
文華連邦国際映像祭2023



この度、世界最小のアートコンプレックス “文華連邦” では「文華連邦国際映像祭 2023」を開催いたします。
本映像祭では、国内外を拠点に活動する各スペース推薦作家の映像作品を上映いたします。
本イベントでは御来場いただいた皆さんの投票でオーディエンス賞を決定する「金ハクビシン賞」を設けてお
ります。ぜひあなたの一票をお寄せください。

♦開催概要

「文華連邦国際映像祭 2023」
2023年 1月 21日（土）・22日（日）13:00-20:00（開場 12:45）
 会場：文華連邦全館（東京都墨田区文花 1-12-10 青葉荘 103）
入場料：1000円 1ドリンク付（※ 両日通し券入退場自由、ドリンクサービスは 1回のみ）

♦参加スペース / スペース推薦作家

ALASKA：with Rhythms（今尾拓真＋宮崎竜成）、M 集会、Performance Art Platform ハムたまごサンドイッチ、 
　　　　　 美秋（Meerkat-girl）、村上裕、Yukiabe

FABULOUZ GALLERY：FABULOUZ

Marginal Studio：三田村光土里、三谷蒔、間庭裕基

YUMI ADACHI CONTEMPORARY：中島晴矢、千葉大二郎、杉野晋平、三原回

あをば荘：入日洋子、小川真生樹、戸田祥子、百頭たけし、藤林悠

べるりん堂：佐久間洸、スナックその、BOMBRAI、べるりん 

絶区シアター：「台湾旅行の動画」
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仏恥義理なものしかみたくない。

BOMBRAI「PUBLIC ENEMY」6分 25秒（2014）

元来、見えない悪いものを鬼と呼んでいた。

スナックその「AI exceptionalism」4分 10秒（2023）

人間例外主義という人間は自然界から区別され世界を支配する能力を持つとする思想のもと合理主義を推し進
めた結果、滅亡を招くというストーリーをもとに AI 例外主義という言葉をテーマに作った作品。狩りを行う何
者かの目線をイメージした映像。 

スナックその「ェリォット」5分（2023）

「ェリォット」というアンドロイドが誕生するまでのストーリー。遠い未来に俳優として“使用”される「ェリォッ
ト」の一体が完成し「踊り」を記憶する。

スナックその「Q啜窩」3分（2023）

AI による管理が始まった社会で成人すると脳に直接訴える形式で一斉に配信される映像をイメージして作った
作品。「社会人としてのマナーは正しい挨拶から」を受信する。

佐久間洸「悪手」3分（2023）

日常の凶器となった「接触」

べるりん「moco.」5分 20秒（2023）

情報や機会への接続が容易になったことで世界はより一層曖昧模糊となっていく。
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例えばある風景に人がひとりいるとして、両者の間に生まれる輪郭は人に所属するのか、それとも風景に所属
するのか。マージナルな領域からものごとを構想し、実践するための空間。

三田村光土里「LUNA PARK」1分 44秒（2011）

LUNA PARK（ルナパーク）は 20 世紀初頭に世界中に建設された遊園地。その多くは閉鎖されたが、現存する
LUNA PARKの一つがオーストラリアのメルボルンにある。2011年の 4月、東日本大震災の直後にわたしはメルボ
ルンにいた。夕日が落ちた海辺。宵闇迫る薄暗がりの東の空に、アトラクションの電飾が浮かび上がる。描かれた
絵のように距離感を失って映る人工の光たちが、壊れそうな幻のごとく虚ろにも美しく輝くのを、わたしは少し離
れた駐車場から遠目に見つめた。それは海の向こうの生まれ育った国で再生される夢を、心細く眺めるのに似ていた。

間庭裕基「Family Plan」3分 18秒（2020）

2020. 12. 19 - 2021. 02. 14に開催されたグループ展「2020年の栄光」出品作品。
連日メディアを介して生活に流れ込んでくる TOKYO2020 のイメージと二転三転する組織委員会のニュース。
不得要領のまま強引に推し進められる国家事業にあり得べき広告を、アンデルセン童話『マッチ売りの少女』
を下敷きに制作した。マッチを擦り、火が灯るつかのまオリンピックの幻影を見る。

三谷蒔「until your last breath」56分 30秒（2023）

Being is itself astonishingly great.  It never needs any reasons or meanings to be great.  A star is, and moves, 
without any reasons.  Being is at some point non-being.  Being and non-being are equally great.  I am, facing a 
star, as equal as a star.  At some point, a star does not exist, and I do not exist.  Nothing proves those 
existences.  Even then, being is wonderfully significant.
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海外在住の架空アーティスト・コレクティヴFABULOUZの日本国内拠点

FABULOUZ「CM集」2分 53秒（2018 - 2019）

2018 - 2019年にかけて FABULOUZが日本国内で参加した展覧会に際し制作した CM集。
2018. 06. 30 - 07. 16「明暗元年」
2018. 11. 10 - 11. 11「NEWTOWN 2018 SURVIBIA!!」
2019. 09. 21 - 10. 06    「Don't Cry TOKYO」

三谷蒔「missing」20分 58秒（2023）

I have a cat friend named Sophie.  I tried peekaboo for her, but didn't work.  Because Sophie lost interest in me 
as soon as I hid my face.  For Sophie, absence is absence.  She never expects anything more nor get 
disappointed.  Absence is absence, and nothing gets better nor worse.  Now is now, and nothing can 
compensate for absence.



アラスカ、極寒の地、大陸と大陸の出会うところ。
永久凍土に種を撒き、不可能を可能へと変えていく。
ゆるやかに集合し、アイディアの元を持ち寄る、前人未踏のアートコレクティブ。
スクール、ワークショップ、展示、イベントを行い、持続可能なアートの環境づくりとアーカイブによる種の
保存を目指して、活動中。

Performance Art Platform ハムたまごサンドイッチ「White aquarium ～2日目パフォーマンスダイジェスト」
47分（2022）
■制作：Performance Art Platform ハムたまごサンドイッチ
■制作者：Hiroshi Murakami /美秋（Meerkat-girl） / Yuki ABE

信じられない疑心と相手を許すはバランスと似ていて、どこかにいることを許容しながら、いないことを同時に想像
している。だけどそこには人がいて知らない人がいて、ただ同じ水槽に入れられた観賞魚のように無視し合っている。
Yuki ABE  「Performance Art Platform ハムたまごサンドイッチ」はパフォーマンス・パフォーミング のアーティスト
が気軽にクロスオーバーできるプラットフォーム。 パフォーマンスとは物体のない無力なものであり、同時にアート
としての表現の可能性は多様である。パブリックなWeb上での具体的なアーカイブしていくことで、物体を持たない
パフォーマンスを確かな形に残すと同時に、多くの人が共有できるようにすることで、業界の繋がりをより強固なも
のにしたいと考えている。 継続的にイベントを続けることで、これからの日本のパフォーマンスシーンを発展させ、
さらなる多様性の拡大につながることを目的としている。主なイベントは、2021「こけら落とし -Starting-」相模原倉庫、
「開闢 -Opening-」シャトー 2F、2022 「音沙汰 -Otosata-」北千住 BUoY、「白い水槽 -WHITEAQUARIUM-」スペース
くらげ、「見世物風 呂 尾久ゆ ~ 縁日」尾久ゆ ~ ランド、「初めてのハムたま展」東京芸術大学、「STAG HUNT 鹿では
な くむちむちの犬」「CAMERA LUCIDA」サブテレニアン、 「有昌 ×金三昧」渋谷 PARCO 屋上。
　

村上裕「Life time 1\3」38分（2022）

～彼女は、僕に思い出をくれた。自分自身が、心動く事を記録したい。人生を丸ごと作品にしたい。
～混迷する世界情勢の下、日常のなかで揺れ動く心情の記録。
2022年に行われた「タイムスケジュール」展（スペースくらげ）でのインスタレーション映像の 1/3編集版。

with Rhythms（今尾拓真＋宮崎竜成）「Live set #1（天ぷら）」28分 13秒（2021）

withRhythmsは今尾拓真と宮崎竜成によるユニット。
食事をはじめとした日常的動作を行う 2人のリズムを閉じ込める映像舞台装置を表現行為として運用する。
本映像で 2人はコロナ禍とある地方の古民家にて天ぷらを調理し食する。
2020 solo exhibition「with Rhythms」芸宿 石川
2021 live performance 『Live at the 蔵 Studio vol.1』蔵スタジオ x おけら Cafe 石川
2021 live performance 「発光する音楽」いい貸家 東京
2022 group exhibition 「FOOD」atelier&gallery creava 石川

M集会「亡亀の浮木（海）」6分 10秒（2021）

M集会は音を奏でる身体や演奏環境との協働のあり方を問うことをテーマとした音楽グループ。
海から現れる人物が画面中央のドラを叩くことで、二つの時間軸を持った即興は終了する。
2018 金沢市を拠点に 72時間継続して即興セッションをし続けるなど活動を開始。
2019 生活と演奏の境界について模索するため共同生活を始め、自宅で演奏イベントを開始。台湾を舞台に演奏機材をバッ
クパックに詰めて宛なき演奏の旅を行う「M集会 台湾巡演」を行う。
2020 映像での作品制作を始める。野球ドームの競技空間を舞台にドームの反響や記録行為も含めて即興演奏を行う映像作
品「たまごのゆめ」を制作し YouTubeに公開する。
2021 東京で周辺のアーティストと共同しシェアハウス兼イベントスペース” いい貸家” を立ち上げる。夏にはアーティス
トランの芸術祭 [ストレンジャーによろしく ]に８本の即興演奏を同期再生する映像インスタレーション「忙中閑有」を出品。

Yukiabe「ブルーベリーサンド」1分ループ（2022）
※こちらの作品は劇場ロビーにて展示いたします。

日常的で、可塑的な素材（クリーム）を用いて、対象との関係をパフォーマティブに探る過程をループ映像で再生。
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集合住宅の一部を改装し、二階を住居、一階を企画スペースとして運営しています。
複数の企画者が美術や演劇、農業などそれぞれの関心に基づき、気軽に企画・発表を行なっています。
2012年 10月 19日より、墨東まち見世 2012の特別企画としてオープン。
現在、企画者 5人＋ご近所さんや遠方の仲間たちでゆるやかに運営中。

入日洋子「Across the river」約 30秒（2019 - 2020）

東京の荒川のすぐそばに住んでいた頃、眺めていた景色。延々と続くように首都高を走る車、穏やかに流れる川、
首都高の向こう側に頭だけみえるスカイツリーの灯り。

小川真生樹「IM SAD」5分３秒（2022）

百頭たけし「無題」3分 23秒（2018）

藤林悠「DRAWING SHOW」3分 28秒（2023）

戸田祥子「うら側の量、届く・かない穴」8分 1秒（2015 - 2023）

ある体験を、実際にはない立体的な、構造物のようなものとしてイメージすることがある。ドライブは、地形
の狭間で変わる視界、幾重にも走る光の反射、車内の音楽や端末の情報、それらの波に眩み、万能感と共に多
くに接続しながらも、本当には届かない距離に無力を感じたりもする。
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演劇の企画を行う絶区シアターが、過去にドマトトコの名前で複数のアーティストでシェアされていた思い出
にすがりつき、主に物置や稽古場として使う。

「台湾旅行」30分（2019）
■監督：橋本考世　■撮影：安藤達朗

-それは、楽しい千葉旅行のはずだった…。
千葉旅行と偽られて台湾に連れて行かれた男の、衝撃のドキュメンタリー映像（ホームビデオ）



三原回「INTERMISSION（Quoted from “Gone with the Wind” by Victor Fleming）」15分（2023）
　　　  「INTERMISSION  （Quoted from “West Side Story” by Robert Wise ＆ Jerome Robbins）」15分（2023）
　　　  「INTERMISSION（Quoted from “The Godfather Part II” by Francis F. Coppola）」15分（2023）
　　　  「INTERMISSION（Quoted from “2001: A Space Odyssey” by Stanley Kubrick）」15分（2023）

本映像祭の休憩・幕間のための映像。
さまざまな長編映画の INTERMISSION （休憩）表示をキャンバスに描くペインティング作品《INTERMISSION》シリーズは
アーティスト 三原回の代表作の一つですが、本作はその展開として映画「風と共に去りぬ」「ウエスト・サイド物語」「ゴッ
ドファーザー  PART II」「2001年宇宙の旅」より INTERMISSION部分を除いた本編の音声をそれぞれ 15分に圧縮し、それ
を INTERMISSION表示の BGMとした休憩専用映像です。 
ペインティングの《INTERMISSION》シリーズは映画のイメージを引用して絵画の鑑賞体験を日常の時間軸における
INTERMISSION に例えた作品ですが、本作は絵画のような映像作品であり、また音楽作品でもあり、さらにはもはや鑑賞さ
れることを拒否するファスト映画の極北でもあります。
ロビーで特別上映される  遅イズムの実践のための実験映画「椿三時郎」は「遅さ」の映画ですが、こちらは「速さ」の映
画であり 2 つの作品は対となっています。しかし、アンディ・ウォーホル的に言うならばどちらも「退屈」な映像であり、
その本質は同じところにあるのかもしれません。

三原回　特別上映！ 遅イズムの実践のための実験映画「椿三時郎」3時間 17分（2023）
■監督：黒澤明　■編集：三原回　 ■出演：三船敏郎、仲代達矢、加山雄三、田中邦衛 他
※こちらの作品は劇場ロビーの特設モニターでの特別上映になります。

黒澤明監督作品「椿三十郎」のクライマックスの居合対決における三船敏郎演じる椿三十郎の殺陣 通称「逆抜き不意打ち斬り」
は、世界最速の抜刀術と言われています。 本作はその最速の居合シーンの抜刀までの張り詰めた時間を 3時間（途中 15分の
休憩 “INTERMISSION” あり）に引き延ばした映像です。 
昨年から一部で話題沸騰中（？）の「遅四グランプリ」はミニ四駆の遅さを競う大会ですが、この加速主義時代に遅さを追
求するという試みは、まさに現代におけるもっとも贅沢な「遊び」の一つの模範解答ではないでしょうか。 
目に見える形での結果をすぐに求められる実利主義・合理主義社会の中でのアートの存在意義が問われている今、そのスピー
ド感にどのような立ち位置で臨むかを意識せざるを得ない現代のアーティストが「遅さ」というものに注目することも必然
の流れなのかもれません。 
自身も遅四レーサーであるアーティスト 三原回は、遊びの範疇を超えてアート作品の中にも積極的に「遅さ」を取り入れる
ことの重要性を説いており、本作「椿三時郎」はその遅イズム実践のための実験映画です。 
しかし用心しなければいけません。スローライフカルチャーの実態が加速主義社会における成功者のための道楽であるように、
「椿三時郎」は一見ゆっくりと腰を据えて映画を観ることを推奨している言わばファスト映画の対極の存在に思えますが、そ
の正体はファスト映画批判の皮を被ったもっともファスト鑑賞に適した映画なのです。

幻視されたパラレルなコマーシャルギャラリー。
来たるべき未来のためのアーティストを紹介し、スノッブなアートフロアで資本主義のダンスを続ける。
神奈川県平塚市にはVIP向けの招待制ビュールーム YUMI ADACHI CONTEMPORARY MIAMI SHOWROOM ががある。

中島晴矢「パケット・モンスター」5分 53秒（2012）
■監督・脚本：中島晴矢　■撮影：森下佳　■撮影助手：角田啓
■演出応援：岩井雅治　■車輛：柳川たみ　■協力：芸術公民館、渋家
■出演：加治屋文晶、中島晴矢、富永剛総、湊慎二郎、古澤圭介、天貝昌恵　■製作：「パケモン」製作委員会

アーティスト中島晴矢による劇映画作品。現代美術家の松蔭浩之と活弁映画監督の山田広野が司会のもと、初めて映画を撮
る異業種監督の処女作上映会「エクストラバージンシアター」（喫茶 SMiLE）にて上映された。
ホストの光雄と美術家の角田がいつものようにバーでくだを巻いていたところ、光雄は怪しげなパケットを出してきて……
ドラッグに翻弄される若者を描いた青春のバディムーヴィー。

杉野晋平「パイルドライバー」16分（2017 - 2023）
■出演・撮影：杉野晋平

杉野晋平のパフォーマンス作品「パイルドライバー」の記録集的映像作品。 
最新の 2021HIRATSUKAから 2020YOYOGI,2020GAMAGOORI,2017KAMATAと続く。 
パイルドライバーとは、杉野の自作楽器の杭型エレキギターとそれを用いたパフォーマンス作品の名前である。
楽器の構造は木の杭にエレキギターのピックアップと弦を搭載したもので、主にそれをアンプスピーカーに繋ぎ土の地面に
ハンマーで打ちつける。

千葉大二郎「Date Compacting」7分 3秒（2023）

水面を歩き海を割るもの。撥水性の蓮に座すもの。その姿に近づかんとし模倣を試みた土砂降りの人類史＝Hassuism
撥水教が河原温を糸口として制作した本映像は、入浴行為に見出される Hassuism の片鱗をみなさんにコーティングするも
のであります。
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1月 21日（土）タイムテーブル 1月 22日（日）タイムテーブル
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絶区シアター

あをば荘

YUMI ADACHI CONTEMPORARY

【幕間・休憩】　三原回「INTERMISSION（Quoted from “Gone with the Wind” by Victor Fleming）」

【幕間・休憩】三原回「INTERMISSION（Quoted from “West Side Story” by Robert Wise ＆ Jerome Robbins）」

【幕間・休憩】三原回「INTERMISSION（Quoted from “The Godfather Part II” by Francis F. Coppola）」

【幕間・休憩】三原回「INTERMISSION（Quoted from “2001: A Space Odyssey” by Stanley Kubrick）」

13:00 -

-.14:30

15:00 -

-.17:00

17:30 -

ロビー開放タイム 金ハクビシン賞 授賞式 / ロビー開放タイム

13:00 -

-.15:00

15:30 -

-.17:30

18:00 -

1 3 1 4

-.19:30-.19:30




