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「The Insect Worldとは何か」

「The Insect World」が生まれたきっかけ

室井　「バッタちゃん」という名前で金沢では大々的に

チラシや何かが出ていますけれども、実は１年ぐらい前

に横浜でありました国際展「横浜トリエンナーレ2001」

（註1）に２か月間展示された作品です。

といいましても、実は23日間しか上げることができな

かったのですけれども、それはバッタのバルーンだけを

地上に置くという作品ではなくて、展覧会が開かれた

「みなとみらい21」という横浜の地域の都市景観そのも

のをアート空間に見立てて、インターコンチネンタルホ

テルという150メートルぐらいの高層ビルの壁に、斜め

に、前に飛び立とうとする姿で、非常に高い位置に設置

した作品です。ほかにも、赤レンガ倉庫に展示をしたり

映像を作ったりして、複数のプロジェクトを組み合わせ

た全体で「The Insect World」という作品を構想したも

のだったのです。ただ、あのバッタがあまりにも目立ち

すぎるのと、あまりにも大変なものなので、我々も完全

にバッタのバルーンに振り回されて、めったにできない

経験をさせていただいたというものなんです。

椿　きっかけはその、日本で最初の国が主催する現代美

術の祭典ですね。海外では今までいくつもあって、「ヴェ

ネツィア・ビエンナーレ」は特に有名で、世界中の作家

が集まるわけですね。それを初めて日本でやるときにで

きるだけ賑やかにやりたいので、たくさんのアーティス

トを招いた。それとその展覧会では美術家だけではなく

て、科学者であるとか、数学者であるとか、哲学者とか

とのコラボレーションを目指しました。室井さんは情報

哲学という最も新しい現代のネットワーク社会の中での

一つの知の体系を研究されている。そういう方と私の２

人を出会わせようというのが、今回のこのプロジェクト

です。

室井　ディレクターが４人いまして、そのうちの１人が

京都の国立近代美術館の主任学芸員であった河本信治さ

んで、我々２人の共通の友人です。僕たちはそれまでほ

とんどお互いに関係がありませんでした。そこを河本さ

んに呼び出されて、京都で一番最初に椿さんと会って、

それが展覧会の１年半くらい前ですね。

河本さんがなんで２人を組み合わせたかというと、椿

昇というアーティストと思想とか評論をやっている僕の

コラボレーションチームを作りたいということだったと

思うんですけれども、僕がわりとそういうのが嫌なんで

すね。普通に考えると、例えばバッタでも映像でもそう

ですけれども、室井さんがコンセプトを書いて椿さんが

作ったと、みんなそう思うじゃないですか。学者とアー

ティストが組んだら、そちらの方がコンセプトをやって、

そちらがものを作ったと。それがすごく嫌だったので、

そういうものにだけはしたくないということで、２人で

メールをやり取りしたり、「みなとみらい21」を何回も

歩いたり。コスモワールドという有名な遊園地に夜景が

すごくきれいな観覧車があるんですけれども、このおっ

さん２人で観覧車に乗って記念写真まで（笑）。

そういうことをずっとやっていたんですが、なかなか

話が煮詰まらなかったんです。昆虫がおもしろいねとい

うことは、結構最初から言っていたんですが。「The

Insect World」、昆虫の世界ということですが、昆虫とい

うのは地球で一番普通に生きている生き物なんですけれ

ども（註2）、我々の想像がつかないところがありますよ

ね。触覚がついていたり、頭と胸と腹が分かれていたり、

それから複眼といって何百個もレンズがついている目が

あったりして、あいつらはどういうふうに世界を見てい

るのだろうと。

今、文明もそうですし、いろんなものが行き詰まって

いるけれども、どうも僕たちは人間の限界の中でしかも

のを考えていないから、昆虫の目で世界のことを考えて

みるとおもしろいんじゃないか、大体そこぐらいまでは

２人とも来てたんですけど、じゃあ現実に国際展で10億

円ぐらいの予算をかけて世界中から100人以上のアーテ

ィストを呼んでやる展覧会で、僕らはどういうスタンス

でそこに参加するかということで折り合いがつかなかっ

たのです。椿さんは「いいんだよ。会期中、室井さんと

僕と２人で温泉に入ってて、展覧会は無視して遊んでて

もいいんだ」みたいなことを言うし、僕は僕で「とにか

くでかいものじゃなきゃだめですよ。ランドマークより

でかいものを作りましょう」とまためちゃくちゃなこと

を言って、話が全然まとまらなかったんです。何回か話

していたんですけれども疲れ切って、インターコンチの

前のすし屋でペラペラに乾燥したまずい寿司を食って、

ビールを飲みながら、僕が何気なく「ああ、あそこに何

かでかい虫でもあるとおもしろいよね」と言ったら、椿

さんがいきなり興奮して、「やれる」という何の根拠もな

い発言をして（笑）。「ええ、本当にそんなことできる

の？」、「いや、やれるやれる。バルーンだったら絶対で

きる」とか言って、興奮して２人でホテルの中に入って

いって、エレベーターに乗って、ここなら客室も無いし

いけるかなという話をしたのが最初なんです。いつも

「どちらが考えたんですか」と聞かれますけれども、今言
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った過程の中から生まれてきたわけです。それからいつ

も思うのは、僕はやれないと思って最初から冗談で言っ

てるんですけれども、この人は何だか知らないけれども、

「やれる」と何の根拠もなく言うところがある人なのです

ね（笑）。

結論としては、やれないことだったんですね。あんな

高層ビルにあんなでかいバルーンを２か月以上設置する

ということは、技術的には不可能だった。ということは、

やってみてわかりました。絶対やっちゃいけないです

（笑）。だれもまねしようと思わないでください。あれは

構造的にやっちゃいけないことなんです。

椿　「よい子の皆さんはまねをしないように」ってこと

ですね。

室井　そう。

椿　悪い子はしてもいいということですね（笑）。

室井　いや、いや、そうじゃなくて（笑）。やっちゃいけ

ないことだよ、あれは。ね、あんなところにつけて。

そのあと、いろいろなことがあって、やれっこないん

だとみんなが言うときに、椿さんが、今から考えると変

な絵を描いて「スパイダーマンみたいにすりゃいいんだ

よ」と、クモの巣みたいにロープをたくさん張って、そ

の上にくっつければ大丈夫だと。どうやってつけるんだ

という問題が抜け落ちてましたけど（笑）。どうやって下

ろすかもね。

そういうかたちでいったんですね。そしてこれがやっ

ぱり決定的だったんですけれども、椿さんのIMI（註3）

のチームでCG（図2）を作ってくれた。そのCGで、一

番最初はサナギとか、テントウムシとかクワガタとか、

いろんなものを作っていく。その中で、椿さんが一押し

で出してきたのがバッタだったんですね。バッタが下向

きについているCGというのがもの凄くインパクトが強く

て「こんなことができるなら凄いんじゃない？」という

ようなCGで。

結局CGの力ってすごいなと思ったのは、あのCGを持

っていくと、新聞社も放送局もどこでも取り上げてくれ

るんですよ。これが上がるらしいってね。何も作品が無

いところから、そのCGのイメージが一人歩きした。問題

は、そのCGどおりの現物をつり下げることができるかど

うかということで、これは専門家に聞いたら誰でもでき

ないと言います。

そこにバルーン屋さんという、我々があまりつき合い

がなかった、かなりいいかげんな業界が入ってきて、「い

や、できますよ」みたないないかげんなことを言ったと。

そうすると周りも、「あ、プロが言っているんだから、き

っとできるんだ」と何の根拠もなく思いこんでしまって、

あとは引くに引けないところに追い込まれていったわけ

ですね。お金は全然足りなかったんですよ。我々が使え

るのは見積もりの数十分の１。

椿　資金的には非常に紆余曲折があって大変だったんで

すが、僕の場合はCGで洗脳されていたので一度も成功を

疑ったことがないんです（笑）。室井さんが興奮していた

最初のバッタは３倍ぐらいありましたよね。はじめのCG

は、インターコンチに覆いかぶさるぐらいに大きかった

んですよ（笑）。僕としてはずいぶん妥協したつもりだっ

たんです、あの大きさで（笑）。これぐらいだったら軽い

と思っていたんだけど、現実的にはずいぶん大変な作業

でした。ホテルにワイヤーロープを斜めに４本かけるの

は、見積もりが2,800万なんですよ。本体のバッタが

1,500万です。それがもろもろ、ほかにもいっぱいかさむ

わけです。

室井　一番多かったときは見積もりの金額で6,000万を超

えていて、それから僕たちが精神的に一番きつかったの

は、足りない分は作家の自己負担になりますという誓約

書にサインを・・・。

椿　そうそう、誓約書に。事務局に行くと、お座りくだ

さいと言われて２人で覚え書きというのに判子を押して。

やけくそでしょう。そうならざるをえない状況に追い込

まれていったのもしょうがないけれども、ああいうとき

って、なぜか腹をくくってしまうんですね。もう、行け

るところまで行くしかないと。

椿昇+室井尚

1 トーク会場風景　椿昇（左）、室井尚（右） 2 コンセプトCG



室井　そうですね。そこまでもの凄くて、絶対できっこ

ないと思っていたけれども、いろんな人がどんどんあの

CGをおもしろがった。普通の人ですよ。市役所の人とか、

パシフィコ横浜やインターコンチネンタルホテルの設備

担当の人とかが、どんどん後押ししてくるわけです。絶

対実現させましょうという人たちがたくさん出てきて、

できっこないことが、結局バルーンを発注するところま

で進んじゃったんですね。

バルーンを発注するときに、バルーンを地べたから上

に上げるという技術がどうしてもお金がかかると。戸田

建設が2,800万かかるといって、その以前の段階でもう完

全に予算オーバーですから、全然ないでしょう？そのと

きに、僕と椿さんで戸田建設の支社に行って何を頼んだ

かというと「絶対やりますから」と。工程表でいうと工

事は２週間でできるんですよ。だから僕たちがお金を集

めるので、そしたら２週間でやってくださいと。その代

わりに、特注の金具は工場に頼むと納期に１か月かかる

ので、それは今すぐ買います。それは40万ぐらいだった

ので、これはもう今すぐ発注してください、僕たちが払

いますからと。その代わり残りの分は、我々が募金とか

会社回りとかしていろんなところから協賛金を集めてき

て、もういけそうだと思ったときにお願いしますと言っ

たら「じゃあ、会期に間に合わないのではないですか」

と。そこで「１日でも会期にかかったら僕たちはやりま

すから、たとえ３日間でも絶対やりますから」と言った

ら、関さんという任侠道に厚い、本当に東映映画のやく

ざの親分みたいな人がいて「わかりました。やります」

と（笑）。そのようなことがたくさんあったんです。

この段階で僕たちはすごくいろんな経験をして、ちょ

うど『美術手帖』誌でインタヴューを受けたとき（註4）

に、もうめちゃくちゃハイで、「いやもうすごいですよ。

インディ・ジョーンズみたいですよ」と。普通だったら、

トロッコに乗って、あいつら何回も死んでるなとみたい

なことをくぐり抜けて、よくここまで来たなという思い

があったのですが、しかし、そんなものは何でもなかっ

たのですね。あれ（バッタ）が来てしまってから、すべ

てがガラッと変わってきます。あれ、モンスターなんで

すね。

椿　これだけ巨大なプロジェクトになると、もう僕１人

では完全にできなかったし、つぶれていた。だから大事

なところでお互いが支え合うみたいなところがあって。

それに学生の存在が非常に大きくて、学生の支えがなか

ったらほとんど何一つできてなかったと思うんですね。

大事なのはプロジェクトをどうやっていったらいいか、

その辺のマネジメントですね。それが瞬間瞬間、秒単位

であるわけです。秒単位で判断を下さなければいけない。

ここにこうしてまた呼ばれて来れているということは、

ある程度その判断は正解だったんですよね。正解でなか

ったら、僕らは今ごろ牢屋に入ってるか、借金に追い回

されているか（笑）。本当にハイリスクコースで、人生ゲ

ームのコマを振っているような何か月かでしたね。室井

さんも僕もこうやってしていますけど、お互いに体調を

壊したりしていて、とにかくタフな仕事でした。

資金あつめ

室井　子どもにはもともと空中にあるときから大人気で、

ものすごくたくさん来てくれたんですね。わりとお年寄

りの方にも人気があって、会期中は相当たくさんの人が

見にきてくれたと思います。最終日だけで２万人ぐらい

来てくれました。

椿　グッズも、ほとんどこの日に完売してしまいました

ね。募金は総額600万ぐらい、いろんな方からいただい

たんですね。募金いただくときに、大口の方に僕のペイ

ンティングをちょっとずつ送りはじめているんですけど、

まだ全然できていなくてすみません。ゴールドのバッタ

で15,000円でとか、そういういろいろギフトセットがつ

いているんです。このグッズ開発はスパイラル（註5）

に協力をお願いして、結構グッズだけで150万ぐらいか

かったんですけど、あらゆる手を使って資金を集めまし

た。

室井　銀行と郵便口座振り込みで。ただ、銀行の振り込

みだと住所とかがわかりにくいので、できるだけ郵便で

ということを言ったんですけれども、非常に面倒くさい

と思うんですよ。わざわざ郵便局に行って振替用紙を書

いて振り込むというのはすごく面倒な作業なのに、それ

で600人がやってくれたというのはものすごいことだと

思うんですね。

（スクリーンの映像を指して）本当はこれはバッタと

のペアで流す予定のものだったのです。巨大な円形のデ

ィスプレーが「みなとみらい」にあるのですね。パナソ

ニックのレトロな感じの電光掲示板なんですけれども、

これとバッタとをペアで、ちょうど日本丸のところから

両方が見えるというかたちで構想したものなんですが、

これは横浜市の間に入ってくれた人がものすごいドジを

踏んで、直前にキャンセルされました。ずっと全く問題

ありませんと言っていたのに、３日前に、これはパナソ

ニック側からクレームがついたのでできませんと。めち

ゃくちゃ腹が立ったんですけど、それをやっているとき、

バッタの方があまりに大変なのであきらめました。本当

はディスプレーにこれが流れて、バッタがライトアップ
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されてという２つのものが見えるはずだったのです。

よくありがちですけど、双方の担当者があまり大物じ

ゃなかったんですね。その人たちが自分たちの手柄にし

ようとしたために、別なルートが通ってなくて、なんで

パナソニックの広告塔にこんなものを流さなくてはいけ

ないんだというストップがかかったんです。

椿　カッセル（ドイツ）であれば国際美術展「ドクメン

タ」とか、広島であれば「国際アニメーションフェステ

ィバル」とか、静岡では「大道芸ワールドカップin静岡」

をやっていますね、そのように地域と文化をどう触れ合

わせるかということに対して、まだ企業は理解していな

いところがある。国際社会の中でものを売っていく場合

にも、そのあたりがこれからは非常に重要なことになる

と思うのですが、インターコンチのように理解して協力

してくれるところと、対応できていないところの差異が

見られましたね。

今度の「The Insect World」というのは、赤レンガ倉

庫でのドキュメントの展示や、町中をいろんな小さなフ

ィギュアをつけた人が歩く、それからあとで全国回って

いくようなツアーとか、そういうものが全部パッケージ

になって一つの世界を形成するような。だから遊園地の

入り口のようなタイトルにしたのはそういうことですね。

室井　いろんなことを本当は考えていて、昆虫はモジュ

ール構造だというものもあって、モジュールがどんどん

増殖していくと。だから、例えばバッタのシールみたい

なものがどんどんゲリラ的に世界中の都市に広がってい

くとか、グッズでも、結局椿さんに全部任せてしまった

けれども、バッジもいろいろあるとか、秘密結社のよう

なグッズを作ろうとか、いろいろあって、そういうもの

になるはずだったんですが、バルーンがあまりにも大変

すぎたので、途中から全然手が回らなくなってしまって、

バルーンとの戦いになってしまったんですね。

地上に下りてからの「バッタちゃん」

室井　現場にいて、来てくれる人の反応を見ていると、

もう僕は負けたな、僕のコンセプトはもう放棄しようと。

もう「バッタ君」でいい、「バッタちゃん」でもうかまわ

ないという気持ちになってきましたね。だからこれに関

しては、自分がコントロールしているのではなくて、自

分がコントロールできないところに行って、逆に我々も

それに引きずられたり引っ張られたりして、今に至って

いるような気がするんですよ。だから「バッタ君」とか

「バッタちゃん」とか、みんな騒いでくれると、タマちゃ

んじゃないですけれども、そちらの方がおもしろいのだ

ろうという感じになっていますね。今は。

ちょうど「新潮」という文芸雑誌にそのことをエッセ

イに書いたんですけど（註6）、バルーンが来て、最初試

しに横浜国立大学のグラウンドでやったときに僕たちは、

すごくびっくりして躁状態になってしまったんですね。

でかくて、触ったりぶつかったりすると学生はキャーキ

ャー言って喜ぶし、僕らも何かうれしくなってしまって、

思わずそういうことをしていた。でもその後現実にホテ

ルの上に持っていってしまったら、作業する人以外は絶

対に触れない場所に置くわけじゃないですか。そういう

作品なんだと思っていたし、忘れていたんですよ、あれ

は触れるとおもしろいんだよねというのは。それが、強

風による事故のおかげで地上置きしましたよね。あのと

きは地面がコンクリートだったのでずっとバリケードを

張って、頭の方だけふくらませるんですけど、特に幼稚

園児から小学校２年ぐらいまでの子どもが、足にブオン

ブオンやって絶対離れないでしょう。

椿　最初からこうなるとは思ってなくて、あとで遊具に

なるという特技を発見。「あ、そうなんや。子どもはこれ

で遊べるんや」と思って結果オーライになりました。

僕が途中不安だったのは、バルーン業者が経過を一切

教えてくれない。どんなルックスで、どんなサーフェー

スで、どういうかたちで出てくるのか。仕方ないので

「とにかくかわいく作れ！」と。かわいくなかったら、こ

の国では資金が回収できないから（笑）キャラ立ちをよ

くしてくれと言うのですが、「わかりました」それだけし

か言わない。バルーンって下手な業者が作るとひどいも

のを作るのですよ。しくじったら全部終わりですから、

あんなところに恥ずかしいものを上げられないから。

忍耐の限界まで来たときに、フロリダからあいつが横

浜国立大のグラウンドにやって来た。それで膨らみはじ

めたときに、ものすごくかわいかったんです。それだけ

で「これで勝った」と思いましたね。今でこそ言います

けど不安でね。最初はショボイものが出てきたらどうし

ようというものすごい恐怖感でした。だから、あの日に

ボンと出てから、僕は緩んじゃたんです。それと同時に、

「これは上がらへんで・・・」と思ったんです（笑）。こ

んな巨大なものが、60度につくわけがないと思った。で

もバルーン業者が自信満々なので結構鷹揚に構えていま

したけどね。僕はアーティストとして、形やルックスが

かわいかったからもういいやと、すっかり資金回収巡業

のこと考えてました。

室井　あのあと、何回か地上置きをやってるんですよ。

最初は横浜市西区の選挙管理委員会が市長選のキャンペ

ーンで使ってくれて、お金ももうかってよかったのです

けれども（笑）、そのときに、電車道に置くという計画で、
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電車の窓から見えるということだったんですが、地元の

人からぜひ触れるところに置いてほしいというリクエス

トがあったんですよ。それで、バッタを斜めに入れると

ぎちぎちになるような地元の狭い公園に置いて、２日間

だけやったんです。そのときはテントを置いて学生が泊

まり込んだんですけど、ちょっと恐怖を覚えましたね。

子どもがあまりに多すぎる。小学３年生ぐらいまでの子

どもが本当にうじゃうじゃ現れてきて帰らないんですよ。

近所の子が、朝膨らませるときに来て、お昼ご飯を食べ

に行って10分ぐらいで帰ってきて、最後までいるんです

ね。学生のところに「ねえねえ、お兄ちゃん」とか言っ

てみんな寄ってくるし、走り回る。全然帰らないで、ど

んどんうじゃうじゃ増えてくるんですよ。それで怖くな

ってしまって。子どもってたくさんいるとすごいパワー

でしょう。疲れない。走る。帰らない（笑）。それでまた

来る。もうこちらが疲れてしまって、そのあと人が入れ

ない電車道に運んだんです。すごくほっとしたんですけ

れども、２日目には寂しくなったね（笑）。それであぁ、

すごいなあと思って。

子どもって、僕たちもそうですけど、とにかくああい

うふかふかしたものを見ると、ベットでもソファでも、

とりあえず倒れ込んでみるとか、とりあえずぴょんぴょ

ん跳んでみるとか（図3,4）、我々もやってたわけです。

でも、すっかり忘れている。ああ、そうだったなという

のと、なんでおもしろいのだろうと。何かわけがわから

ないじゃない。何がおもしろいのと思うけれども、そう

いえば自分もそうだったなということを思い出すんです

ね。まだ大人にならない子どもが持っている、まだ分か

れていないというか、かなり不気味で、それこそ昆虫的

なものにつながるようなものがすごく出てきて。それは

生命が持っている力だと思うんですよ。

水戸芸術館のとき（2002年8月の「カフェ・イン・水

戸」での展示）もそうですけれども、炎天下で大人なん

か外へ出ていられないのに、子どもがとにかくうじゃう

じゃ寄ってくるでしょう。脚に上ろうとするわ、ロープ

を引っ張ろうとするわ。そのときに子どもに、「こんなの

アートじゃないじゃん、見世物じゃん」と言われてしま

って（笑）。なんでそんなことを言われなきゃいけないん

だろうと思いつつ、いいかなと。アートはそういう魅力

に負けるんじゃないの？

椿　見世物性というのは西欧中心の現代美術へのアンチ

テーゼとして、僕のなかでは今回のもうひとつの軸なの

です。たとえば有名な葛飾北斎というのは北斎漫画や富

岳三十六景で有名ですが、単純に人を驚かすということ

をよくやりました。この会場よりも大きい紙に、巨大な

筆で一気に何か書いている。おもむろにそれを引き上げ

てゆくと、巨大な達磨大師の絵になっていく。みんなそ

れでびっくり。今回の巡業計画もそのようなパフォーマ

ンスの要素をたくさん含んでいます。

そこで今回のグッズも趣向を変えて和風で迫りました。

手伝ってくれた人にあげようと手ぬぐいを作りました

（p.77図参照）。「加賀之国　飛蝗巡行図」。今はなきツイ

ンタワーがあって、フロリダからずっと渡って、飛行機

に乗ってきて、パシフィコのところでつぶれて地上置き

して、万博公園でひっくり返されて、という今までの過

程が全部あります。かつてこういうのを道中絵といいま

した。昔から、白地図みたいな道中絵に色を塗るという

のが結構庶民の楽しみで、「バッタちゃんの顔は緑に」と

か言ってみんなでやって、それを品評会で比べて、誰々

さんのが一番いいねとか。江戸には200万人ぐらいの人

がいて、もっと豊かな文化を相互に享受しあっていたわ

けです。

金沢21世紀美術館学芸員のお二人のお歌も、「鰻山椒

（ウナギサンショウ）」（黒澤伸）と、「架鈴都（カリント）」

（木村 健）という名前で、このようにして入れてありま

す。「得難某（エナンボウ）」という名前を僕は勝手にペ

ンネームでつけていますけれども、これは日本で最初の

美術批評家の名前です。だから、「見世物じゃん」という

のはすごく本質を突いていると思うのですね。「The

Insect World」という名前もそうだし、僕らは最初から、
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西洋の生み出したビエンナーレというものを批判してい

たんですね。西洋が生み出したビエンナーレを批判する

ために、我々はグローバリゼーションの象徴としてイン

ターコンチネンタルホテルを選びました。ヘッジファン

ドのような国際的な資金的流れ、それをイナゴに代表さ

せたわけです。だから、イナゴが世界中をたいらげて何

もなくなってしまうよと。グローバリゼーションという

ので地方の固有の文化もなくなると。そういうときに、

芸術ではなくて芸能、物見遊山、お伊勢参りとかという

かたちの身体的なエネルギーみたいなものを現代美術の

中で再構築できないかと。そういう中で、どう記述をし

ようかということを真剣に考えているのに、結局は「バ

ッタちゃん」になっていくという（笑）。

なぜバッタなのか？

室井　「なぜバッタなの？」とみんな聞くんですけど、

何回答えてもだれも納得してくれない。例えばバッタを

漢字で飛蝗、飛ぶ蝗（イナゴ）と書く。蝗は虫偏に皇帝

の皇でしょう。虫の王様だからバッタなんだと言っても

絶対満足しない。外国の人も訊くんです。性別も年齢も

関係無く、すべての人が「なぜバッタなんですか」と必

ず訊くんです。

バッタが上がっているとき、下でよく自己満足して

「上がってよかったな」とこうやっているでしょう。ずっ

といると、通る人のうち大体20メートル間隔で、「ねえ

ねえ、あれってどうしてバッタなんだろう」とみんな言

っていくのです。笑いそうになるぐらいみんな。椿さん

に言ったら「見たら思わずそういうふうに口走るように

遺伝子に組み込まれてるんだろう」といいかげんなこと

を言っていたけれども（笑）、それぐらいすごくて。みん

な口々に友達と「ねえ、根本的な質問なんだけど、あれ

ってどうしてバッタなの」みたいなことを言っていくの

で、笑いましたね。バッタにこだわったのは、どちらか

というと椿さんですね。

椿　バッタに強烈にこだわったのは、ある種の抽象性が

あって、ずっと妙な違和感が残る。何度見ても、そうい

う類の作品は時間を越えた鮮度を保持できると思ってい

ます。あとひとつは、青空と白いビルですね。そこに緑

色が素朴に欲しかったということがありますね。ほかの

色や、オオクワガタとかいろんな形状もCGでテストしま

したが結局バッタに落ち着きました。

室井　僕がいろんな昆虫図鑑からアフリカのハナムグリ

系の角がおもしろいから、これもと言ってるのに、無視

するのですね。

椿　ハンミョウがいいとか言ってくるんですけど。

室井　バッタばかり送ってくる（笑）。

椿　特殊な虫では一般化しないのですね。一般化しつつ

抽象性を保つという非常にきわどいスリリングな綱渡り

をしないとアート作品にならない。消去法でいろいろ探

して、結果的にバッタしか残らなかった。

室井　そうですね。納得したのは、合理的に言っても他

の虫は顔を前につけるのは難しいんですよ。みんな昆虫

標本みたいに上向きにペタッとつけると、すごくかっこ

悪いじゃないですか。なんでトンボが向こうを向いてい

るのみたいな、昆虫標本になってしう。かといって前向

きにして絵になる虫というのはあまりいなくて、カマキ

リとかはいいんだけれども、バッタよりもっとね、あん

なところに上げられないし。

椿　カマキリとバッタを比べたときに、カマキリの方が

具体性が強すぎるのです。バッタの方がより抽象的であ

るという。

室井　僕たちは《飛蝗》と名前をつけたのですけれども、

バルーン業者の社長はずっと「イナゴ」とこだわり続け

ていた。イナゴとバッタはどう違うのかというと、実は

文献学的にもいいかげんなんですよ。大体トノサマバッ

タのことをイナゴと呼んでいたり、バッタと呼んでいる

ものは実はイナゴだったり、曖昧なんです。細かく分け

ると違うんですけれども。

それから、これは英語でも同じで、普通バッタは

"grasshopper "といいますけれども、この作品名は

《locust》としました。"locust"というのはイナゴのこと

です。ところが、"locust"というのは、一般にはセミのこ

となんですよ。英語でも、セミと同じ名前を持っている

のがイナゴなんですね。ということは、みんなわかって

ないじゃないかと。「バッタみたいな虫」で終わっている

のがイナゴ。しかも椿さんが考えた理由は、カブトやテ

ントウムシだと地域によって形状や角の形が全部違うわ

けですね。ところがバッタは五大陸すべてでこの形状だ

と。だからインターコンチネンタルな昆虫がバッタなん

だというのがこじつけで。

椿　シンボルというのは非常に重要で、例えば回教とか

は偶像を否定しますよね。それからキリスト教も新教の

方は十字架だけしかだめだと。イメージというのがいか

に人間を操る力が強いかということですね。

小学校で膨らませたこと

椿　僕は中高の教師を24年間やってきたんですね。学級

担任やバスケット部の顧問という美術教師には不似合

い？なこともやりながら、アーティストと並行してやっ

てきたのです。昔は僕の勤務していた高校は小磯良平が
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美術を教えたり、詩人や俳人が教鞭をとるなど文化の香

りが高いところだったのですが、小役人のような連中が

管理職になって徐々に僕の作家活動が制約を受けるよう

になりました。海外出張で予告なく給料カットされたり

して限界に来ていたところに、バッタ緊急出動が重なっ

たわけです。久々の日曜日、妻と日本海に魚食べにいっ

て幸せ気分で戻る舞鶴自動車道で120キロで覆面に捕ま

ってムカムカしていたことも遠因なのですが（笑）、月曜

朝呼び出し食らって「アーティストとしての活動より校

務に専念してくれ」と言われました。学校に僕がいると

いう機能を理解しないのなら辞めると言って前後の見境

なく即座に辞めたのですね（笑）。

校務に専念というのは、僕らの年齢になると管理職を

しなければいけないんですよ。管理職、何とか主任、学

年主任をやれとか。それをずっと逃げ続けてきたわけで

すけれども、とうとう逃げられなくなって、管理職をし

たら残してやるみたいなことになって。そうはいかない

みたいなことで辞めてしまって、それで慌ててあちこち

メールで求職したら、何校か熱心に誘ってくれました。

これは因縁かなと思うのですが、以前室井さんが勤務さ

れていた帝塚山学院に移籍して、これで自分の研究活動

が正当に評価を受けることになりました。給料は下がり

ましたが気分的に天国と地獄の差がありますね。

そんなトラウマがあって、今の管理主義になってゆく

教育現場に風穴を開けないととんでもないことになると

いう思いがずっとありました。中学生になると内申書と

いう密告制度で押さえつけられて、自由とか闊達とかい

う子どもの大切なものをみんな奪ってしまいます。そん

な国を作っておきながら、若い者は元気が無いなんてよ

く言うよと思います。そんな中では、僕は批判的なので

すが、総合学習でさえひょっとしたら何らかの糸口にな

るかもしれません。

そのような折に、金沢で米泉小学校の教頭先生を紹介

されて、非常に感銘を受けました。「こんな教頭先生がい

るんだったらやったろか！」と思いました。小学校時代

にとんでもないことを経験したら将来に可能性があると

思いました。平穏無事しか考えない連中ばっかりだと思

ってたので、彼の勇気と決断に惚れました。

僕がキーと考えたのは、単にイヴェントで呼ぶという

のではなくて、きちんと学校全体が総合的に学習活動の

一環として取り組んでいたというところです。１年生は

バッタで何を作る、２年生は何を作るという感じで、６

年生まで全部バッタに取り組んでくれた（図5,6）。それ

でバッタを迎えてというかたちで、中途半端にやってい

ない。彼らの教師としてのプロ意識が気持ちよかったで

す。教育現場の中でしっかりとアートを通じたコラボレ

ーションが成立した稀有な事例でした。

「バッタちゃん」は誰が作ったものか

椿　僕は根無し草的な精神構造を常に持っていて、わり

にリアリティの薄いタイプなのです。バッタが上がって

みんなが喜んでいる時点で、あ、これは僕のものじゃな

くなったという気は結構あったんですよ。バッタちゃん

が偉いし有名なので僕はまあいいかって。

室井　最初に椿さんと、あそこにでかい虫があったらい

いねと言ったときは、バッタはまだ考え出していなかっ

たんですけど、テントウムシとかカブトとか２人で言っ

て、そのあとCGをやり取りしながらも、僕はわりと「み

なとみらい」の近くにいるので、そこにバッタがいると

いうのをCGから逆に現実に投影して思い描いているでし

ょう。それがトリエンナーレで23日間現実になったとき

にはまだいいのですよ。つまり、椿さんも言ったように、

CGそっくりだと。あのCGというか、僕たちの頭の中の

妄想が現実にここにある、これは俺たちが考えたものだ

というのはいいんです。

けどそれを下ろしてから、バッタをたたんだり、空気

を入れたり、転げ回したり、子どもたちがこんな風にや

ってるときのこれは、俺たちが考えたものじゃないなと

いうリアリティがあるわけです。水戸でも、金沢でも、

ボランティアの学生さんたちが参加してきて、チームに
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なって、声を出したりして「あーっ」とやるでしょう

（図7,8）。何か全然違う充実感というか。でも、これは自

分たちのものだという気がするじゃないですか。あの手

触り、あの重さ、あの扱いにくさ、必ずいろんなアクシ

デントが起きるし。ジッパーが壊れたり。

それから、もともと下向きになるから触覚に空気が流

れてピンと立っていたのに、今の状態だと触覚がどうし

ても下がってしまう。それで、あれをなんとかして立た

せようと、俺たちはずっとこの半年間、すごいばかげた

試みをやり続けているわけですね。いろんなアイデアを

やって。例えば、巨大な物干しざおみたいなもので下か

ら持ち上げたらどうだとか、それからこの間やったのが、

もう１つブロアが余っているので（註7）、ズボンを逆さ

まにしたみたいなパイプを布で作って、そこから風を送

り込むと立つんじゃないかとか。

椿　室井さんはそれを思いついたとき、夜寝られないく

らい興奮したと言ってましたよね。その話を聞いて、う

ちのかみさんと家ですぐに作ったんです。長大なズボン

を作って水戸芸術館で取り付けてもらって。

室井　水戸で２時間かかって縫いつけて、空気を入れて

みたら全然話にならない。スカートの裏地みたいなもの

で作ってくるから、空気が抜けて全然だめだったんです

よ。本当にばかげたことをやっているから、これは作家

としてやっているわけじゃないですね。完全にあれは遊

び道具にして、どうやって触覚を立たせようかという。

触覚を立たせようコンテストってしない？（笑）。

椿　結論を言うと何をやっても意味なし（笑）。触覚の布

が塗料含んで重くてどうにもなんない。生地を変えたら

簡単なんですけど質感がかわっちゃうしなあ。生地をナ

イロンみたいなのに変えるとピッといくんだろうとは思

うんだけれども。

室井　ただ、圧力がね。ほかのところに、ほかのジッパ

ーにも圧力がかかって負担がいくから（註8）。

椿　それと、これだけたくさんの人にかかわってもらう

と自然に共有財産になってゆくみたいです。興行なので、

それぞれ呼んでくれた地元の旦那衆が即興アーティスト

ですね。ここで言えば金沢の美術館の人とか、そういう

人たちがすごく喜んで遊んでくれるのが、僕はうれしい

です。呼んでくれた人が自分のものだと思ってくれるの

を見るのが幸せです。

室井　その位置は、たぶんグラウンドで初めて見て思わ

ず遊んでしまった僕たちと金沢の美術館の木村さんなん

かと同じだと思うんです。それは、我々の頭の中にあっ

たものでは全然ない部分ですから。でかいバルーンが持

っているいわく言い難い魅力は、我々も自分たちが予想

していなかったものに出会ったわけだし、木村さんもこ

こで設置するということでいろんな具体的なことをやっ

て、それで子どもたちがワーワー寄ってきて、みんなう

まくいっているとすごくうれしいわけでしょう。それは

作家と作家じゃない人で違うのかというと、同じような

気がするんですよ。

椿　何かうれしさのフランチャイズみたいな。ここから

I M Iへ行ったらI M Iのフランチャイズで、彼らにノウハウ

を簡単に伝えられる。I M Iから金沢21世紀美術館へ来た

ら、美術館や大学の人がみんなやってくれてみたいな、

どんどんフランチャイズ方式で伝わっていくのが理想か

な・・・。

室井　手伝ってくれる美大をはじめとする学生さんや学

生以外の市民の方でも、そういう人たちとつながったと

いう感じがするんじゃないかと思って。水戸芸術館の森

司さんたちもそう言っていて、やはりそれまでは展覧会

を手伝ってもらっていても、限られたことをやってもら

ったし、言っちゃ悪いけれども、ボランティアが来てく

れるんだから、やってくれるんだからみたいなところが

あったんだけれども、横浜とかこの間の水戸での展示を

やってみて、初めてボランティアの人たちが入ってくれ

ることの意味がよくわかったというふうに言っている。

結局、チームでやらないといけないし、みんながその

喜びを共有しないとできないプロジェクトですよね。す

ごく単純なことだけれども、ただ空気を入れて動かない

椿昇+室井尚
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ようにロープを張るだけだけれども、その単純なことが

どれだけ大変かというところじゃないですかね。

椿　大阪の万博記念公園のときは、岡本太郎というもの

に対する屈折した再評価とか、太陽の塔を妙に神格化す

る動きがあって、太陽の塔とご対面させたんです。案の

定、太郎は強烈で、軟弱なバッタちゃんはあっというま

に吹き飛ばされました。太陽の塔の口がゆがんでいるで

しょう。あの口の先に置いたんです。パアッと吹かれて、

コロンコロンと３回転半ぐらいしたときに、たまたまＴ

ＢＳが取材に来ていたのがすごかった。夕方５時のＴＶ

ニュースで、「ゴロンゴロン、今日はすごいことがありま

した」とキャスターが興奮していました。やはりヤツ

（バッタ）はやるなと。目玉を裏返しにして中の白いのを

見せたり、結構演技派なんですよね。

いいポーズでかちっと決めるから、単なる布地なんだ

けれども、「こいつ」みたいなね、最近、こころを感じる

んです。何か妙にね（笑）。

室井　要するに、なんで人知を超えているかというと、

今、外の広場に置いてある状態でわかりますけれども、

何本かのロープでペグに固定していますね。でも、どっ

ち方向から突風が吹くかわからないじゃないですか。風

の吹く向きによっては、たくさんロープを張っていても

無意味なんですよ。１本だけに全部がかかってしまうこ

とというのは必ず起きるわけです。そうすると、ペグが

抜けますよね。

それから、風洞実験をやったんですけれども、風洞実

験のときのバッタは固定している。つまり、形が変わら

ない模型でしょう。あれで風洞実験をやって風の力を計

算しても、意味無かったんですね。現実に、土木の人た

ちや教授たちがバッタを見に来て、もう頭を抱えていま

した。我々がやったのはだめだったと認めていました。

たくさんロープをつけても、風が下から吹いたら下の１

本だけにいってしまうわけでしょう。だから予測不可能

ですね。

それから天気、風。ふだん僕たちは部屋の中にいれば

あまり気にしていないですけれども、これにも左右され

るわけです。金沢でも、ずっと天気が不安定だったらど

うなるか。雨が降ったら、人は死にませんけど、その代

わり作業がすごくきつくなります。みんなびしょびしょ

になって凍えてしまってということが起きますよね。天

気とか風向きとか、ふだん気にしない、人間にコントロ

ールできない自然みたいなものにすごく敏感になってく

るんですね。

そうすると、僕なんかは迷信とか宗教も持っていない

し嫌いで、お祈りするとか占いするとか大嫌いなんです

けれども、でも、酒をまいて清めて手を合わせたくなる

んです。とにかく今日は何事も起こらないでくれと。そ

れはすごくよくわかる。大工さんなんかが、棟上げとか

のときにいちいち儀式をやるでしょう。あんなのはもう

古くさいと思っていたんですけど、今はよくわかります

ね。それしかない。わからないことというのはあるし、

絶対予測できないこと、気象というのがそうでしょう、

それに気づく。人の中にもそういう部分があるんじゃな

いかということに気付かせられましたよね。だから、そ

れはもしかしたらおもしろいところなのです。

ただ、それはただ下から見上げている人はわからなく

て。だから地上置きをしたのは、うちのリーダーの学生

が、「先生、悔しいですから、いっぺん地上に置いて、あ

いつらをびびらせてやりましょう」と言ったからなので

すね。つまり、上にあると下から見て「意外と小さいじ

ゃん」と言っていく人が結構多くて、我々としては上で

触っているからすごくむかつくわけですよ。「あれで小さ

いだと」というふうに学生たちがむかついて、「下に出し

ましょう」と。

でも、それでもわからないらしいのです。下に置いて

いるのに、「これは今からふわふわ浮いて、あそこに取り

付けるのですか」と簡単に聞くのですね。風船だという

イメージがあるから。あれは１トン以上あるんですよ。

ふわふわ持ち上がるようなものじゃないですよね。とこ

ろがみんなは、あれは簡単に風船がふわっと行って、あ

そこで布でつけているんだぐらいにしか思っていなくて。

つまり、関わった人しかわからない部分というのはある

と思いますね。

新しいアートのシステム

椿　美術館というものが今までと変わりつつあると感じ

ます。新しいかたちの美術館。それから小学校ですね。

学校と美術館とアーティストというかたちで、新しいか

たちのパブリックアートのようなシステムを、これから

21世紀に作り上げていく必要があるんじゃないか。

その一番大きな目的は、それぞれが個別でやっていて

はできない奇想天外なこととか、非日常的なこととか、

リオのカーニバルではないけれども、お祭り、祝祭です

よね。祝祭性のある出来事を、美術館も企画運営してい

かなければいけないんじゃないか。みんなが喜びを共有

することで、アートの形式も社会もダイナミズムを取り

戻せると思います。

金沢は美大もあるし、金沢市民芸術村のコンセプトや

運営方針もうらやましいですね。すごく安い料金で若い

人たちが借りていて、こういう環境を、これからいろい
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ろな都市に皆さんが戻られて、それぞれが工夫しなけれ

ばいけないと思います。どんな地方都市に行っても都市

の中心部に活性化できる廃スペースがたくさんあります。

ここみたいに市長が動いて、ストンと決めてしまえると

ころはいいのですが、多くの場合は行政が壁になってい

ます。リーダー不在のところは、お互いに行政関係の人

たちが責任を取りたくないものだから、たらい回しにし

て、すごくいい施設が死んでいて、それから学校現場で

ももっと活性化できるのに怠慢で努力しない。日本とい

う国は、個々の資質はすばらしいのに、それがこういう

かたちで幸せに結実できない。金沢はそれがうまく機能

している数少ない例ですので、ぜひそのあたりも、今日

ここで「お話を聞いたよ」で終わるのではなくて、皆さ

んがそれぞれの場で広げてくれたらと思います。

室井　もう１つは、バッタをここで２日間やると大変な

んですよね。天気が読めなくて、もしかすると、昨日も

今日も全然話にならない天気だったかもしれない。それ

なのに、ポスターを作ったり、我々のケアをしたりとい

うのは、すごく大変なことですよね。

ただ、これは金銭に換算できないんです。要するに、

金銭に換算すると、きっと結構かかるのですよ。でも逆

に言ったら、例えば15人の大学生が全部手弁当でバッタ

をやりたいと言ったら簡単なのです（図9,10）。めちゃく

ちゃ小さくなりますから、１トントラックでいいですか

ら借りに来て、15人で担ぎ上げて持っていって、ここに

広げてというのだったら、ただでできてしまう。我々は

べつに貸してもうけようという気はないし、そうしたら

ただでもできるし。でも一方でお金をかけたら何百万も

かかるという、この二つのことが等価ということがちょ

っとおもしろいと思うんですよ。

横浜トリエンナーレのときも学生が延べで200人くら

い来てくれて、最初のうちはおもしろがっていたんだけ

れども、途中から、おもしろいの度を超していますから

ね。その中でコアになって手伝ってくれた子たちはもち

ろんボランティアだから、僕は頑張って、せめてご飯だ

けはごちそうしたいと。そこでホテルの斜め向かいのジ

ャンボに行くと、昼定食が300円からあって、30人ごち

そうしても１万円を切るというすばらしい食堂で。それ

で、なんとか僕の小遣いでと思って、預金通帳の残高が

2,000円を切りましたというのを何度もやりながら、稼い

だりしてやってきたんです。だから、それだけで動いて

いる。でもこれを本当にお金に換算したら、さっき6,000

万円と言いましたけれども、6,000万どころか、電通がや

ったら１億以上は絶対かかる。ただ、そういうかたちで、

例えばバイト料を払って、日当を払うから来てというか

たちであのプロジェクトができたのかといったら、でき

なかったと思うんですね。

５日間、朝から晩まで、30人がかりで何回もトライア

ンドエラーをして、ああまた今日も上がらなかった、そ

れでも明日来てくれるという。それはお金に換算できな

いものですよね。今、何でもお金に換算して、それはい

くらでできますかと言うけれども、バッタのいいところ

は、人がその気になれば、ただでも15人が持っていって

展示したいといったらできてしまうところが、僕はちょ

っと気に入っていますね。

椿　結局今回も木村さんと黒沢さんだし、１人か２人が

どうしてもやりたい人がいたらできてしまうんですね。

これはバッタだけじゃないんですよ。大竹伸朗という友

達のアーティストがいて、彼はずっと面白い出版をして

きたパイオニアなのですが、「１人でいいんだよ、１人で」

といつも言うのです。その出版者にたった１人心酔する

ファンがいたら、どうしても大竹の本を出したいという

人が１人いたらできてしまうと言ってます。1000人いて

もできないけれども、１人いたらできるんですね。

どんなにすごいスケールに見えるプロジェクトも最初

の一歩は一人の人間です。今、室井さんが言ったように、

どうしてもこれを呼んでやるぞという人が１人いたらで

きてしまうんですね。ぜひ忘れないようにしてほしいの

は、社会のせいにしたり、周りのせいにしたりするんじ

ゃなくて、ものすごい情熱があったら、たった１人でＯ
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Ｋです。そのときに、人手を頼んだり、誰かではなくて、

自分が猛烈にやりたいから、どうしても衝動的にこれを

やりたいからという気持ちさえあれば何でも動きます。

今までこれだけアート活動をやってきて見ていて、大体

１人、どうしてもという人がいたら、物事というのは結

果動いていますね。ぜひ、それは忘れないようにしてほ

しい。とにかく銭金じゃないという心意気が重要です。

質疑応答

Q1 さっき、子どもから「見世物じゃん」と言われたと

いう話がましたけれども、バッタにもある種アミューズ

メントな部分がありますね。それで、遊園地に行くと、

中に入って子どもが遊べるようなバルーンがありますね。

ああいうものとバッタとの区別というのはどういうふう

にとらえていらっしゃるのですか。

室井　さっき話の中で説明したように、今のバッタは遊

具ですから。でも、それは僕たちが考えた、作品として

作ったものとは無関係ですね。それを僕たちはおもしろ

いなと思っている。確かに今、現代美術の中で、よくい

えばインタラクティヴというか、ほとんど遊具になって

いるようなものが展覧会場にあることが多いですよね。

それはやはりお客さんを惹きつけていて、現代美術がわ

からないと思っている人が、そうやって遊ぶと楽しんで

くれるということであるんだと思うんですよね。

ただ、僕は基本的には理論家なので、大体あとのこと

はわかっています。要するに、我々のものというのは、

もちろんいわゆるモダニズムの作品ではないし、大ざっ

ぱに言ったらポストモダンに入るのでしょうけれども、

最初に巨大なバルーンというものを高層ビルに置くと言

ったときには、もっと象徴的なというか、古代的なもの

をねらっていたところもあるんです。ただ、それがいろ

んな事情で設計どおりにはいかないわけです。「The

Insect World」というプロジェクトも、僕たちがコンセ

プトを作ってこういうモジュールを作ろうと言ったけれ

ども、現実はできないし、動かないし。だから、どこま

でが作品なのかというのは、やはりプロセスが作品とい

うしか言いようがない。

それで、できないものだったんですね。あの人がいな

かったらあそこで終わっていたというのが５回や６回じ

ゃない。めまぐるしく、ローリングストーンのように毎

週毎週シチュエーションが変わっていくわけです。絶対

できない。ああ、やっぱりだめだ。もしかしたらできる

かもと。その中で、ああいうかたちになったでしょう。

僕は、これは要するに美術批評だとか、さっき言ったモ

ダニズム、ポストモダニズムみたいな話を超えていると

思うんです。これは「リアル」ですね。我々が経験した

ことはめちゃくちゃリアルで、それはアートという展覧

会の中のシステムで動いたことではあるけれども、この

経験自体はアートというシステムの内側ではないです。

だからアートではないと言っても全然かまわないです。

アートよりすごいものです。そう思うんですね。

展示されたかたちは、１つはトリエンナーレで、ビル

のところにああやって23日間設置されたわけです。これ

は遊具ではありません。そのあと、地上にやって子ども

が触りはじめて、これは子どもがおもしろがるんだと気

づいてから、借金も抱えているしということでやってい

る。ただし、我々は一応興行師ではありませんから、置

く場所はいつも考えている。椿さんは太陽の塔の前に置

きたいのであって、要するに遊園地に置いてくれと言わ

れたら、我々は行かないですよ。そこは肝心でしょう。

遊園地で買いますという・・・買うと言ったらちょっと

考えたかな（笑）。貸してくれと言われたらちょっとね。

椿　昆虫博物館とかならね（笑）。

室井　それは逆の意味でおもしろくて、さっきのバルー

ン業者がめちゃくちゃな人で、「室井さんたち、終わった

らシンガポールの昆虫テーマパークの館長を紹介します

から、売ったらいいじゃないですか」とか簡単に言うの

ですね。台湾で昆虫博はものすごくお金をかけるから、

そこの看板代わりに売り込めばいいですよとか。そんな

わけのわからない中国人の興行師と俺たちが交渉して、

だまされるに決まっていると思ったんだけれども。それ

はちょっとおもしろい話なんだけれども、そういうこと

は考えてないですよね。だから、本当のことを言うと、

今後バッタはどうなるんですかと言われるといつも悩ん

でしまうのは、バルーン業者と決裂して、あいつらがい

まだに請求書を送り続けてくる分以外は大体解消したん

です。もちろん僕たちは赤で、さっき言った弁当代とか

でも相当使っているんですけど、これだけ楽しんだんだ

から、そんなのはべつに損だとは思っていない。そうす

ると、金のためにこれを全国を巡業して、毎週バッタの

興行を２人でやっていく生活を本当にしたいわけではな

いですから、僕ら自身はもうそろそろ打ち上げかなと思

っているんですね。もちろん、来てほしいと言われると、

「ああそうか、まだ来てほしいところがあるんだったら、

いっちょ行くか」ということはあるかもしれませんけれ

ども、これは決してアートとして回っているつもりはあ

りません。

椿　ちょっと難しい話になってしまうのですが、端折っ

てお話しします。今流通しているアートという概念は西

欧が生んだものですね。特に戦後の現代美術は、アメリ
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カのWASP（White,Anglo-Saxon,Protestant）の大金持

ち奥様の趣味が育てたものなのです。宮廷美術の末裔で

すが、現代美術のヒエラルキーはそこに源泉があります。

第二次大戦後アメリカは、世界文化の覇権主義的側面か

ら、国家的戦略としてヨーロッパから中枢神経を奪い取

るために莫大な投資とアーティストの捏造を行いました。

非常に政治的で、きな臭い一面を持っています。ですか

ら強力な大衆文化の汚染から宮廷美術を保護するために

あらゆるフィルターをかけることを行います。

ピカソはニグロ彫刻のイメージを収奪して宮廷にささ

げました。村上隆君はオタク文化のイメージを収奪して

クリスティーズに貢ぎました。先ほどの遊園地の遊具と

の差異を語ることにこそ、現代美術のフィルタリングの

妙味があります。それに成功したいかしたくないか、成

功したか、しなかったかは別にして（笑）。そのご質問が

すでに宮廷入りを前提とした近代的なご提案になってい

るというジレンマ・・・。

そう考えたとき、じゃあ我々日本人は彼らのアート概

念とどのように向き合えばいいのかということを僕も考

えるのです。手が先に動いて美を探るというのが日本の

美であるとしても、先に言語があるというケースが無い

わけでもない。例えば文人画は、狩野派の絵師と比べた

ら、非常にテクストが優位になったわけですね。そうい

う江戸時代の多様な文化土壌を一挙に破壊したのです。

南方熊楠や八百万の神のようにマージナル（marginal ;境

界的な）でフラジャイル（fragile ;はかない）なものは工

業化社会の邪魔者だったのです。一神教ではないですか

ら、二項対立でものを考えませんので、Ａもいいし、Ｂ

もいいしと。今はＢだよね、でも明日はＡだよねと、こ

のやりかたが発展という速度重視の一神教には似合わな

かったということです。西欧にいわせると無節操とか、

グレーゾーンだとかといわれるわけですけれども、まだ

答えは無いのですが、混沌の時代にこそフラジリティー

を活性化させる研究が重要だと思っています。先週

UCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）で同じ内

容を講演してきたのですが、通訳が素晴らしく日本文化

の造詣が深かったので、よく理解してもらえたと思って

います。

その流れとして「現代美術フィルタ」から明らかに外

れた仕事もしています。「ニューロキューブ」（註9）と

いう名前をつけたプログラミング型のロボット開発です。

流行のヒューマノイドでもなく、神経節のみで構成され

ているようなブロック型のシステムです。終わりも始ま

りもないような、一昔前の表現を借りると、スキゾフレ

ニー（分裂）、リゾーム（根茎）とかね。そういう端末、

特別に特記してアートだとか金字塔だとかいうのではな

い、始まりも終わりもないような変な世界。そういうの

が日本的土壌の中であったんじゃないか。南方熊楠の粘

菌の話なんかを僕なりに拡大解釈しています。

だから、西欧の体系の中に組み込まれて、そこでお金

を回収したければすればいいし、そうじゃないシステム

の中で生存資金が捻出できれば、それもいい。それが結

果「アート」であるのかないのかというのはあまり大き

な問題ではない。それよりも、このように物見遊山の旅

ができるという幸せ。温泉に入ってカニを食べて。バッ

タを持っていって、日本各地おいしいものがあるところ

を転々としていく。そんな幸せもいいじゃないかと思い

ますね。

室井　そうそう。だから、具体的な出会い、昨日入って

くれた金沢のチームの人や、それからI M Iや手伝いに入

ってくれた人と具体的なこの場所を持てるのが、僕たち

は一番楽しいですね。

身もふたもなく言ってしまうと、これはアートだと思

っているから手伝いに来た人というのも、確かにいるは

ずですね。でも、本当のことを言うと椿さんが言うとお

りで、アートというのはトレーディングカードを集めて

いるオタクと一緒ですよ。どこが違うのかといったら、

モダニズムですよ。モダニズムというのは、アートとい

うのはまじめな探求であるという物語だから、これがな

かったらだれも美術館とか美術教育なんかやらないんで

す。やっていることは、ゴマキのトレカを集めているや

つと、美術家のコレクターは一緒ですよ（笑）。

こういうのはブルデュー（註10）が言っていることで、

あまりアート、アートと本気になることはない。僕は、

アートは口実にすればいいということをずっと言ってい

て、「Art as excuse」と。要するにこれはアートなんで

すからと言うと、動かないものが動くんですよ。人も集

まってくれる。それから、全く技術系の、頭の固い役所

の管理をする人だったはずなのが、「これはアートなので、

プロセスが大事なので、べつにうまくいかなくてもいい

んですよ」と言うと「ああ、アートってそういうものな

んですか。それだったらお手伝いしましょう」と。アー

トってなんていい口実なんだろうと。

椿　お祭りと考えたらいいんじゃないかな。そのときは

無礼講でみんな上下もなくて、いろんな非日常が体験で

きたわけでしょう。でも祇園祭じゃないけれども、神の

恐ろしさや捧げられた絨毯のクオリティーは超越的にア

ートだ、怨霊を呼び出すくらい「超」祝祭じゃなきゃ許

せない、という気持ちはあります（笑）。

室井　そうそう。だから、僕はアートはましだと思うん
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です。日本人というのは今、経済のことしか言わないし、

価格や市場価値の話しかしないでしょう。でも、夏、全

国どこでも花火大会をやるじゃない。あれは大浪費でし

ょう。あれをだれも反対しない。やっぱり日本人ってい

いよなと思いますよね。テレビを見ると、出ているのは

経営評論家や経済の話をするやつばかりでしょう。不況

がどうのこうのとか、雇用をいかにして増やすとか。で

も、花火大会のあの金を雇用対策に回せとは言わないも

のね。まだね（笑）。

花火は夏の風物詩で、しょうがないなと思うわけでし

ょう。それと同じで、これはアートなんですと言うとす

んでしまうところがあるわけです。これをポジティヴに

利用できれば、これが本当のアートなのか偽物なのかと

考える必要はないですよ。アートをいかに口実としてお

もしろいことをやるかと考えれば。

椿　さきほど少し触れた、村上隆という日本人として国

際社会に最も知名度の高いアーティストがいます。クリ

スティーズのオークションで表紙を飾って5,000万円で落

札された（註11）。彼が売ったときは300万円くらいで、

彼は制作費に5,000万円かけたと言っているんですね。制

作費に。彼は金に糸目をつけずに当代随一の原型師に制

作させますから、結果的に5,000万円ぐらいかかっている

のかもしれません。ということは、彼自身4,700万円損を

して、だれかコレクターが4,700万円得をしたのです。倫

理的にはねじれた構造があるにしても、それもアートが

人々を惹きつける魅力なのでしょう。

なにしろ、伊藤若冲にしろ葛飾北斎にしろ、歴史に残

ったのはその当時のインディーズが多いですね。絵金

（広瀬金蔵）や曾我蕭白もインディーズですよね。平賀源

内とか好き放題やっていて、だから僕はデジタルで便利

になったから源内と北斎の間をうろうろしてもいいと思

っているんです。エレキテルみたいな変なものをやって

人を感電させてもいいし、変なロボットを作って爆発さ

せてもいいし、だから、そういう時代が来たのかなと。

西欧の成功モデルを追随して、ヴェネツィア・ビエン

ナーレに出るとか、どこどこのギャラリーと契約すると

か、結果としてそうなるのはいいけど、それが目的とい

うのは馬鹿じゃないかと思います。室井さんに目を覚ま

してもらった部分もあるんだけど、「肉体だ」みたいなと

ころがあるからバッタのおかげで急に身体思い出したり

（筋肉痛）して（笑）。演劇の唐十郎さんのところに連れ

て行かれたり、いろいろ新鮮な体験があって、より風土

に根ざした身体性の中からの新たな表現形式というのが

きっとあるんじゃないかというヒントをもらいました。

先ほどはフィルタと言いましたが、欧米ではデザイン

とアートの区分けが厳密です。建築とアート、全部線引

きがあります。だから我々のこれは完全にアミューズメ

ントでありアートではないとよく言われます。西欧の概

念から言うと、これはアトラクションとかの世界ですね。

今、ネット世界ではピア・ツー・ピア（註12）と呼ば

れて、音楽ファイルが自由にダウンロードできるように

なっていますよね。あれでCDの売り上げが落ちたりとか、

いろんな問題が問題がいわれていますよね。でも、その

CDの売り上げが落ちたと文句を言っているのは、実はア

ーティストではなくて巨大レーベルですよね。そういう

巨大資本が自分たちの権益を守るために言っているだけ

で、それをネットワーク社会が崩壊させはじめているわ

けです。その線引きの主体が特権階級として世界の富を

独占しています。だから非常にファインアートと僕は相

性が悪い（笑）。

僕達がじつは「The Insect World」なんですね。小さ

なバグが大きなものを蝕んで、新しい体系を作ろうとし

ている。そういう新しいパラダイム（価値観）が必ず次

の時代になっていくと思います。だから、ネット上の著

作権の問題はこれからどんどん出てくると思うけれども、

やはり常に開いていく。メインフレームからパーソナル

コンピュータに開いていく。その動きはたぶん止められ

ないでしょう。それと旧勢力、抵抗勢力みたいな言葉を

小泉さんが言いましたが、非常に集中的に資金を持って

いる大金持ちのグループたちとの抗争史ですね。これか

らはそういうものと、デモクラティックなものと、巨大

な権益と利益を集中しているアメリカを中心とするシス

テムとの対決。それが非常に大きくなるだろうと。

室井　僕たちがやったときも学生のチームで上げ下げす

る作業は何回か止められそうになりました。それはやは

り市役所の人が見ているからで、彼らに言わせると、プ

ロがやっているならいいけれども、プロではない学生に

危険なことをさせているということになったら、あとか

ら責任はどう取るんですかみたいな話ですよ。

この場合、プロというのはさっきのバルーン業者、そ

れから戸田の鳶の人です。戸田建設の鳶の人はプロです。

でもあの人たちは高いところに上ったり鉄材を運んだり

するプロであって、バルーンを上げるプロではないんで

す。バルーン業者は明らかにプロなんていうものではな

くて、３日間あいつらの作業を見ていたらど素人もいい

ところで、たぶん我々が世界で唯一、一番うまいチーム

なのです。でも、役所はそれはプロだとは認めないわけ

でしょう。プロを入れなさいとしか言わない。だれが責

任を取るんですかと。「私が責任を取ります」と僕が見得

を切って押し切ったのと、トリエンナーレの事務局の人
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が全部応援してくれたんですね。それは助かりました。

この間、世田谷美術館で講演をしたときに、そういう

土木関係の会社のOBがたくさんいらして、「先生、あの

学生さんたちは安全帯をしていますか」と。「させてます

よ、ちゃんと。上の方は。ヘルメット被っています」。

「でも、安全靴を履いていないでしょう」と言うから、

「すいません、安全靴は履いていません」。「でしょう。あ

れは労働基準局が見たら一発で営業停止ですよ」と言う

のです。労働基準法って、あれは労働ではないもの。僕

たちは、太平洋のど真ん中で、自分で帆船を操縦して日

本に帰れと言われているような状況なんですよね。あの

人たちはたぶん、安全基準を満たしているとか、保険と

かということが生きがいで、自分の仕事に誇りを持って

いるのかもしれませんけれども、それは違うだろうとい

う気がしたわけです。

今の椿さんの話がなぜ関わってくるかというと、いつ

も著作権のことを言うと「でも先生、著作権も大事じゃ

ないですか」と若い人が言うのですよ。著作権大事です

よ、確かに。自分がやった仕事で不当にほかの人がもう

けるというのは、あまりいいことではないですよ。でも、

過去に作ったものに寄りかかって生きることは、そんな

に美しいことですか。今、巨大な利益を上げている企

業・ベンチャーというのはほとんど、知的所有権と著作

権で法外な利益を上げているところばかりなんですよ。

お前らおかしいだろうと。ディズニーなんかひどいです

よ。今、アメリカの著作権というのは・・・。

椿　だから、僕はディズニーランドに絶対行かない（笑）。

一度も行ったことがない。あんな帝国主義とは手を結ば

ない。

室井　いつまで食うんだと。映画って普通、50年たった

ら著作権フリーじゃないですか。ビデオ屋さんでも、

980円で売っているビデオというのは著作権が切れてい

る。「アンダルシアの犬」（1928年 仏）なんかただです。

あたりまえでしょう。なのに、なぜ1928年のミッキーマ

ウスのは違うのか（註13）。あれは、ディズニーが大訴

訟団を作ってアメリカの法律を変えさせたわけですね。

戦争の時期を保護したり20年延ばしたりして、今は公開

後95年間保護されているんですよ（註14）。ディズニー

がそれをやって勝っているから、ほかのところも、例え

ばスーパーマンとかキングコングなんかも当然そうだと

いうことになって、もうディファクトスタンダート。お

前ら著作権でいったい何年儲けるつもりだと。

そっちの方が大事なのですよ。「著作権も大事ですね」

と若い人はすぐ穏健に言うけれど、今儲けているところ

は、著作権というか、過去の遺産だけで法外な利益を上

げているやつらばかりですよ。違うだろう、自分で作れ

よ。そういうことがこういう話と関係あるんですよ。

椿　室井さんも僕もここまでけんかしながらやってきた

のは、そういうアヴァンギャルドな姿勢が一貫している

のですね。グローバリゼーションとか、ある種帝国主義

的な著作権の収奪とかに対して、あまりに若い世代も皆

鈍感すぎると。アメリカがいかに狂気を働いているかと

いうことに関して、メディア的に文化的にもっと目を覚

まさなくてはいけないと。「嬉しそうにDVDを買ったり、

ハリウッドの映画を見ている場合じゃねえよ！」みたい

な（笑）。 ・・・でも、「スパイダーマン」をコンビニで

買いそうになった（笑）。3,980円、うん、いいかなみた

いな（笑）。だから、人間というのは悩ましいものですよ

ね。理念はあってもね（笑）。

Q2 日本の伝統芸能とか見世物、巡業とか物見遊山とい

うことに現代美術がアプローチして、再構築していくと

いうことをおっしゃっていましたけれども、そういうこ

とに意識的になられたのはこのプロジェクトからなので

しょうか。それとも、ずっと以前からあったものなので

しょうか

椿　僕は物心がついたときからずっとプチ反逆して生き

てきましたから（笑）。親に逆らい、先生に逆らいみたい

な。何かシステムが嫌なのですね。何かおかしいんじゃ

ないかと思うと、自分でいろいろ考えてしまうところが

あるので。でも、中学２年ぐらいで毛沢東語録振り回し

て、革命しようと思っていて挫折したところからが始ま

りで、中国の国家を歌い、人民服を着てという中学２年

生でした（笑）。親に連れ戻されて、すぐにやめてしまう

ところがだめなところで、やめていなかったら、もうち

ょっと違う人生だったと思いますが、現実路線の僕がイ

デオロギーに走らず、アートに自然に接近した理由かな

と思います。ちょうど沖縄返還闘争があって。親友がご

飯をやけにおごってくれるから怪しいなと思ったら、横

から「赤旗」を出してくるので「しばくぞ、お前」みた

いな、そういうところで僕らはある青春を過ごしてきた

んですよね。やはりイデオロギーは人間を変質させると

思ってアートに移行してゆきます。

それに京都で生まれ育った影響がおおきいです。西欧

のものを見るよりも、国立博物館見る方がおもしろいし、

大学で金曜日に日本美術史演習という楽しい科目があっ

て、京都の古社寺、奈良の古社寺を毎週、先生が案内し

てくれるのですね。大学でまともに受講した講義はそれ

だけで（笑）。毎週、バスでツアーに連れて行ってくれる、

それだけが楽しみで。あの中で秘仏とかをたくさん見せ
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てもらって、京都の文化遺産に触れたことが、決定的に

大きかったかなという気はしますね。それと義父も江戸

の草双紙の研究家で彼に受けた影響も大きかった。

室井　椿さんは江戸がいいと言っているけれども、僕は

べつに同意しない。むしろ椿さんのシステムの方が関心

があって、僕はアートとか見世物とかということにあま

りこだわらないですね。僕は大学の先生をしていて、大

学の先生というのは世間の人は偉いと思っているけれど

も、大体二十何年教えていますけれども、同僚を見たら

人間のカスですからね（笑）。アーティストも信用しない

のは、アーティストも友達がいっぱい来ますけれども、

大抵人間のカスですよ。だから、アーティストだとか教

授だからとか、そういうことでものをきちんと見られな

いとよくないと思うんですよ。

逆に言ったら、すばらしいアーティストとすばらしい

漫才師は同じだと思いますね。やはり人間の中のシステ

ムに隠されているパワーというか、生命力みたいなもの

がときどき人間から湧き出してすばらしいことがあるん

ですよ。例えば、これは見世物だからとか、これはアン

グラだからとか、これは芸術祭で賞を取ったのだからと

いうようなフィルターをかけて差別するのはよくないと

僕自身は思っていますね。

註釈

（1）「横浜トリエンナーレ2001」

2001年9月2日～11月11日、パシフィコ横浜と赤レンガ1号倉庫を

メイン会場にした「みなとみらい21」エリアで開催された。主

催＝横浜トリエンナーレ組織委員会（国際交流基金、横浜市、

NHK、朝日新聞社）

（2）昆虫

地球の生物で最も種数が多いのは昆虫類とされる。昆虫類を主体

とする単肢動物門は、陸海中のものを合わせると全動物種数が

140万種の中で約100万種ともいう

（3）I M I（Inter Medium Institut）

インターメディウム研究所（大阪府吹田市）

（4）インタヴュー

『美術手帖』2001年10月号「メイキング･オブ･ハマトリ」

（5）スパイラル

東京都港区南青山の複合文化施設

（6）エッセイ

『新潮』2002年11月号「巨大なバッタのこと」

（7）ブロア（電気送風機）（図10）

《飛蝗》は胸と腹の下にこのブロアを計4基仕込んで風を送り続

けてふくらませる。バルーンの素材は布なので、送風を止めると

しぼんでしまう。金沢の展示では、電源との距離が長くなって電

圧が低下し、風の勢いが弱くなるなどのトラブルがあった

（8）ジッパーへの圧力

《飛蝗》は厚い布製のバルーンだが、頭の付け根やお腹の下、脚

などに特大のジッパーがついていて、中のメンテナンスをしたり

空気を抜いたりする。実はふくらんでいるバルーンの布にはかな

り圧力がかかっていて、会期中は何度かジッパーが割れたり閉ま

らなくなったりして、針金で縫うなどの補修をした

（9）「ニューロキューブ」（neurocube）

ブロック型モジュールによるロボット開発キット。カーネルブロ

ックに超音波センサやモーターなどの組み込まれたブロックを組

み合わせて、タイル言語やC++言語などで動作をプログラムで

きる

（10）ピエール・ブルデュー（Pierre Bourdieu）

フランスの社会学者（1930-2002）著書に「ディスタンクシオン」

他

（11）オークション

《HIROPON》が2002年5月に$380,000で落札された。この後、

2003年5月には《Miss Ko2》が＄567,500で落札された

（12）ピア・ツー・ピア（Peer to Peer, P2P）

インターネットを通じた「個人対個人」の情報交換や取引を指す

言葉。ここでは特にファイル交換ソフトを用いた見知らぬ無数の

個人とのデータ交換を指す

（13）ミッキーマウス

ウォルト・ディズニーのアニメーション作品の中で、ミッキーマ

ウスは、1928年の白黒トーキー映画「蒸気船ウィリー」で初め

て登場する

（14）公開後95年間

アメリカでは1998年に著作権保護期間が改正され、映画など企

業の著作物に関しては、それまでの公開後75年間から95年間に

延長された
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