〉Morton Subotnick, Lillevan, Alec Empire,

Jacques, Jean-Baptiste Cognet and Guillaume Marmin,
Young Juvenile Youth, X0809
〈 Bordering Practice 〉tofubeats, Meishi Smile, PARKGOLF,
similarobjects, KimoKal, Ryan Hemsworth, Meuko! Meuko!
Program Director: tomad

Stage Visual: huez

music and audio-visual art. Alongside a restaging of a famous work by pioneering electronic
music composer Morton Subotnick, the event features Alec Empire, the German musician
who has greatly influenced the current digital generation, and the up-and-coming French
music artist Jacques. From trailblazers active since the 1960s to the very latest cutting-edge
talent, this event offers Tokyo audiences the chance to encounter an incredible range of audiovisual performance. With the two programs, MeCA will introduce the way musical culture
has changed through developments in digital technology, from electronic music to the current
scenes in the digital age. “Bordering Practice” will be held at WWWX, directed by tomad, the
head of the leading Tokyo-based netlabel Maltine Records. The event will attempt to reconnect
global communities against a backdrop of the spread of music scenes ushered in by the Internet
and the ongoing standardization of music today. Through music, this event will re-explore the
nature of communication in the digital age as well as present-day approaches to collaboration

日時：2018 年 2月9日
（金）21：00 - 29：00（開場 20：00 ）
会場：WWW 、WWW X
Date and Time: February 9 fri 21:00-29:00 (open:20:00)
Venue: WWW, WWW X
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and creativity. Transcending physical space via the Internet to link performances in Tokyo
with Taiwan, Jakarta, Manila, Canada, and the United States, participants will rediscover
each other’s cultures and music, and conceive visions of music scenes to come. With the two
programs, MeCA will introduce the way musical culture has changed through developments in
digital technology, from electronic music to the current scenes in the digital age.
23

映像と音響が交差する瞬間を、時代を超越するラインナップで紹介する一夜。まずは、創成期か
ら現在に至るまで、電子音楽界に多大な影響を与え続ける Morton Subotnick による不朽の名作
「 Silver Apples of the Moon」。本年で初回リリースから 50 周年を迎えるこの名作を、Morton 自
身が、Atari Teenage Riot の Alec Empireと映像作家 Lillevanとともに、スペシャルバージョンで
披露します。また、そんなレジェンド達から大きな影響を受けながら、独自の表現方法と感覚で現在
を切り拓く、Young Juvenile Youth（日本）、X0809（タイ）、Jacques（フランス）、Jean-Baptiste

Cognet + Guillaume Marmin（フランス）といった次世代のアーティストも集結。世代と国・地域
を超えて展開される、オーディオ・ビジュアル・パフォーマンスをご堪能ください。
Witness the Night where the Visual, Audio, and Generational Collide. Silver Apples of the Moon by Morton
Subotnick is a revolutionary piece that continues to captivate the world of electronic music. In celebration of
its 50th anniversary, Subotnick teams up with Alec Empire (Atari Teenage Riot) and Lillevan (Video Artist)
to bring to the stage a renewed, special edition of his masterpiece. In addition to this “re-make,” we have
Young Juvenile Youth (Japan), X0809 (Thailand), Jacques (France), and Jean-Baptiste Cognet + Guillaume
Marmin (France) —a newly emerging generation of artists who have all been touched by the previous legends
in electronic music. Introducing a true night of audio-visual performances where generations, countries, and
regions coincide.

出演者 / Performances

WWW

“Alternative Sound+Vision” at WWW

Morton Subotnick（音楽家 / Musician）［アメリカ / USA］
エレクトリックミュージックの先駆者の一人であり、シンセサイザーやコンピューターシステムを楽器へと変容させ
たパイオニア。「 Silver Apples of the Moon」（ 1967 年）は『モジュラー・サウンド／ミュージック』と現在称
されるものの原型であり、ホームステレオ音響機器での再生を意識した作品として音楽史上初の大作と評価さ
れる不朽の名作で、米・国会図書館に所蔵される「歴史上の録音作品 300 」に選定されている。また子ども
用の音楽ツールの制作者の草分けでもあり、監修する CD-ROM シリーズは世界中の教育機関で教材として
使用されている。

http://mortonsubotnick.com

A pioneer in the development of electronic music, Morton Subotnick transforms synthesizers and computers into
instruments. His 1967 masterpiece, Silver Apples of the Moon, has been acknowledged as the first modular sound
composition in contemporary music history. Created for playing on a home stereo system, this work has come to be
recognized as a modern classic and was recently entered into the National Register of Recorded Works at the Library
of Congress, an honor bestowed on only 300 recordings in the entire history of recorded music. He is currently engaged
in pioneering work to offer creative musical tools to young children, and is the author of a series of CD-ROMs that are
used in classrooms all over the world.

Lillevan（アニメーション・映像作家、アーティスト / Animation, video and media artist）［ドイツ / Germany］
Rechenzentrum（ 1997 - 2008 ）のメンバーとして知られ、世 界中の名だたるメディアアートフェスティバルで
作品とパフォーマンスが評価されている、アニメーション、映像、メディアアート作家。自身の活動に加えて、オ
ペラ、インスタレーション、ミニマル実験音楽、ダンスミュージック、クラシック等、ジャンルを超えたコラボレーショ
ンも多 岐に渡る。今回はモートン・スボトニックの近 年のステージパートナーとして、「 Silver Apples Of The

Moon」の記念すべき50 周年記念ヴァージョンの映像を担当する。 http://www.lillevan.com
An animation, video and media artist, Lillevan is known as one of the founding members of the music group
Rechenzentrum (1997–2008). His works and performances have been well received at renowned media art festivals
throughout the world. Besides his own activities, Lillevan has performed and collaborated with numerous artists from an
array of genres, ranging from opera to installation and minimal electronic experimentalism to dance and classical music.
Having worked as Morton Subotnick’s stage partner in recent years, at this event he presents the 50th anniversary special
release video of Silver Apples of the Moon.

Alec Empire（音楽プロデューサー / Music producer, Atari Teenage Riot）［ドイツ / Germany］
1990 年代は「 Atari Teenage Riot」名義で活動。代表作「 Burn Berlin Burn」（ 97 年）は米国でゴールド
ディスクを獲得する一方、母国ドイツでは「社会に潜在的脅威を与える作品」としてブラックリストに上がった。そ
の後もエレクトリック・ミュージック・シーンで様々な賞を総なめにし、そのプロテスト音楽は世界中で高い評価を受
ける。今回は、彼が 10 代の頃に多大な影響を受けたという「 Silver Apples Of The Moon」をモートン・スボト
ニックとともに演奏。まさにエレクトリックミュージック史に残る大事件となるだろう。 http://alec-empire.com
Alec Empire made his name on the music scene in the 1990s with Atari Teenage Riot. The band’s best-known album
Burn Berlin Burn went gold in the US while simultaneously being blacklisted by German authorities as a “potential
threat to society.” As well as being presented with more gold records in the US, Empire has collected numerous awards
across various genres of electronic music, with his anti-establishment stance earning him a reputation all over the world.
In what may prove one of the most exciting collaborations in electronic music in years, he will at this event join Morton
Subotnick in playing Silver Apples of the Moon, an album that had inspired Empire during teens.
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アーティスト名は「 Jacque + Jacque」の等式を表し、変幻自在のパー

Young Juvenile Youth
（エレクトロニックミュージックユニット / Electronic music unit）
［日本 / Japan ］

ソナリティを示している。アーティスト集団、インディペンデント音楽レー

2012 年に活 動 開 始。マットとグロスが入り混じるゆう姫のヴォイスと、

ベル「 Pain Surprises」の設立者。またパリにスクウォットを形成し、自

攻 撃 的 か つ緻 密な美しさを伴うJEMAPUR のトラックメイキングによ

然や日用品の音を使う電子音楽のコンサートを開催。その趣向は毎回

り、稀 有なポップミュージックを生 み出 す。13 年、デビュー 作「 Anti

異なり、生きた音をつくるために観客に身近な物を持ってきてもらい、そ

Everything」と「 More For Me, More For You」をリリース。15

れを使って録音や即興演奏を行う。さらに観客全員がヘッドフォンで音

年 には iTunes が 世 界 中 のニューカマー の 中 から厳 選 する「 NEW

楽を聞いたり演奏への参加を促したりと、いずれも特徴的な試みを行っ
ている。

https://soundcloud.com/jacquestransversal

Jacque + Jacque = Jacques is an equation that well expresses the protean
personality of this artist. The co-founder of the collective Pain Surprises
and of an independent music label, Jacques also serves as the organizer
of Parisian squats that host concerts in which he unveils electronic music
composed of sounds from nature and everyday objects. Attempting to
produce different sessions each time, he invites his audience to bring personal
objects with which to make a lively clamor, from which he improvises by
recording and playing back these sounds. Each concert is thus both unique
and experimental. He also at times invites his audience to wear headphones
in order to focus on his music, thus devising various means that encourage
them to participate in his live performances.

Jean-Baptiste Cognet
（ミュージシャン / Musician ）
［フランス / France ］
リヨン国立高等音楽院とリュミエール・リヨン第 2 大学で学び、リヨンを
拠 点に活 動。Act of Beauty、Memorial、Shining Victims の 設 立
メンバーであり、作曲家・演奏家として演劇や映画にも携わる。ポップ
スからコールドウェイブの遺 産に敬 意を払いながら、アンビエントの情
感、ノイズのテクスチャー、鮮烈なシンセサイザーを取り入れて作品を
制作。大規模なアンサンブルから小さなバンドでの活動に至るまで、彼
の作品はいずれも激しさとロマンチシズムを統合し、抑制を欠いたサイ
ケデリックなフレーズを鳴り響かせる。

https://www.jeanbaptistecognet.com
Jean-Baptiste Cognet is a french musician based in Lyon, France. He
graduated from Lyon conservatory and Lyon "Lumière" university. A
member and founder of Act of Beauty, Memorial, and Shining Victims, he
also collaborates as a composer and performer for plays and movies.
Cognet’s work feeds on ambient sensations, noise textures, lyrical
synthesizers, while giving pride of place to the legacy claimed from pop
to cold wave. From large ensembles (the fresco Nous qui avions perdu le
monde for 10 musicians) to small bands (Act of Beauty solo, or Walter Dean
duet), his music evolves through an unbridled and reverberated psychedelic
language that combines rage and romanticism.

Guillaume Marmin → P12-13

WWW

Jacques
（ミュージシャン / Musician ）
［フランス / France ］

ARTIST スポットライト」に 選 出。同 年リリースされ たミニアルバム
「 Animation」は iTunes エレクトロニックチャートで 7 週連続 1 位を獲
得、また映像作家・関根光才が手がけた MV は海外メディアを中心に
話題を集めた。17 年、初のフルアルバム「 mirror」をリリース。

http://yjymusic.com
Since 2012, Yuki’s mixture of matte and glossy vocals has accompanied the
beauty of JEMAPUR’s aggressive and precise track mixing, creating their
unconventional pop music. Their debut singles, Anti Everything and More
For Me, More For You were released in 2013. In 2015, they were selected for
the iTunes New Artist Spotlight from among the world’s newcomer artists.
The mini-album Animation released that same year held the top spot on the
iTunes Electronic Music chart for seven weeks running, and their music video
created by the videographer Kosai Sekine, drew a great deal of attention from
overseas media outlets. In 2017, they released their first full album mirror.

X 0809
（シンガーソングライター、歌手 / Singer song writer, Singer ）
［タイ / Thailand ］
かつてポピュラーミュージック界の華々しいスポットライトを集めていた
シンガーソングライターの Notep と、デザイナー、アーティストとして
活 動 する Anya Muangkote によって活 動を開 始。最 新 作「 X 」は、
官 能 的なボーカルとキャッチーなビート、解 放 的な雰 囲 気を満 載した

EP 。2016 年には数々の音 楽 祭にも出 演。またミュージックビデオは
Facebook で圧倒的なビュー数を誇る。いまや X 0809 は、メジャーシー
ンから離れた Notep が、優れたデザイン、アート、ファッション、テクノロ
ジーによってその電子音楽を創作・追求する世界観そのものである。

https://www.x0809.work
X0809 is a duo between singer-songwriter Notep, who took the popular
music scene by storm, and talented, multi-disciplinary designer-artist Anya
Muangkote. Their latest EP, X, is packed with sensuous vocals, catchy beats,
and liberating thoughts[AS1] . In 2016, X0809 participated in numerous
major music festivals throughout Asia and has gained wide attention for their
sassy, off-the-edge music videos that have accumulated one million views on
Facebook alone. With X0809, Notep has shifted away from mainstream pop
music, instead pursuing a more introspective exercise of fusing good design,
art, fashion, and technology with handcrafted electronic music.

（アーティスト / Artis ）
［フランス / France ］
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2010 年 以 降、インターネットの 普 及に伴 い 音 楽シーンは 急 速に変 化しています。音 楽 の 制 作
環 境 の 刷 新、YouTube、SoundCloud 等 の 音 楽 ストリーミング 環 境 の 整 備、そして Twitter、

Facebook、Instagram 等の SNS を利用したボトムアップなシーン形成……。そこには、インターネッ
トと世界各地の都市を覆って広がる新たな音楽シーンと、国や地域を超えた文化の相互影響が生
まれています。
しかし、2018 年となる現在、その多様化に反して、画一化が進んでいることも事実です。グローバ
ルなフェスティバルのメンバーは固定され、SoundCloud には同じようなサウンドの楽曲がアップロー
ドされ続けています。また、インターネットは資本の流入と整備によってユートピアな空間ではなくな
りつつあります。トップダウンとボトムアップの力がせめぎ合い、メインストリームとオルタナティブはミキ
サーのように複雑に混ざり合い、流動的に変化しているのです。このような状況は欧米圏と同じよう
に日本を含むアジア圏においても急速に現われてきています。

Maltine Records を主宰する tomad 氏をディレクターとして迎えた本プログラムでは、そんな私たち
が直面している状況を踏まえて、もう一度身の回りのコミュニティから行動をはじめ、新たな一歩を

プログラムディレクター / Program Director

WWWX

“Bordering Practice” at WWW X

tomad
（オーガナイザー、DJ、Maltine Records 主宰 / Organizer, DJ, Head of Maltine Records）
［日本 / Japan］

2005 年、当時 15 歳でインターネットレーベル「Maltine Records」を開始して以降、これまでに 150タイトルをリ
リース。ダンス・ポップ・ミュージックの新しいシーンと東京の同時代のイメージを象徴する存在として国内外のメ
ディアで紹介され、注目される。15 年にはレーベル設立 10 周年を記念し、活動をまとめた「Maltine Book」（ス
イッチパブリッシング）を刊行した。また近年は中国やニューヨークでのイベント開催、海外アーティストの楽曲リリー
ス、アパレルやアイドルとのコラボレーションや楽曲のリミックス等も手がけている。 http://maltinerecords.cs8.biz
Launching the online record label Maltine Records in 2005 at only 15 years old, tomad has 150 releases to his name.
Maltine Records has been featured widely in the press, and has established a leading presence in the new dance and
pop music scene in Tokyo. The label has recently held events in China and New York, and released songs by numerous
overseas artists. To mark its 10th anniversary in 2015, the label published Maltine Book, which documents its activities
over the decade. Today, tomad continues to work widely, collaborating with apparel brands and music idols as well as
contributing to music remixes.
ステージビジュアル / Stage Visual： huez（空間演出ユニット、VJ ユニット / Spacial Design unit, VJ unit ）
［日本 / Japan ］

踏み出すための線を意図的に引こうとする試みです。タイ・インドネシア・フィリピンでの調査や現地
のレーベルとの共同イベントを開催する等、アジア圏にあるローカルなコミュニティへの視座を広げて
きた tomad 氏。本イベントでは、その線を東京でつなぎ合わせ、多様な音楽シーンを紹介すること、

出演者 / Performances

さらには、レーベルやアーティストがお互いの差異や共通点を認識し、次なる交流のきっかけを生み
出すことを目指します。

tofubeats
（トラックメイカー、DJ / Track maker, DJ ）
［日本 / Japan ］

Since 2010, the music scene has radically changed with the further dissemination of the Internet. In
addition to advances in technology for producing music, music-streaming platforms such as YouTube and
SoundCloud have appeared, while a new bottom-up scene has formed that utilizes social media like Twitter,
Facebook, and Instagram. The music scenes spread across global cities today and the Internet influences
each other culturally in ways that surpass geographical concepts of nation and region. In contrast to this
diversification however, it is also a fact that standardization and uniformity is now advancing. Identical
participants are featured in the lineups of festivals around the globe, while the same kinds of music are
uploaded to SoundCloud. Indeed, the Internet is fast becoming unlike the utopia it was promised to be, but
a space that facilitates and reinforces capitalism. As these top-down and bottom-up forces compete, the
mainstream and the alternative freely intermingle and change fluidly. This situation is rapidly emerging in
Japan and the rest of Asia, much as it has in Europe and North America. Welcoming Maltine Records head
tomad as guest director, this music program is an attempt to engage with this condition we are facing today
and take a new step forward, including by working more closely with other communities. Tomad has greatly
expanded his perspectives on communities in Asia by holding joint events with local labels and conducting
research in Thailand, Indonesia, and the Philippines. This event will connect these lines in Tokyo and
introduce diverse music scenes, building awareness of mutual differences and shared features between labels
and artists with the aim of encouraging further exchange in the future.
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1990 年生まれ、神戸在住。在学中からインターネット上で活動を行い、
2013 年にスマッシュヒットした「水星 feat. オノマトペ大臣」を収録した
アルバム「 lost decade」を自主制作で発売。同年「 Don't Stop The

Music」でメジャーデビュー。森高千里、藤井隆、DreamAmi 等をゲ
ストに迎えて楽曲を制作し、以降、アルバム「 First Album」（ 14 年）、
「POSITIVE」（ 15 年）、
「 FANTASY CLUB」（ 17 年）等をリリース。

SMAP 、平井堅、Crystal Kay のリミックスやゆずのサウンドプロデュー
スのほか、BGM 制作、CM 音楽等のクライアントワークや数誌でのコ
ラム連載等、活動は多岐にわたる。

https://tofubeats.persona.co

Born in 1990, tofubeats is based in Kobe and has been working with online
platforms since his student days. In 2013 he released his self-produced album
lost decade, which featured the smash hit Suisei feat. Onomatope Daijin, and
subsequently made his professional debut in the same year with Don’t Stop
The Music. He has created tracks featuring guest performers such as Chisato
Moritaka, Takashi Fujii, and DreamAmi, subsequently releasing two further
albums: First Album (2014) and POSITIVE (2015). In 2017 he released the
new tracks SHOPPINGMALL and BABY in succession, and also released the
album FANTASY CLUB. As a remixer he has worked with SMAP, Ken Hirai,
and Crystal Kay, and has also worked as a sound producer for Yuzu. His
wide-ranging activities in the music industry extend to creating background
music, TV commercial music and the like for clients as well as writing
magazine columns.
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similarobjects

［アメリカ / USA ］

Sound artist and DJ, Head of Buwan Buwan Collective）

ロサンゼルスを拠 点に活 動 する中国・日系アメリカ人のアーティスト。

2010 年よりエレクトロニックミュージックを発表。日本のポップミュージッ

［フィリピン / Philippines ］
複数のジャンルや技法を使うポリスタイリズムや、スピリチュアリティ、密

クと実験音楽に影響を受け、耳障りなノイズミュージックからエモーショ

教、テクノロジー、ビデオゲーム、アートから影響を受けながら音楽活動

ナルなポップスまで幅 広いサウンドを展 開している。また、アメリカや

を行う。フィリピンの電子音楽の開拓と交流を一線で担うコミュニティ兼

アジアのアーティストが多数所属する実験的ポップ・カルチャー・レー

ネットレーベル「 Buwan Buwan Collective」の結成メンバーの一人。

ベル「 ZOOM LENS 」を主 宰 するほか、日本のポップカルチャーや

デラサール大学聖ベニルデ校の音楽制作プログラムの教員として教鞭

音 楽を支 援 するイベントにも携わる。15 年にはセカンドアルバム「 …

をとる一方、電子音楽の学校「 Cosmic Sonic Arts」を開設し、スピリ

Belong 」で日本デビューを果たした。

チュアルで瞑想的、内省的な音楽制作のアプローチを追求している。

http://meishismile.com

https://www.similarobjects.xyz

http://zoom-lens.org

Based in Los Angeles, Meishi Smile is an American music artist of mixed
Chinese and Japanese heritage who have released electronic music since
2010. Influenced by both Japanese pop music and experimental music, their
wide-ranging sound encompasses everything from abrasive noise music
to emotional pop. As the head of Zoom Lens, a record label with many
experimental American and Asian artists on its roster, they continue travel
the globe uncovering new talent, while also being involved with events
supporting Japanese pop culture and music. He marked their debut in Japan
with their second album, ...Belong in 2015.

PARKGOLF
（ビートメイカー、音楽プロデューサー / Beatmaker, Music prodcer ）
［日本 / Japan ］
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（サウンドアーティスト、DJ・Buwan Buwan Collective 主宰 /

WWWX

Meishi Smile
（ミュージシャン、ZOOM LENS 主宰 / Musician, Head of Zoom Lens）

Blending spirituality, esotericism, technology, video games and art,
similarobjects’ work is greatly inspired by polystylism, or the use of different
techniques from multiple genres. He is one of the founding members of
the Buwan Buwan Collective, an electronic artist community, production
and record label focused on cultivating the Philippine beat scene and its
intersections. He teaches the AB-Music Production Program at De La Salle—
College of Saint Benilde and has also founded his own Electronic Music
School called Cosmic Sonic Arts, where he fosters a spiritual, meditative and
introspective approach to creating music.

KimoKal
（ミュージシャン / Musical duo ）
［インドネシア / Indonesia ］

Kimo RizkyとKallula Harsynta Esterlita による、2014 年より活動

1990 年、北海道札幌市出身。2012 年より活動を開始。13 年にネット

するジャカルタのレーベル「 Double Deel Music 」を代表するアーティ

レーベル「 Maltine Records」からのリリースで注目を集める。以降、

ストデュオ。サイケデリア、ニューウェイブ、ディスコ、バラード、ポップ等

tofubeats や SEABASTIAN Xらのリミックスを手掛け、また DAOKO

の印象的な部分を抽出し、電子音響としてコラージュした新たなスタイ

のメジャーデビュー作ではプロデュースを務める等幅広い活動を展開。

ルを確立。インドネシア音楽の真髄から大胆に踏み出した楽曲を発表。

15 年に Seiho 主 宰 の Day Tripper Records より1st アルバム「 Par」

1960 〜 70 年 代の音 楽 からの影 響を色 濃く感じさせる Kimo の楽曲

をリリース。初のデジタル配信曲となった「 KissMe」は iTunes のエレ

と、ポップスとバラード、シューゲイザーを組み合わせた冷淡で自然体の

クトロニックチャートで 1 位を獲得。17 年には 2.5D PRODUCTION よ

Kallula のボーカルと歌詞は、親しみがある一方、鮮明なエレクトロニッ

り2 nd アルバム「 REO」をリリースした。

クポップを提示している。

https://soundcloud.com/parkgolf

http://www.doubledeermusic.com/records/artists/kimokal

Entering the scene in 2012, PARKGOLF set himself apart with his vibrant
electronic beats and gained attention for his participation in the Maltine
Records EP, CAT WALK, and compilation albums, among other projects.
His wide-ranging work includes producing DAOKO’s eponymous major
debut album. His own releases include Par, his first album in 2015 with Day
Tripper Records led by Seiho, and his second, REO, in August 2017. His first
online distribution “Kiss Me,” which was featured in Par, won first place on
the iTunes electronic music chart.

KimoKal is the recording name of the duo Kimo Rizky and Kallula
Harsynta Esterlita, who have been major artists on the Double Deel Music
label based in Jakarta since 2014. Transcending all notions of genre, they
selectively extract inspiration from Indonesia’s local music scene, drawing
on psychedelic, new-wave, dub, electronic, new-disco, ballads, and pop to
create a new style of collaged electronic music that boldly steps out of the
spirit of Indonesia’s musical tradition. Kimo’s influences are the heights of
the 1960s and ‘70s era, while Kallula’s music and vocal background is rooted
in pop and ballads with a side of shoegaze. Their self-possessed melodies and
nonchalant lyrics have been described as “vivid electronic pop.”
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ヒップホップ、R&B 、ダンスミュージック、インディーロックを横断して活

関連プログラム / Related Event

動 するカナダのアーティスト。変 化が著しい現 在の音 楽シーンにおい

ギャラリートーク / Gallery Talks

て、ジャンルを軽やかに越 境し、包 括 的な想 像 力豊かな世 界を導き、

会場 / Venue：表参道ヒルズスペースオー会場内特設コーナー OMOTESANDO HILLS SPACE O

これまでの 5 年間で音楽家として独自の地位を確立している。近年で
は、特にヒップホップの領域において、アトランタ、トロント、ナイジェリ
ア、ロンドン、ベイエリア等の様々な地域のアーティストと恊働している。
同時に現在の日本の音楽シーンにも強い興味を持ち、邦人アーティスト
とのコラボレーションも多数実現している。

http://ryanhemsworth.com
With a production range spanning the spectrum of hip hop, R&B, dance,
and even indie rock, Canadian artist Ryan Hemsworth has landed himself
in the eye of today’s musical storm, navigating smoothly across genres and
making it all fit in his inclusive imaginative world. Over the last five years he
has established himself as a versatile figure in music, more recently centering
his skills in the world of hip-hop through a truly global effort working with
artists that hail from Atlanta, Toronto, Nigeria, London, the Bay Area, and
everywhere in between. He has also collaborated with numerous Japanese
artists and is heavily inspired by the modern music scene of Japan.

Meuko! Meuko!
（音楽プロデューサー、歌手、DJ / Music producer, Singer, DJ ）

MeCA では、展覧会や音楽プログラムを楽しんでいただくために、参加アーティストや企画ディレクター、同分
野の専門家によるトークイベントを、展覧会の特設会場にて開催します。このギャラリートークは、出展作家が展
示作品とこれまでの活動を紹介し、ご来場のみなさまがアーティストとその作品に出会い、交流する機会となり
ます。さらに、メディアアートの分野で活躍する多彩なゲストを迎え、それぞれの活動や、同分野の国内外の状
況について語っていきます。メディアアートの創作がどのように行われているのか、さらに現在の国内外のシーン
の状況までを知ることのできる貴重な機会です。
In order to improve the visitor and audience experience of the exhibition and music program, MeCA also features a series
of talks at the exhibition venue with the participating artists, project directors, and invited specialists. These gallery talks
will introduce the exhibits and the activities of the artists as well as offer the chance to encounter and interact with the
artists and their work more directly. Guest speakers in the new media art field will also talk about their activities and
provide more context on media art developments in Japan and overseas. In this way, the talks will serve as valuable
opportunities to learn how new media art is created, and the state of the Japanese and international scene today.

表参道ヒルズスペースオー会場内特設コーナー / OMOTESANDO HILLS SPACE O

WWWX

Ryan Hemsworth
（音楽プロデューサー、DJ / Music producer, DJ）[ カナダ / Canada]

ゲスト / Guests

［台湾 / Taiwan ］

2007 年よりGoodbye! Nao! のメンバーとのコラボレーションから実験
的な音楽活動を開始。15 年からはソロで、即興演奏と様々なオブジェ
クトや奇妙な音、ノイズの要素を組み合わせた演奏を展開。そのスタイ
ルは、台湾の移り行く景色や建築物、熱気と空気、そして喧噪を彷彿
とさせるビートや、台湾の様々なエレクトロニックミュージックの要素が組
み合わさっている。複雑なビートへ還元する中国語や日本語の歌詞も
特徴。こうした細やかな要素をすべて組み合わせることによって、彼女
の楽曲は都市に潜む人々の感情の暗闇を想起させる。
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2月10日（土）/ February 10 sat
13:00 Studio The Future - Klara van Duijkeren /
Vincent Schipper（出版社、アーティスト）

17:00 Kawita Vatanajyankur（映像作家）

2月11（日）/ February 11 sun
13:00 ほかゲストあり
17:00 Guillaume Marmin（アーティスト）

https://soundcloud.com/meukomeuko

2月12日（月）/ February 12 mon

Meuko! Meuko! began engaging in live experimental sound performances in
2007 through collaborations with members of the group Goodbye! Nao!, later
starting to perform solo in 2015. Each performance consists of improvisation
with elements of various objects and strange sounds and noises. Meuko!
Meuko’s style brings together local experimental beats and a wide gamut
of electronic music that draws from Taiwan’s ever-changing landscape,
architecture, stifling heat and emission-filled air, and its hectic streets,
while Mandarin Chinese and Japanese influences marry intricate beats and
whispering lyrics. All such small elements serve as points in considering the
darkness that underpins the most intense emotions of the city’s aggregations.

13:00 ほかゲストあり
17:00 Bani Haykal（アーティスト）

Bani Haykal

2月17日（土）/ February 17 sat
13:00 couch

2月18日（日）/ February 18 sun
13:00 ほかゲストあり

Kawita Vatanajyankur
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同時開催

「アート& テクノロジー」がひらくこれからの芸術文化

Concurrent Program

近年、メディアアートを専門とする文化施設やフェスティバルでは、作品展示のみなら

第 2 回メディアアート国際シンポジウム

た共創（ co-creation）等、デジタルメディアの創造性が人と社会を有機的につないで

“ アート＆テクノロジー ”

いく芸術文化の新しいプラットフォームのあり方が見えてきます。

―創造・教育・アーカイブのために―

ながら、メディアアートの創造環境が現代社会の中でどのように機能しているかを紐解き

The 2nd International Symposium for Media Art

ず、メディアテクノロジーを用いた幅広い表現を学び、創作活動に参加する機会や、地
域社会と連携した取り組み等、社会に開かれた実践的なプログラムが試行されていま
す。そこにはネットワーク社会にある集合的創造性（ emergence）や、国・地域を超え

本シンポジウムでは、国内外のアートセンターやフェスティバルの様々な取り組みを紹介し
ます。さらに、こうした表現活動の文化的価値の継承について、ネットアートをはじめとし
たデジタル技術を用いた作品の保存・アーカイブの先行事例を踏まえて考えていきます。
デジタルメディアの創造性によって可能となる新しい価値と課題 ― 。「アート& テクノ

“Art & Technology: Creativity,
Education and Archive Environments”

ロジー」の視点が拓くこれからの芸術文化の可能性を、メディアアートの創造・教育・

日時：2018 年 2月11日
（日・祝）10：30 - 16：00（開場 10：00 ）

In recent years, festivals and cultural institutions specializing in new media art have developed

会場：東京ウィメンズプラザ
入場無料［要事前申込・先着順］、
日英同時通訳
主催：国際交流基金アジアセンター、
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力：デジタル・ショック / アンスティチュ・フランセ東京
スケジュール

アーカイブの実践者が一堂に会するこの機会に検証していきます。

practical and accessible programs for people to experience creativity hands-on and learn
about various forms of artistic expression that use media technology. From this we can see the
emergence of new cultural and arts platforms organically connecting digital media, the public,
and society through transnational and transregional collaboration and collective creativity
within the network society.
What values and challenges are made possible today by digital media creativity? This

10：30 - 10：40
10：40 - 12：40
12：40 - 14：00
14：00 - 15：30
15：30 - 16：00

イントロダクション
［第 1 部］創造と学びのプラットフォーム
休憩
［第 2 部］修復・保存・アーカイブの現在
総括・質疑応答

symposium explores how infrastructures for new media art function within society through
a wide-ranging series of case studies from art centers and festivals around the world. It will
also consider related issues of cultural heritage, preservation, and archiving for Internet art
and other examples of practice that employ digital technology. Bringing together leading
practitioners in media art creativity, education and archiving, the symposium is an opportunity
to assess the future prospects for arts and culture that will grow out of crossovers between art

Date & Time: February 11 sun, 2018 10:30-16:00 (Venue Open: 10:00)
Venue: Tokyo Women’s Plaza Hall
Free Admission (Pre-registration required), English-Japanese simultaneous interpretation available
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)
Supported by Digital Choc / Institut français du Japon - Tokyo
Time Line
10:30-10:40
10:40-12:40
12:40-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

Introduction
[Session1] Platforms for Creativity and Learning
Time for a break
[Session2] Restoration, Preservation and Archiving Today
Q&A

and technology.

赤岩やえ / Yae Akaiwa
（アーティスト、エキソニモ / Artist, exonemo）
［アメリカ、日本 / USA, Japan］

1996 年より千 房けん輔とアートユニット「エキソニモ」として活 動。デジタルと

［フィリピン / Philippines］
Founder of WSK: Festival of the Recently Possible ）

アナログ、ネットワークと実空間を柔軟に横断しながら、テクノロジーとユーザー

作曲家として活動する傍ら、2005 年よりアートとテクノロジー、社会をつなぐ研究

の関係性を露わにし、ユーモアのある切り口と新しい視点を携えた実験的なプロ

とキュレーション等を含むメディアアートに関わる文化イベントのプロデューサーとし

ジェクトを数多く手がける。2006 年、アルス・エレクトロニカでゴールデン・ニカ

て活動。東南アジアからデジタルアートやメディアアートのプラットフォームを発信す

賞受賞。15 年、NEW MUSEUM によるインキュベーター「 NEW INC 」のメ

るため、マニラで芸術団体「 SABAW Media Art Kitchen」を組織。09 年より

ンバーとして参加。17 年、文化庁新進芸術家海外研修員。またイベント「イン

フィリピン初となるメディアアートに関する国際フェスティバル「 WSK: Festival Of

ターネットヤミ市」を立ち上げ、世界約 20 都市で開催している。

The Recently Possible 」を開催し、17 年に国際交流基金アジアセンターと共

http://exonemo.com

同した展覧会「 INTERSTICES: Manifolds of the In-between」を行った。

Yae Akaiwa started her artistic activities with the formation of artist unit exonemo with
Kensuke Sembo in 1996. Blurring the boundaries between digital, analog, computer
networks, and the real world, their experimental projects describe humorous and
innovative explorations that reveal the relationship between technology and its users. In
2006 exonemo received the Golden Nica at Ars Electronica for their work, and in 2015
participated in the first NEW INC museum-led incubator at the New Museum. In 2017
she became a fellow of the Program of Overseas Study for Upcoming Artists organized
by the Japanese Agency for Cultural Affairs. She also launched the event "Internet
Yami-Ichi," which has been held in roughly twenty cities around the world.

Tengal is a composer, media artist, and cultural producer who has been involved in
research-based productions bridging art, technology and society. Since 2005 he has
produced various media art events and initiatives in Manila and the Southeast Asian
region. He founded the art organization SABAW Media Art Kitchen in Manila as a
curatorial platform specializing in digital and media art from Southeast Asia. In 2008
he initiated the Philippines’ first internationa media art festival and symposium, WSK:
Festival of the Recently Possible. In 2017 he curated the exhibition “INTERSTICES:
Manifolds of The In-between” with the Japan Foundation Asia Center.

菅沼聖 / Kiyoshi Suganuma
（山口情報芸術センター［ YCAM ］エデュケーター / Educator at the
［日本 / Japan］
Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]）
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Tengal
（作曲家、WSK: Festival of The Recently Possible 主宰 / Composer,

東京ウィメンズプラザ / Tokyo Women’s Plaza Hall

登壇者 / Panelists

Julia Sarisetiati
（アーティスト、キュレーター、ルアンルパ / Artist, Curator, ruangrupa）
［インド
ネシア / Indonesia ］

1982 年生まれ。京都造形芸術大学芸術学部卒業後、岐阜県立国際情報科学

1981 年 生まれ。2000 年 にジャカルタで 設 立され たアーティストコレクティブ

芸術アカデミー [IAMAS] に入学。建築の表面に映像やインタラクションを取り込

「 ruangrupa（ルアンルパ ）」に所 属。近 年 はコミュニティスペース「 Gudang

んだ「メディア・ファサード」について研究する傍ら、建築設計事務所に勤務し、

Sarinah Ekosistem」の運営メンバーとして活動する。またアーティスト、写真家

オフィスの内装や展覧会の会場設計等を手がける。2009 年より現職。オリジナ

としてシンガポールビエンナーレ（ 11 年）、光州ビエンナーレ（ 16 年）等に参加。

ルワークショップの開発やファシリテーション、「コロガル公園シリーズ」の制作等、

17 年にはインドネシアのメディア・アート・フェスティバル「 OK.Video 」の共同

教育普及事業全般および地域資源の活用に関する研究開発プロジェクトの企画

キュレーターを務め、「食＝ Pangan」をテーマに作品展示に加えてラボや研究

を担当。ボトムアップ的なコミュニティづくりの実現を探求する。

プロジェクトを含む展開を行い、経済や社会の持続可能性を提示・検証した。

http://www.ycam.jp

http:// www.ruangrupa.org

Born in 1982, Kiyoshi Suganuma entered the Institute of Advanced Media Arts and
Science [IAMAS] after completing his degree at the Kyoto University of Art & Design. As
well as conducting research into media facades that incorporate video and interactivity
into building exteriors, he has also worked at an architectural firm where he was involved
in designing office interiors and exhibition sites. In 2009 he started his career at the
YCAM, where he has been organizing entire education programs and planning research/
development projects aimed at making practical use of regional resources, including the
planning and facilitation of workshops and creating the Korogaru Koen Park project. He
continues to explore his interests regarding ways of initiating bottom-up communities.

Born in 1981, Julia Sarisetiati participated in the artist collective ruangrupa founded in
Jakarta in 2000. She currently runs a community space called Gudang Sarinah Ekosistem
as part of the management team, and has previously participated in the Singapore
Biennale (2011) and Gwangju Biennale (2011) as an artist and photographer. In 2017 she
became a curator for the media art festival OK.Video, where she exhibited works on
the theme of “pangan” (food), which she has developed into laboratory-based research
projects to demonstrate and explore economic and social sustainability.
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Jos Auzende
（ Gaîté Llyrique アーティスティックアドバイザー / Artistic advisor at La

会場 / Venue: 渋谷区文化総合センター大和田 / SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA

［フランス / France ］
Gaîté Lyrique ）
建 築と都 市 計 画を学んだ後、パリにある、他に類を見ない電 子 音 楽 専 門の場
「 Batofar」の設立と企画構想に参加。またアーティスティックアドバイザーとして、
音楽とメディアアートを支援する総合文化センター Gaîté Llyrique の設立に参加。
未開拓の領域、逸話、マイナーな実践に深い関心を持ち、メディアと思考・感

山口情報芸術センター [YCAM] オリジナルワークショップ
企画・開発 ： 山口情報芸術センター
［ YCAM ］

Planning & Development: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

情・記憶を交錯させる企画を実現。そのキュレーションはデジタル時代において作
品や鑑賞体験が拡張しゆくた状況を検証する試みとも言える。子どものためのメ
ディアアートガイド「 Capitaine futur」の開発者でもある。

https://gaite-lyrique.net
After graduating with a degree in architecture and urbanism, Jos Auzende took part
in the launch and programming of Batofar, a one-of-a-kind venue dedicated to early
electronic music in Paris. She also joined the Gaîté Lyrique team as artistic advisor when
the project for developing this multifaceted cultural center dedicated to music and media
art was being initiated. With a profound interest in new virgin territories, telling stories
and minor practices, she traverses media, minds, emotions and memories by setting
frames for programming with a curatorial style that questions the expanding status of
work and viewer in the digital age. She is also the creator of the media art guide for
children, Capitaine futur.

Aria Dean
（ニュー・ミュージアム附置 Rhizome アシスタントキュレーター / Rhizome at the
［アメリカ / USA］
New Museum, Assistant Curator of Net Art）
ロサンゼルスを拠点とし、アーティスト、ライター、キュレーターとして活動。また、

Eye2Eye
2 月 10 日（土） February 10 sat
10：30-12：30 / 14：00-16：00（15 分前より受付開始）
定員：各回 8 人 講師：菅沼聖（山口情報芸術セン
ター［ YCAM ］エデュケーター）、山岡大地（山口
情報芸術センター［ YCAM ］エデュケーター）
→ P 43
Capacity: 8 persons each Lecturers: Kiyoshi Suganuma
(Educator at the Yamaguchi Center for Arts and Media
[YCAM]), Daichi Yamaoka (Educator at the Yamaguchi
Center for Arts and Media [YCAM])

Photo: Ryuichi Maruo Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and
Media [YCAM]

「見る」を見る? 知られざる視線の可能性。目の動きでコンピューターを操作する。
人々の視線を可視化し共有する「 EyeWriter 」という視線入力技術を使ったワークショップ。「目くばせ」、「目
は口ほどにものを言う」等、私たちは意識的に目を動かし視線で意思を伝えようとします。また、日常生活には

ニュー・ミュージアムとインターネットをベースとしてデジタルアートの作品保存やオ

視線を誘導する仕掛けがたくさん潜んでいます。しかし、どこまで視線だけでコミュニケーションが取れるでしょ

ンラインアーカイブ、展覧会を行う「 Rhizome（ライゾーム）」で、ネットアートと

うか？また、一見同じものを見ていても、果たして本当に同じものを見ているのでしょうか？ 実はそれぞれ違う

デジタルカルチャーを専門としたアシスタントキュレーターも務める。「 Artforum」

ところに注目しているかもしれません。本ワークショップでは、参加者の視線を可視化しながら様々なゲームを行

「 Art in America 」等へ寄稿するほか、UCLA（ロサンゼルス）、Reed College

い、視線やものの見方が日常どのように使われているのか、隣の友達がいま何を見ているのかを共有し、「視

（ポートランド）、The New School（ニューヨーク）、カナダ建築センター（モント

線」そして「見る」ことが持つ可能性を考えていきます。 http://www.ycam.jp/en/events/2017/eye2eye

リオール）等の美術館や大学で講演も行う。

http://rhizome.org
Aria Dean is an artist, writer, and curator based in Los Angeles, CA. She is the assistant
curator of net art and digital culture at Rhizome, an art organization based on the
Internet and at the New Museum in New York City. Her writing has been featured
in Artforum, Art in America, The New Inquiry, Real Life Magazine, Topical Cream
Magazine, Mousse Magazine, CURA Magazine, and X-TRA Contemporary Art
Quarterly. She has spoken at art institutions, colleges and universities around the US
including the New Museum (New York City, NY), UCLA (Los Angeles, CA), Reed
College (Portland, OR), The New School (New York City, NY), and the Canadian Center
for Architecture (Montreal).
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教育普及プログラム / Education Program

渋谷区文化総合センター大和田 / SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA

東京ウィメンズプラザ / Tokyo Women’s Plaza Hall

関連プログラム / Related Event

登壇者 / Speakers

Sights of “sight”: The uncharted possibilities of the gaze. Operating a computer through eye
movement.
This workshop uses EyeWriter, an eye-gaze input technology for visualizing and sharing human eye movement. As is
evident from such common expressions as “making eyes” or “the eyes are the window to the soul,” we consciously move
our eyes and use the way we look at something or someone to convey what we are thinking. Moreover, many means
of attracting and guiding our line of sight are concealed within everyday life. But to what extent can we communicate
with just our eyes? And even when looking at the same thing, is it really the same for everyone? It is quite possible that
we all focusing on different things. In this workshop, participants play a variety of games while visualizing what they
are looking at. They share how they typically utilize their gaze or way of looking as well as what they are looking at.
Through these activities, the workshop considers possibilities for sight and eye communication.
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WSK: Festival of the Recently Possible オリジナルワークショップ

企画・開発 ： 山口情報芸術センター
［ YCAM ］

Planning & Development: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

企画 ： WSK: Festival of the Recently Possible
Planning: WSK: Festival of the Recently Possible

コトバ身体

“ 元気グルーブ ”

―身近なものからレコードプレーヤーを作ろう！

Kotoba Shintai (language and Body)

Genki Groove:

Make a DIY Record Player

2 月 12 日（月・振休） February 12 mon 10：30 - 12：30 / 14：00 - 16：00（ 15 分前より受付開始）

2 月 17 日（土） February 17 sat 10：30 - 12：30 / 14：00 - 16：00（ 15 分前より受付開始）

定員：各回 10 人

定員：各回 10 人 講師：Franchesca Casauay（ WSK: Festival of the Recently Possible 共同ディレクター）

講師：菅沼聖（山口情報芸術センター［ YCAM ］エデュケーター）、山岡大地（山口情報

芸術センター［ YCAM ］エデュケーター）→ P 43

→ P 44

Capacity: 10 persons each Lecturers: Kiyoshi Suganuma (Educator at the Yamaguchi Center for Arts and Media
[YCAM]), Daichi Yamaoka (Educator at the Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM])

Capacity: 10 persons each
Lecturers: Franchesca Casauay (Co-Director of WSK: Festival of the Recently Possible)

渋谷区文化総合センター大和田 / SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA

山口情報芸術センター [YCAM] オリジナルワークショップ

Photo: Ryuichi Maruo Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

コトバで創るダンス－言葉とイメージのズレがつくる新しい動き

電気を使わずレコードを再生する、音を聞く原理を体験する。

山口情報芸術センター [YCAM] で開発されたオリジナルのテクノロジーを使い、日常生活であまり意識しない

身近なものを用いて、レコードを再生することで「音」の原理（＝空気の振動）と録音・再生の仕組みを学ぶ

「言葉」と「身体」の関係について発見するワークショップ。「ゾウ」ということばから、どのような動きを想像す

ワークショップ。トーマス・エジソンが音楽を録音・再生できる蓄音機を完成してから今日まで、音を記録し、再

るでしょうか。腕を下に伸ばし左右に揺らした動きからどんな言葉を思いつくでしょうか。本ワークショップでは、言

生する様々なテクノロジーが誕生しています。現在では、スマートフォンをはじめとしたデジタル機器で、データ

葉をもとに身体を動かし、動いている身体から言葉を考えていきます。また、身体の動きと言葉を組み合わせてコン

を再生し、音楽を楽しむ機会も増えています。では、電気がないと音楽は聞けないのでしょうか？ 今回のワーク

ピューターに登録し、「コトバ身体」のデータベースをつくり、そのデータ化された動きを組み合わせて、新しい振

ショップでは、段ボール、鉛筆・消しゴム・定規等の身近なものを使って、チームでレコードプレーヤーをつくり

り付けをつくりだします。言葉と身体の動きを連関させることで生まれる、解釈のズレや共通点、奇妙さやおもしろ

出し、音楽の再生に挑戦します。日常では体験することのない、音に関わる原理とテクノロジーを、フィリピンか

さを参加者全員で見つける機会となります。

ら来日する講師とともに解明していきます。

Creating dance through language: Creating new movement out of discrepancies between
language and image

Play music without using electricity and experience the basic principle of sound

This workshop uses technology developed by YCAM to discover aspects of the relationship between language (kotoba)
and the body (shintai) that we are not normally conscious of in everyday life. What kind of movement do you imagine
when you hear the word “elephant?” When dangling your arm and swinging it from side to side, what kinds of words
come to mind? In the workshop, participants move their bodies according to words and then think of words from their
moving bodies. In addition, by inputting the matched physical movements and words into a computer, the workshop
creates a database that can be used to combine movements and devise choreography. In this way, the workshop is an
opportunity for participants to uncover examples of both differences of interpretation and things in common, as well as
the strange and the fun that all emerge from linking language and physical movement.
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By using everyday objects to play a record, this workshop teaches participants the basic principle of sound that is
vibrations in the air, and how recording and playback works. Ever since Thomas Edison made the first working
phonograph, various technological developments have appeared that allow us to record and play back sound. Today we
enjoy more and more opportunities to listen to music through data stored on our smartphones and other digital devices.
But is it possible to listen to music without electricity? In this workshop, participants work in teams, using such familiar
objects and materials as cardboard, pencils, erasers, and rulers to make a DIY record player, and then try to play music
on it. Led by an instructor from the Philippines, participants will explore principles and technology related to sound that
they do not experience in their everyday lives.
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講師 / Lecturers

企画・開発 ： Andreas Siagian（ Lifepatch-アート、科学、テクノロジーの領域で活動する市民団体）

Planning & Development: Andreas Siagian (Lifepatch - citizen initiative in art, science
and technology)

“ グリッチテープ ”

―音と映像をつくり出すシンセサイザーを作ろう！

Glitchtape (v. 0.3):

菅沼聖 / Kiyoshi Suganuma

→ P 36

山岡大地 / Daichi Yamaoka
（山口情報芸術センター［ YCAM ］エデュケーター / Educator at the

Glitch DIY Video Synthesizer

2018 年 2 月 18 日（日） February 18 sun 13：00 - 16：00（受付は 15 分前より開始）
定員：10 人 講師：Andreas Siagian（アーティスト、エンジニア）、Nur Akbar Arofatullah（研究者）
→ P 44
Capacity: 10 persons
Lecturers: Andreas Siagian (Artist, Engineer), Nur Akbar Arofatullah (Not-artist, Scientific researcher)

［日本 / Japan］
Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]）

1987 年生まれ。山口大学教育学部在学中に学校教育について学び、小学校
教諭一種免許状・中学校教諭二種免許状（技術）を取得。2014 年 4 月より現
職。オリジナルワークショップのファシリテーションや「コロガル公園シリーズ」の
制 作を中心に教 育 普 及 事 業 全 般を担当。山口市 内のオルタナティブスペース
「 Maemachi Art Center（ MAC）」の運営にも携わる一方、ワークショップでの
体験をより多くの人々に拡げるために映像等の記録メディアを通じた体験も視野に
入れたプログラムづくりを行う。
Born in 1987, Daichi Yamaoka attended the Teachers College Education Department at
Yamaguchi University where he earned a First Class Teacher Certificate for elementary
school, and Second Class Teacher Certificate (technology) for junior high school. He
started work at the YCAM in April 2014. While also serving as a workshop facilitator,
his main activity at the YCAM concerns the organizing of the Korogaru Koen Park
project. He is also involved in all of the Center’s education and public programs, and
further takes part in the management of the alternative space Maemachi Art Center (MAC)
in Yamaguchi City, where he develops programs aimed at bringing workshops to a wider
audience through video.

渋谷区文化総合センター大和田 / SHIBUYA CULTURAL CENTER OWADA

Lifepatch オリジナルワークショップ

山口情報芸術センター［ YCAM ］/
音と映像を操るオリジナルの装置を DIY で組み立てる。
アート、科学、テクノロジーの領域で活動するインドネシア・ジョグジャカルタを拠点とする Lifepatch のメンバー
が講師となり、音と映像を操作するオリジナルの装置をつくるワークショップ。コンピューターを使わずに、モニ
ターをひとつの楽器（＝シンセサイザー）へと生まれ変わらせるこの装置は、アーティストやミュージシャンのた
めに開発されたものです。本ワークショップでは、はんだ付け、小型コンピューターの組み立て、プログラミング
を含む電子工作の基本〜応用を実践的に学びながら、装置を組み立て、映像・音声信号を操作し、みんなで
演奏を試みます。DIY によるモノづくりと、ハードウェアハッキングの手法、メディアアートの創造性を、インドネシ
アから来日するアーティストとともに体験することができます。

Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
2003 年に開館した、山口県山口市にあるメディアアートセンター。メディア・テク
ノロジーを用いた新しい表 現の探 求を軸に活 動し、展 覧 会や公 演、映 画 上 映
等、多彩なイベントを開催するとともに、人と「社会」「身体」「メディア・テクノ
ロジー」との関わり方をテーマとして子ども向けワークショップを数多く開発。その
ワークショップは「テクノロジー〈で〉学ぶ」、「テクノロジーから考える」といった
実践的なアプローチを重視し、普段の生活に新たな視点をもたらし、それまでに
ない価値観を通して物事を捉える「想像力／創造力」の向上にもつながるよう
設計されている。教育事業の目的のひとつに、複雑・多様な社会をサヴァイヴする

Make an original audio-reactive video synthesizer
Led by one of the members of the Yogyakarta-based interdisciplinary art, science, and technology collective Lifepatch,
participants in this workshop assemble their own original devices that can play sound and video. Developed for artists
and musicians, the device transforms a monitor into a synthesizer-style musical instrument without the use of computers.
The hands-on workshop teaches practical skills related to application and the fundamentals of DIY electronics, including
soldering, assembling a small computer, and programming. Participants assemble their device and then play music
together by manipulating video or audio signals. Learn about DIY creativity, hardware hacking, and new media art with
an artist from Indonesia.
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「 Thinker：考える人」の育成がある。 http://www.ycam.jp
Since opening in 2003, the Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] has aspired
to pioneer new forms of expression through media technology. Alongside holding a wide
range of events, including exhibitions, performances, and film screenings, it has also
developed numerous workshops aimed at children, exploring the relationship between
people, society, the body, and media technology. Emphasizing practical approaches
of learning from and through technology, these workshops are designed to yield new
perspectives on everyday life as well as help improve the imagination and creativity
for perceiving things through completely new sets of values. One of the aims of its
educational programs is to cultivate thinkers who are able to survive our complex and
diverse society of today.
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Franchesca Casauay
（WSK: FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE 共同ディレクター /

Co-Director of WSK: FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE）
［フィリピン / Phillippines］

トークシリーズ「 “ アート & テクノロジー ” の射程〜アジアにおける音楽文
化からメディアアート、宇宙観まで〜」

Talk Series “Art & Technology in Spectrum: From Music

フィリピン大学で社会学の学位を取得。音・映像・詩といった多様な領域の文化

Culture , Media Art , to Cosmology in Asia”

活動に携わる。国内外の文化プロジェクトのプロデューサーなどを担う一方、新

会場 Venue：Red Bull Studios Tokyo

Red Bull Studios Tokyo

関連イベント / Related Events

講師 / Lecturers

入場無料［先着順］ Free Admission ( Pre - registration required )

しい領域と創造的な産業を広げるための研究／執筆活動も行う。2017 年には
「 WSK: Festival of the Recently Possible 」と国際交流基金アジアセンターと
の協働プロジェクト「 WSK AXIS 」の共同ディレクターを務めた。18 年よりフィリ
ピン遺産憲章の研究と、台湾とフランスが協働で実施する女性のためのマルチメ
ディアパフォーマンスのためのプラットフォーム「 HERESY 」の創設に携わる。
Franchesca Casauay holds a Sociology degree from the University of the Philippines and
currently works and plays in Metro Manila. A cultural worker with multidisciplinary
interests, working with sound, video, and poetry, she is a producer and manager for
various local and international cultural projects, aside from handling research/writing
duties for the development sector and creative industry. In 2017 she served as co-director
of “WSK AXIS,” a new media art festival realized as a collaboration between Manila’s
WSK: Festival of the Recently Possible and the Japan Foundation Asia Center. Presently
she engages in research for the 2018 Philippine Heritage Charter project, helping to
develop multimedia performances for the women-focused art platform HERESY, and
working on co-productions with partners in Taiwan and France.

Andreas Siagian

→ P 50

Nur Akbar Arofatullah
（研究者 / Scientific researcher, Lifepatch）
［インドネシア、日本 / Indonesia, Japan］
非アーティスト。農 業バイオテクノロジー分 野の研 究 者で、現 在は東 京 農 工 大
学大学院生物生産科学専攻に在籍。先端的な研究を行う傍ら、自分でもなぜ
つくったかわからないような様々な装 置を趣 味のようにつくったりもしている。最
近は、茨 城 県 稲 敷 郡 阿 見 町に在 住し、DIY で取り組む生 物 学と、汎 用・低コ
ストな実験装置の開発を行う。茨城大学で、温室管理のためのオープンプラット
フォームのユビキタス環境制御システム（ UECS-Pi ）の導入に取り組みつつ、東
京農工大学大学院でトマト苗の熱ショック誘導抵抗性の分子メカニズムを研究中。
Akbar is currently studying at the Department of Biological Production Science,
Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) as a researcher in the field of
Agricultural Biotechnology. His hobby is to create devices of which at times he himself
cannot fathom the reason and intent for their production. Currently, he resides in Ami
Town, Inashiki District, Ibaraki, Japan where he explores his interest in Do-It-Yourself
(DIY) biology and the development of generic low-cost lab equipment. Now he is working
on the Introduction of Open Platform Ubiquitous Environment Control System (UECS-Pi)
for Greenhouse Management at Ibaraki University, while also doing his Ph.D research at
TUAT is on the molecular mechanisms of heatshock-induced resistance on tomato plants.
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「 The Real of Liquid Asia 〜今、アジアの音楽シーンはどこにあるのか〜」

●

2 月 11 日（日）17 : 00 - 19 : 00
ゲスト：tomad（オーガナイザー、DJ、Maltine Records 主宰）× KimoKal（ミュージシャン）× similarobjects（サウンドアー
ティスト、DJ / Buwan Buwan Collective 主宰）× Meuko! Meuko!（音楽プロデューサー、歌手、DJ ）
モデレーター：Jun Yokoyama（フォトグラファー、エディター）
※日英同時通訳

“The Real of Liquid Asia: Locating the Asian Music Scene”
February 11 sun 17:00-19:00
Guests: tomad (Organizer, DJ, Head of Maltine Records), KimoKal (Musician), Similarobjects (Sound artist and DJ /
Head of Buwan Buwan Collective), Meuko! Meuko! (Music producer, Singer and DJ)
Moderator: Jun Yokoyama（ Photographer, Editor)
*English-Japanese simultaneous interpretation available

「日本と欧州から見るメディアアートシーン」

●

2 月 14 日（水）19 : 00 - 21 : 00
ゲスト：Olga Drygas（NOWY TEATR 国際プロジェクトプロデューサー）× Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka（WRO Art

Center キュレーター、プロジェクトマネージャー）×タグチヒトシ（ GRINDER-MAN 主宰）
※日英同時通訳

“The Media Art Scene in Europe and Japan: With Researchers and Artists”
February 14 wed 19:00-21:00
Guests：Olga Drygas（International Projects’ Producer of the NOWY TEATR), Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka（Curator
& project manager of WRO Art Center）, Hitoshi Taguchi (Director of GREAN-MAN)
*English-Japanese simultaneous interpretation available

「新たな宇宙観をめぐって〜マルチバース宇宙論と作品「 datum 」から〜」

●

2 月 17 日（土）19 : 00 - 21 : 00
ゲスト：平川紀道（アーティスト）
×野村泰紀（理論物理学者、カリフォルニア大学バークレー校教授）
×椿玲子（森美術館キュレーター）

“On a New Cosmology: Conversations on the Multiverse Theory and datum”
February 17 sat 19:00-21:00
Guests: Norimichi Hirakara (Artist), Yasunori Nomura (Theoretical Physicist / Professor, University of California,
Berkeley), Reiko Tsubaki (Curator, Mori Art Museum)
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同時開催

国 際 交 流 基 金アジアセンターでは、MeCA の同 時 開 催 企 画として、専 門 家 間 の 国
際 的なネットワーク形 成および 次 世 代 間の交 流・協 働を目的とした集中ワークショップ
「 BioCamp: Gardens as Biotechnik 」を実 施します。バイオテクノロジーを人 間 が

Concurrent Program

生命を理解していくために必要な技術を「 Biotechnik（ビオテヒニク、生技術）」と捉
え、第一線で活躍するバイオアーティストや研究者等の多彩なゲストと、アジアをはじめ
世界各地から集う参加者とともに、幅広い交流・対話・出会いを促し、相互理解や問

公募型キャンププログラム

題意識を共有しながら、新しい生きるための技法としてバイオテクノロジーを有機的にデ
ザインする方法を探求します。

BioCamp Program
BioCamp: Gardens as ‘Biotechnik’

●

テーマ：
「庭」

日本における「庭」が日本の自然と風土、美意識を内包するように、同様の意味を有する英語圏の garden、
またインドネシアの halaman は、それぞれの社会・文化的背景のもとで異なる特性や機能を持つと考えられま
す。本ワークショップでは、様々な地域における「庭」を、社会や文化の相互理解を促すプラットフォームと捉
えるとともに、「庭」を、人間が他の生命と出会い関係していくためのインタラクティブな環境として捉えていき
ます。空間、風景、環境、そしてそこに配置される生命体との有機的な関係性をデザインするフォームとして
「庭」を捉えるとき、バイオテクノロジーによってどのような「庭」が可能となるのでしょうか。参加者は、芸術

（土）－ 17日
（土） ※参加者の募集は締め切りました。
日程：2018 年 2月10日

学やバイオアートに関するレクチャーと、DIY ラボの機器やバイオインキ、CRISPR キット、植物組織培養等の

会場：Red Bull Studios Tokyo、BioLab Tokyo / FabCafe MTRL（渋谷）

基本的なウェット作業の技術を習得し、有機的な機能を踏まえた「庭」のデザインを試みます。

主催：国際交流基金アジアセンター、一般社団法人 TodaysArt JAPAN / AACTOKYO
特別協力：デジタル・ショック / アンスティチュ・フランセ東京
協力：オーストリア文化フォーラム・東京、環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所、
生命美学プラットフォームmetaPhorest（ 早稲田大学岩崎秀雄研究室）

During this period, the Japan Foundation Asia Center will also hold an intensive workshop

助成：アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
アメリカ合衆国大使館

entitled “BioCamp: Gardens of ‘BioTechnik’,” which aims to create an international

Dates: February 10 sat - 17 sat ※Application period is over.
Venues: Red Bull Studios Tokyo, BioLab Tokyo/FabCafe MTRL（Shibuya）
Organizers: The Japan Foundation Asia Center, TodaysArt JAPAN/AACTOKYO
Special Support: Digital Choc / Institut français du Japon - Tokyo
Supports: Austrian Cultural Forum Tokyo, Shinjuku Gyoen National Garden, Ministry of the Environment, metaPhorest (Waseda University)
Grants: Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), U.S. Embassy, Tokyo

network among experts and achieve exchange and cooperation among the next generation of
professionals.
Viewing biotechnology as “biotechnik,” a “living technology” necessary for understanding
life, the workshop will bring together artists, researchers, designers, and DIY bio practitioners
from around the world to consider the future social environments that will encompass
biotechnology. Through an approximately one-week intensive curriculum, the workshop will

公開イベント / Public Events
●

encourage extensive exchange, dialogue and encounters, as well as share understanding and

映画上映＋トークイベント「 HEAVEN ＋ EARTH ＋ JOE DAVIS 」｜ Screening of Documentary Film and Talk Event

2 月 12 日（月・振休） February 12 mon 19:00-21:00
●

SymbaioticA・Ionat Zurr 氏スペシャルトーク「Care and Control - a living affair」｜ Special Talk by Ionat Zurr (SymbionicA)

2 月 15 日（木） February 15 thu 19:00-21:00 ゲスト：Ionat Zurr（アーティスト、研究者 / 西オーストラリア大学 SymbioticA）
●

Joe Davis 氏スペシャルトーク「 PRE-TERRESTRIAL GARDENING AND THE LEGEND OF THE MAGI」

Special Lecture by Joe Davis

2 月 16 日（金） February 16 fri 19:00-21:00 ゲスト：Joe Davis（アーティスト、哲学者）
●

BioCamp: Gardens as Biotechnik

公開プレゼンテーション｜ Public Presentation of the BioCamp: Gardens as Biotechnik

2 月 17 日（土） February 17 sat 13:00-16:00 出演者： BioCamp: Gardens as Biotechnik

参加者

ゲスト：Joe Davis（アーティスト、哲学者）、Ionat Zurr（アーティスト、研究者 / 西オーストラリア大学 SymbioticA）
、

Günter Seyfried（アーティスト / pavillon_35）
、Thomas Landrain（バイオハッカー、実業家 / Just One Giant Lab、PILI、ラ・パイヤス）

issue awareness while searching for organic biotechnology design methods that can facilitate
new ways of living.
●

Program Theme: Gardens of Biotechnik

In the same way that a garden in Japan encompasses specific aspects of Japanese nature, climate, geography and
aesthetics, a “garden” in other parts of the word such as English-speaking countries or Indonesia integrates the
characteristics and functions that reflect their respective social and cultural backgrounds.
This workshop encourages mutual understanding through the context of gardens in different regions, construing the
garden as an interactive environment for mankind to encounter and associate with other life forms. When we regard the
garden as something that designs organic relationships with space, landscape, environment, and the life forms arranged
there, what kind of garden then becomes possible through biotechnology?
Attending lectures related to arts and BioArt, participants will acquire fundamental techniques in DIY lab equipment,
bioink, CRISPR kits, and plant tissue cultures, and then use these to attempt new garden designs based on organic
functionality.

BioCamp: Gardens as ‘Biotechnik’ スケジュール / Schedule

2/10 sat

2/11 sun

2/12 mon

2/13 tue

2/14 wed

2/15 thu

2/16 fri

2/17 sat

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

プレゼンテーション
準備

イントロダクション

BioCamp
Introduction

参加者紹介

Participants
Introduction

エクスカージョン

ワークショップ

Excursion

Workshop

バイオメディア
ワークショップ

・新宿御苑バックヤード

・庭と人間の関係性と

BioMedia
Workshops

見学

その歴史を学ぶ

・早稲田大学

レクチャー

岩崎秀雄研究室、

・作庭ワークショップ

metaPhorest 訪問

講師：山内朋樹

・Shinjuku Gyoen

・Lecture on the

National Garden

Garden-Human

・Hideo Iwasaki lab,

Relationship and

metaPhorest

its History

(Waseda University））

Preparation

講師：

Günter Seyfried、
Thomas Landrain

グループワーク
Group Work

グループワーク
Group Work

グループワーク
Group Work

一般公開

一般公開

13:00 - 16:00

11:00 - 17:00

“BioCamp: Gardens
as ‘Biotechnik’” 公開
プレゼンテーション

成果物展示

the “BioCamp: Gardens
as ‘Biotechnik’”

Fermentation
Focus
Workshops

・Gardening

Workshop

会場：ラフォーレミュー
ジアム原宿

Venue: Laforet

・Field work &

for gardening

Exhibition

Public Presentation of

Museum Harajuku

hunting materials

発酵ワークショップ

2/18 sun

グループワークの
テーマ設定

展示準備

Exhibition
Preparation

Discussion of
theme for the
Group Work

一般公開

一般公開

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

ジョー・デイヴィス

SymbaioticA・Ionat
Zurr 氏スペシャルトーク

Joe Davis 氏スペシャルトーク

映画上映 +トークイベント
「 HEAVEN + EARTH

Special Talk by Ionat

+ JOE DAVIS 」

Zurr (SymbioticA)

Screening“Heaven &

「 Care and Control -

Earth & Joe Davis”+Talk

a living affair 」

一般公開

Special Lecture
by Joe Davis
「 PRE-TERRESTRIAL

GARDENING AND THE
LEGEND OF THE MAGI 」

インスピレーション、インプット / Inspiration , Input
アウトプット / Output
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発表 / Presentation
MeCA チケットお 持ちの 方 は、どなたでも

MeCA チケットお 持ちの 方 は、どなたでも

バイオキャンプ参加者のみの活動

ご参加頂けます。（会場：Red Bull Studios Tokyo）

ご参加頂けます。（会場：ラフォーレミュージアム原宿）

Activities only for biocamp participants

MeCA Ticket holders can visit event

MeCA Ticket holders can visit event

at Red Bull Studios Tokyo.

at Laforet Museum Harajuku.
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Andreas Siagian
（アーティスト、エンジニア / Artist, Engineer, Lifepatch）
［インドネシア / Indonesia］
インドネシア・ジョグジャカルタを拠点に活動するアーティスト、エンジニア。在学中

多 摩 美 術 大 学、 岐 阜 県 立 情 報 科 学 芸 術 大 学 院 大 学［ IAMAS ］ 修 了。

にコンピュータ科学を独学で習得し、音響・映像制作のためのプログラミングや

「 BioClub」 の ディレクターとして、バイオ 分 野 の 可 能 性 に お け るオ ー プ

DIY 電子機器の開発、音響彫刻、インスタレーション、楽器の制作等も手がけ

ンな 議 論と実 験 の 場を運 営。またアーティストとして、生 命と人 間とのイン

る。2004 年よりオルタナティブな教育や DIY・DIWO によるクリエイティブ活動
を行うコミュニティを組織し、作品の発表やワークショップ、イベントを開催。アー

タラクションやボーダーに着目した 作 品 の 制 作・発 表を続 ける。主な展 示に
「『 human / nature －自然と人 工 のあいだ 」』
（ 北 九 州 市 立 美 術 館、2015

ト、科学、テクノロジーの領域で横断的な活動を行なう組織「 Lifepatch」の共

年）、「 EEC / ECO EXPANDED CITY」（ポーランド、16 年）、
「『 IAMAS20

同創設者。14 年には「 HackteriaLab」の共同ディレクターを務めた。

CALCULATED IMAGINATION 」』（ラフォーレミュジアム原宿、17 年）。

https://andreassiagian.wordpress.com

http://chiakiishizuka.tumblr.com

Andreas Siagian is an artist-engineer living and working in Yogyakarta, Indonesia.
It was during his college years in civil engineering Atma Jaya Yogyakarta that he
independently studied computer science, which sparked his interest in interdisciplinary
practices. A dedicated autodidact, his practice soon evolved over time to encompass
audiovisual creative programming, DIY electronics, sound sculpture, installations and
instrument building. With intent to affect real impact, he has often engaged in activities
on the creative communities, alternative education, DIY/DIWO culture and interdisciplinary
collaboration since 2004. These engagements include working with community-based
initiatives to create a wide variety of installations, workshops, and to organize events and
festivals in Indonesia. His collaborative activities with local creative communities led him in
becoming the co-founder of Lifepatch, a citizen initiative in the arts, science and technology,
and in Hackteria network, he served as the co-director of HackteriaLab 2014 in Yogyakarta.

Chiaki Ishizuka is a graduate of the Institute of Advanced Media Arts and Sciences
(IAMAS) at Tama Art University in Tokyo. As a director of BioClub, she runs a space
for open debate and experimentation that explores possibilities in the bio field. As an
artist, she has continued to create and present work that focuses on the interaction and
border between life and humans. The main exhibitions she has exhibited at include
“human/nature – between the natural and the artificial” (Kitakyushu Municipal Museum
of Art, Fukuoka, 2015); “EEC / ECO EXPANDED CITY” (Poland, 2016); and “IAMAS20
CALCULATED IMAGINATION” (Laforet Museum Harajuku, Tokyo, 2017).

Georg Tremmel
（アーティスト / Artist, BCL）
［オーストリア、日本 / Austria, Japan］
オーストリア生まれ、東 京 在 住。生 物 学、情 報 学、メディアアートを学んだ後、

BioClub
（オープンバイオラボ、コミュニティプラットフォーム / Open bio lab and
［日本 / Japan］
community platform）

2001 年以降はアートと生物学が交差する場で活動し、作品を通じて議論を引

アートユニット「 BCL 」として活動する Georg Tremmelと福原志保、ロフトワー

き起こすような状況をつくりだす。また、アートとバイオテクノロジーを批判的に探

クを発起人として創設された、バイオテクノロジーの可能性について実践・議論

求するアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「 BCL 」を福原志保と設立。

するプラットフォーム。2016 年より始動し、生物学やバイオテクノロジーに触れる

アートによる介入、ソーシャルハッキング、基礎研究を通じて、生物と社会に存在

機会を提供。また、遺伝子組換え体を扱う際の安全基準＝バイオセーフティレベ

するコードの関係や合同、差異について探る。東京大学医科学研究所 DNA 情

ル P 1 を満たす本格的な実験・研究が可能なバイオラボを併設。様々な領域か

報解析分野研究員、早稲田大学先端生命医科学研究施設内 metaPhorest 客

らゲストを招いたイベントや DIY バイオワークショップ等の開催、バイオアーティス

員研究員。 http://www.bcl.io

トによる遺伝子組み換えバイオアート作品の展示等も行う。

Georg Tremmel has a background in Biology, Informatics, and Media Art, and has been
working on the intersections of art and biology since 2001, intertwining biological,
cultural, ethical, and societal codes, and creating objects, installations, and situations
for contestable discussions. With Shiho Fukuhara, he founded BCL, an Artistic Research
Framework for critically exploring Art & Biotech that aims to explore the relations,
congruencies, and differences of biological and cultural codes through artistic interventions,
social hacking, and basic research. Currently residing in Tokyo, Japan, he is also a
researcher in the Laboratory for DNA Information Analysis at the University of Tokyo
and a Visiting Researcher at the metaPhorest Art/Science Group at Waseda University.
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石塚千晃 / Chiaki Ishizuka
（アーティスト / Artist, Loftwork）
［日本 / Japan］

Red Bull Studios Tokyo 、ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku

プログラムディレクター / Program Directors

http://www.bioclub.org
BioClub, launched in 2016 by Georg Tremmel, Shiho Fukuhara and Loftwork Inc, is a
platform for practicing and discussing the potential implications of biotechnology. As
well as holding regular events such as talks and workshops, it provides visitors with
opportunities to interact with biology and biotechnology. It has also established an
experimentation and research bio lab that meets the biosafety standards level of P1,
allowing it to engage in genetic recombination projects. It arranges workshops inviting
specialists from a wide range of fields, as well as exhibiting genetic recombination
artworks by bio artists.
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Günter Seyfried

Joe Davis

（アーティスト、ニューデザイン大学、ウィーン応用美術大学、pavillon_35 /

（アーティスト、哲学者 / Artist, Philosopher）
［アメリカ / USA］

Artist, pavillon_35, New Design University (St. Pölten), University of

1980 年 代より分 子 生 物 学、生 物 情 報 学、宇 宙 芸 術、彫 刻 等 の 領 域で活 動

［オーストリア / Austria］
Applied Arts Vienna）

し、バイオテクノロジーを探 求。88 年に遺 伝 子 組み換えによる世 界 初の芸 術

ウィーン在住。医学と心理学を修了後、ウィーン応用美術大学デジタルアート学

作 品「 Microvenus」を制 作。「 Bacterial Radio Project」 でアルスエレクト

科で学び、ファインアートやデジタルアート、メディアアートと強いつながりを持つ。

ロニカ 2012 でゴ ールデン・ニカ賞 受 賞。そ の 他 の 代 表 作 に「 Mouse Ear」

科学とアート教育を組み合わせ、インディペンデントアーティストとしてプロジェクト
を開発し、国内外の展覧会や出版プロジェクトに参加。オーストリアのザンクト・
ペルテンにあるニューデザイン大学 Manual & Material Culture 学科、および
ウィーン応用美術大学メディア理論学科で教鞭を執る。アーティストと科学者によ
る芸術と分子生物学のプロジェクトの実現を支援する組織「 Pavillon_35」の創
設者の一人。 http://polycinease.com http://pavillon35.polycinease.com
Living and working in Vienna, Austria, Günter Seyfried has a background in medicine
and psychology which he studied at the University of Vienna, while also possessing
strong links to the fine arts, digital art, and media art, having graduated from the
Department of Digital Art at the University of Applied Arts Vienna. He currently teaches
at the Department of Manual and Material Culture of the New Design University in
St. Pölten, Austria, and also at the Department of Media Theory at the University
of Applied Arts Vienna. Seyfried combines science and art education and develops
projects as an independent artist, participating in national and international exhibitions
and publication projects. He is a founding member of Pavillon 35—Gesellschaft für
wissenschaftsbasierte Kunst [Pavillion 35—Society for Science-based Art].

「 RuBisCo Stars」がある。マサチューセッツ工 科 大 学（ MIT ）高 等 視 覚 研
© 2009 Peter Sasowsky

究所、同 MIT 生物学者アレクサンダー・リッチのラボを経て、現在はハーバード
大学医学大学院ジョージ・チャーチのラボの特別職「アーティスト・サイエンティ
スト」に就く。
Joe Davis is an artist working in the fields of molecular biology, bioinformatics, space
art and sculpture, and also explores the area of biotechnology. In 1988, Davis created
Microvenus, the world’s first genetically engineered artwork. His Bacterial Radio
Project received the Golden Nica at the Prix Ars Electronica in 2012. Other important
works include Mouse Ear and RuBisCo Stars. He has worked for the MIT Center for
Visual Studies, as well as in the laboratory of Alexander Rich who also worked at MIT.
He currently holds the unique position of Artist Scientist at the George Church Lab at
Harvard Medical School.

Red Bull Studios Tokyo 、ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku

ゲスト講師 / Guest Educators

Ionat Zurr
（アーティスト、研究者、西オーストラリア大学 SymbioticA / Artist, Researcher,
［オーストラリア / Australia］
SymbioticA, University of Western Australia）

山内朋樹 / Tomoki Yamaguchi
（大学講師、庭師、京都教育大学 / Lecturer, Gardener, Kyoto University
［日本 / Japan］
of Education）
専門は美学、庭園論。在学中に庭師のアルバイトをはじめ、研究の傍ら独立。フ
ランスの庭師、ジル・クレマンを軸に現代ヨーロッパの庭や修景を形づくる思想を
研究する一方で、広く庭や公園や風景をとりまく実践に関心をもつ。京都を中心
に関西圏で庭をつくるほか、庭に焦点をあてた作品制作やフィールドワーク等を
行う。主な仕事に「鹿と子の庭」（大津市、2013 - 14 年）や「八草の庭」（京
都 市、12 - 16 年 ）、芸 術 活 動に「 地 衣 類 の 庭 」（ 第 8 回 恵 比 寿 映 像 祭、16
年）、訳書にジル・クレマン『 動いている庭』
（みすず書房、15 年）等がある。

http://researchmap.jp/yamauchitomoki/?lang=japanese
Tomoki Yamauchi engages in research regarding the ways of thinking and practicing
contemporary European gardens and landscape architecture through the analysis of
Gilles Clément’s theories. His main projects include, Dear and Children Garden (Otsu,
2013–14), Eight Herbs Garden (Kyoto, 2012–16), and Micro Landscape in Movement
(Yebisu International Festival for Art and Alternative Visions, 2016). Yamauchi translated
Clément’s Le jardin en mouvement into Japanese as Ugoiteiru niwa (Misuzu Shobo, 2015).
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イギリス生まれ、オーストラリア在住。1996 年よりバイオロジカルアートのイニシア
チブである「 Tissue Culture and Art Project」をオロン・カッツと結 成、この
分野における第一人者であり、実践者・理論家でもある。生命の知覚と、バイ
オテクノロジーを用いた生命の異なる勾配との進化関係に注目。現在は西オース
トラリア大学デザイン学部で教鞭を執るほか、同大学内のアートリサーチセンター
「 SymbioticA」でアカデミックプログラムを運営。2015 年からフィンランド・アー
ルト大学美術・デザイン・建築学部客員教授も務める。

http://www.symbiotica.uwa.edu.au
Born in London, UK and currently based in Perth, Australia, Ionat Zurr developed
the biological arts initiative ,Tissue Culture and Art Project since 1996 together with
Oron Catts. She is considered a leader in the growing field of Biological Art, both as
a practitioner and a theoretician. Her research was instrumental to the development
of SymbioticA in 2000, an artistic research center housed within the School of Human
Sciences, The University of Western Australia. Her main interests concern our shifting
perceptions of life and the evolving relationships we have with the different gradients of
life through the use of biotechnology. Zurr runs the academic program in SymbioticA
and is a faculty member of the School of Design at the University of Western Australia.
She is also serves as a Visiting Professor, Aalto University, Biofilia, School of Art,
Design and Architecture 2015-2020.
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会場 / Venue：Red Bull Studios Tokyo

Thomas Landrain
（バイオハッカー、実業家 / Biohacker, Entrepreneur, Just One Giant Lab、

PILI、La Paillasse）
［フランス / France］
パリを拠点に活動。「オープンサイエンス」「責任あるイノベーション」「継続学
習」を通じて、人間（性）の「同期」または重なりを促し、私たちに差し迫る重
要な課題を解決しようとする「 Just One Giant Lab（ JOGL）」の共同設立者の
一人。また、機関に所属しない科学者等にリソースと機会を提供する世界最大

入場無料（要 MeCAチケット） 各回 30 分前会場

モデレーター / Moderator：Georg Tremmel（アーティスト、BCL / Artist, BCL ）

●

映画上映＋トークイベント「HEAVEN ＋ EARTH ＋ JOE DAVIS」

Screening of Documentary Film and Talk Event

2 月 12 日（月・振休） February 12 mon 19:00-21:00
ドキュメンタリー映画「 HEAVEN + EARTH + JOE DAVIS 」（ 2011 年、85 分、HD ）
監督 / プロデューサー：Peter Sasowsky

ゲスト：Joe Davis（アーティスト、哲学者）

のオープン・コミュニティ・ラボのひとつ「 La Paillasse」や、石油化学染料に代

バイオアートのゴットファーザーと呼ばれ、宇宙人とコミュニケーションするために膣の収縮運動を宇宙

わる、発酵を用いた自然染料を開発するバイオテック・スタート・アップ「 PILI 」

に送る男（＝ジョー・デイヴィス）のドキュメンタリー映画を日本語字幕つきで上映。さらに、上映後

の共同設立者兼ディレクターでもある。

http://www.pili.bio

Based in Paris France, Landrain is co-founder of Just One Giant Lab (JOGL) which
helps sync humanity onto solving our most urgent and important problems using
Open Science, Responsible Innovation, and Continuous Learning. He also co-founded
and directed La Paillasse, one of the world’s largest open community labs providing
resources and opportunities to indie scientists, in addition to PILI, a biotech startup
making natural dyes using fermentation as an alternative to petrochemical dyes.

Red Bull Studios Tokyo

Red Bull Studios Tokyo 、ラフォーレミュージアム原宿 / Laforet Museum Harajuku

公開イベント / Public Events

ゲスト講師 / Guest Educators

には本人を交えてのトークも開催。著名な美術批評家、ジェイムズ・エルキンスは彼のことを「存命
するもっとも興味深い芸術家」と語った。ラボからバーへ、バーからラボへと飛びまわるこの映画は、
私たちに不可能なことなどないと気づかせてくれる。

「アーティストは世界の秘密を暴かなければならない。宇宙の窓のようなものを開くのだ」ジョー・デイヴィス
●

SymbaioticA・Ionat Zurr 氏スペシャルトーク

Special Talk by Ionat Zurr (SymbioticA) 「Care and Control - a living affair」

2 月15日（木） February 15 thu 19:00-21:00

ゲスト：Ionat Zurr（アーティスト、研究者 / 西オーストラリア大学 SymbioticA）

西オーストラリア大学人間科学部内に設置されているアートリサーチセンター、SymbioticA の取り組みを紹介するとともに、文化
的人工物、そして天然試料に近づく生物との、これまでと現在の関係について掘り下げていきます。
Introducing the engagements at SymbioticA, a research laboratory located in the University of Western Australia, Ionat
Zurr contemplates on life and technology today, and the past and present relation of living beings as cultural artefacts
and / or natural specimens.
●

Joe Davis 氏 スペシャルトーク

Special Lecture by Joe Davis 「PRE-TERRESTRIAL GARDENING AND THE LEGEND OF THE MAGI」

2 月 16 日（金） February 16 fri 19:00-21:00

ゲスト：Joe Davis（アーティスト、哲学者）

Joe Davis 氏のこれまでの活動をまじえながら、メディアアーティストやバイオアートに携わる人々をマギ（賢者）や魔術師になぞら
える彼にとっての「バイオアート」を語りつくします。
What is “Bio Art” for Joe Davis? Suggesting that media artists and bio-artists are, in fact, “late-breaking versions of the
ancient Magi,” the artist invites us to the depths of his practice.
●

BioCamp: Gardens as Biotechnik

公開プレゼンテーション

Public Presentation of the “BioCamp: Gardens as ‘Biotechnik’”

2 月 17 日（土） February 17 sat 13:00-16:00

出演者： BioCamp: Gardens as Biotechnik

参加者

ゲスト：Joe Davis（アーティスト、哲学者）、Ionat Zurr（アーティスト、研究者 / 西オーストラリア大学 SymbioticA）
、Günter

Seyfried（アーティスト / pavillon_35）、Thomas Landrain（バイオハッカー、実業家 / Just One Giant Lab、PILI、ラ・パイヤス）
講師：Günter Seyfried 、Thomas Landrain
公募型キャンププログラム「 BioCamp: Gardens as Biotechnik 」の最後を飾る成果発表会。アジアをはじめ世界各地から
集った 20 名の参加者はどのように「 Biotechnik（ビオテヒニク、生技術）」としての「庭」を捉えたのでしょうか。専門施設の
見学やレクチャー、ワークショップを経験し、参加者のデザインした「庭」が披露されます。
※参加者による成果は、2 月18 にラフォーレミュージアム原宿において展示されます。そちらも合わせてお楽しみください。

An exhibition of the BioCamp: Garden as ‘Biotechnik’ workshop. From the intense, one-week “camp” of site visits,
lectures, and group work, how did each of the 20 participants conceptualize and realize their own “gardens” as
”Biotechnik”? This exhibition will be held on February 18, 2018 at Laforet Museum Harajuku.
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