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イギリス在住のある現代音楽の作曲家から聞いた話だ。公的な支援を得て作曲した新作が

大喝采を受けたり良い批評が出たりすると困るというのだ。なぜならそのことで「売れる作

曲家」「商業的な作曲家」として認知されてしまい、次からは公的な支援を得られなくなる

からだ。だから彼はわざと酷評してくれる批評家を新作初演に招くのだそうだ。嘘か誠か信

じがたい話だが、かの国の事情が日本とはまるで異なることは間違いないだろう。万人に「ウ

ケる」アートが求められ、そこには躊躇なく公金が落とされ、収益性の高いアートに補助金

が出される。それが日本の文化政策のトレンドになってしまった。渚のシ 

ンドバッドなヒットメーカー1が文化庁長官になるのもむべなるかなだ。現代美術の世界で

も、参加型アートプロジェクトを手掛けるタイプのアーティストは、地域芸術祭等において

は公共事業としてのアカウンタビリティのために飛び道具的に使われている（とは言い過ぎ

かもしれないけれど）。地域住民の参加を促すためには「ウケる」作りをしないといけない。

あるいは「ウケる」アートのふりをしないといけない。そんな日本特有の公益性あるいは公

共性を担保しながら新しい視点や価値観を提示できるアーティストはそうそう多くない。し

かしそこに KOSUGE1-16（以下 KOSUGE）と Nadegata Instant Party（以下ナデガタ）はこの

十数年の間、果敢に挑んできた。偉いオトナにいい顔をしながら心中で舌を出してほくそ笑

むような諧謔性を携えながら。 

この二組のアーティストと私は友人でもあるし、ともに仕事をしてきた仲間でもある。私

自身も KOSUGE とナデガタの活動時期と重なるようにして「ウケない」アートが長いスパン

で社会的価値となることを見定める仕事をしてきた（つもりだ）。長いスパンで見なくても、

今、ここで、「ウケない」アートが誰かを救うことがあるかもしれないし、何よりも「ウケ

ない」アートが社会の中でちゃんと生きながらえていけるようにしておくことは、たくさん

のそれぞれ異なる価値観が担保された社会には必要であるというのが私の立場だ。その目的

のためにアートを使っていると言えなくもない。私にとってアートは「異なる価値観が担保

された社会」の状態を表す形容詞であり名詞であり動詞であるに過ぎないのかもしれない。

そんな私の視点から見ると、KOSUGE とナデガタの現場はいろいろな価値観が生成し共存す

る坩堝であって、垂涎の的だ。 

 

さて、私は現在、KOSUGE の土谷さんと目下プロジェクトを進行中なのであるが2、ナデガ

タのことがよく話題にのぼる。アイディアを練るブレストのときに「ナデガタみたい」とい

う形容がでてきたりすることもある。そういえばアート関係者（演劇制作者とかアーティス

 
1 都倉俊⼀：作曲家、第 23 代⽂化庁⻑官。ピンクレディー、⼭⼝百恵などに多くの歌⼿に 
楽曲を提供、「渚のシンドバッド」などヒット曲多数。 
2 松⼭ブンカ・ラボ《知らんことだらけ博物館》プロジェクト 



トとかキュレーターとか）と酒席を共にするときもナデガタのことが話題になることがまま

ある。とにかく、みんながなんだか気になる存在としてナデガタがいる。正直言うと、ナデ

ガタを話題にする人たちのナデガタに対する想いというのは、やや愛憎半ばするという感も

無きにしもあらずで、愛はナデガタのメンバーひとりひとりの、まさに愛 

すべきキャラクターに対してであり、憎とは言い過ぎだけど、そちらの方はあえて言うなら

ば、ナデガタが自分たちの作品をなかなか言語化しないことからくる誤解ゆえの「結局、

で！？」という苛立ちではないかと推察している。初期のナデガタが掲げていた「口実化し

た目的で他人を巻き込む」というキャッチフレーズは言い得て妙ではあるけれど、現実社会

において「口実化した目的で他人を巻き込むことは日常化している」（伊藤裕夫）3とも言え

るわけで、アートとして消化するにはすんなり食道を通っていかないような異物感がある。

その未消化な感じは、ナデガタ自身もずっと抱えてきていることなのかもしれない。一方で

ナデガタと比較されることのある KOSUGE の場合は消化されやすい気がする。一体その両者

の違いとは何なんだろう。 

 

ナデガタと KOSUGE は、既存のシステムに対する疑義や批評的な眼差しが作品作り／プロ

ジェクト作りの動機となっていると言うとすわりがよい（あるいはそう言われてきたし4、

そもそもコンテンポラリーの芸術表現において、そういう動機は別段珍しいことではない）。

しかし、そのターゲットとなる既存のシステムが何であるのかは、ナデガタと KOSUGE では

微妙に（明らかにかもしれない）違うように思われる。ナデガタの場合、見据えているシス

テムとは、現代社会の構造の内にあるそれだけではなく、既存の美術表現やアートワールド

に内在しているシステムである。美術のコンテクストの中で、どうやってパラダイムシフト

に貢献できるのか、あるいは新たに価値を更新できるのか、という現代美術家としての戦略

的意識が幾分強めだ。そしてその文脈でのすわりが悪いからアートウォッチャーの皆様方は

消化しづらい。   

一方、KOSUGE は当たり前の常態を疑ったり読み替えたりするということに対してかなり

意識的かつ自覚的である。土谷さんが自分のプロジェクトを語るときに用いる「ツッコミを

入れる」という表現はまさにそういうことで、ツッコまれることでハッと気づかされたり潜

在的な問題が顕在化されたりする。少々語弊のある表現だが、災厄が日常に潜んでいた課題

を浮き彫りにするように、ポジティブな有事を作っていくという点においては KOSUGE もナ

デガタも同じだ。しかし KOSUGE の場合は活動の原初体験として東京の葛飾区小菅のコミュ

ニティでの“互助”体験がベースにあるので、土谷さんの言葉を借りるならば「持ちつ持た

れつ」のシチュエーションを仮設するという目的が明確にある。あるいはその都度プロジェ

 
3 『Instant Scramble Gypsy ができるまで 2009-2010』（Nadegata Instant Party＋中⻄要介 
＋⼾舘正史、⽉⾒の⾥学遊館、2011 年）49 ⾴ 
「⼝実化した⽬的のために他⼈を巻き込むようなことは今⽇ではあまりにも⽇常化してい 
る」（伊藤裕夫） 
4 同上 52 ⾴ 「ナデガタが本質的に探究していることは、現代社会やアートのシステム(構造 
)に孕まれる問題を抽出し、それに対して疑問を投げ掛けること」（服部浩之） 



クトのテーマや問題意識を表明しているように思える（シャドウワークとか贈与経済とか）。

だからアートウォッチャーの皆様方は食べやすく消化しやすいのかもしれない。 

 

何年前になるだろうか、アーツ千代田 3331 でナデガタが中村政人さんと藤浩志さんに対

して 100 の質問をするというイベントがあった。そこで印象的だったエピソードがある。質

問の内容は忘れてしまったが、藤さんの何気ない応答を私は鮮明に覚えているのだ。 

「別にアートでなくていいじゃない」。 

プロジェクト型の形にならない作品をどうやって美術史のなかで位置づけ(価値づけ)残

していくのか、作品として残していくのか、そんな話の流れのなかでナデガタに対して発せ

られた言葉だった。アーカイブをどのように残していくか、現象をどのようにパッケージし

ていくのかという問題意識はナデガタが一貫して持ち続けているもので、それは同時にプロ

セスを可視化していくという彼らの作品のあり方にかかわる問題でもある。ナデガタにとっ

てアーカイブとはプロジェクト事後の問題ではなく、作品そのものなのだ。それはナデガタ

にとって美術の文脈で価値づけられ評価されるためには切実な問題であるのだろう。しかし

藤さんの言葉は、美術史や美術制度のような限定的な文脈ではなく、もっと大きな文脈、世

界や社会の構造の中でオルタナティブな視点を提示できればそれでいいじゃん、それがアー

トの仕事なんじゃないの？ということを言いたかったのだと思う。そういう大きな文脈で爪

痕を残せば自ずと美術の文脈にも位置付けられるだろうよ、ということでもあるはずだ。 

 

先日、開催されたシンポジウム5に登壇した KOSUGE の土谷さんとナデガタの野田さんの間

で、プロジェクト型作品をどのように美術館のコレクションにしていくのかという議論があ

った。野田さんからの、東京都現代美術館での展覧会6に出品した《カントリー・ロード・シ

ョー》がコレクションされたときの苦労話が議論の口火だった。この作品は、団塊世代を集

めて、彼、彼女らの人生についてヒアリングし、それらを素材にしてカリカチュア化したか

のような映像作品と、団塊世代が歌う合唱の映像によって構成されるインスタレーションだ。

団塊世代の個人史を通して戦後日本を概観するかのような作りとなっている。このインスタ

レーションで使われた段ボールで装飾を施したヘルメットが美術館の収蔵委員会でコレク

ションとして認められなかったという話を野田さんはした。一方でこの話を受けて土谷さん

は、金沢 21 世紀美術館でサッカーボードゲーム7がコレクション化されたときの話をした。

金沢ではコレクションの対象となる作品は巨大なサッカーボードそのものではなかった。こ

のプログラムに子どもたちが参加するためのさまざまなプロセス(収蔵庫からボードを運び

出す、組み立てる、ゲームボードに装飾する看板の広告をとってくる等など)を指示書にし

たため、そのプロセスへの関わり方を作品として収蔵したのだ。 

 
5 《まちが⽂化芸術をつくるⅡ》松⼭ブンカラボ主催オンラインシンポジウム（2021 年 3 ⽉ 
13 ⽇） 
6 《カントリー・ロード・ショー》（東京都現代美術館 MOT アニュアル 2012《⾵が吹けば 
桶屋が儲かる》） 
7 巨⼤サッカーボードゲーム《AC-21》（⾦沢アートプラットホーム 2008） 



 

このシンポジウムにおけるエピソードは美術館側の収蔵作品に対する考え方の違いが露

わになったこと以上に、ナデガタ（このシンポジウムでは野田さんだけが登壇）と KOSUGE

の作品あるいはアートそのものに対する意識の違いが明らかになったことが興味深い。つま

り野田さんの主張は、ヘルメットに美術作品としての物質的な価値を認めてほしいというこ

とを意味していたわけでは決してないけれど、作品の非物質的な価値を表象する物質的なシ

ンボルへの希求であり言及であった。このナデガタの作品の場合、特定の団塊世代の人たち

を素材にした作品であり、完成した作品には不変の永遠性がないといけなかった。なぜなら

美術館での展覧会のための作品であり、コレクションされるならば尚更そうでなければなら

ないからだ。美術館という制度の作法に逆らわずに、どうやってインストールできるか考え

た末の作品であるから当然の帰結だが、もしかしたらこの方法とは違うホワイトキューブへ

の介入の仕方はあったかもしれない（すなわち不変の永遠性を選択しなというアプローチ

だ）。 

一方で KOSUGE のサッカーゲームのケースは、ゲームを実施するまでの子供たちの関わり

や出来事を誘発するシステムをコレクションにするという、美術館の標準的な作品収蔵の考

え方から外れた提案に挑んだ8。ゲームボード自体は KOSUGE の手からなる物質的な造形物で

ある。レディ・メイドでもなくナデガタのヘルメットのときのような障壁はなかったはずだ

が、土谷さんはゲームボードを作品としては認めず物理的に収蔵されることを拒否したわけ

だ。KOSUGE がこの方法を選択できたのは、サッカーゲームに参加する子どもたちは任意で

あって、すなわち特定の誰かでなくても（不特定の誰かだからこそ）成立する作品であるか

らだ。そもそも作品を成立させる参加者は流動的で固定化されていないからこそ、作品を表

象するような不変性を孕んだシンボルはここでは不要であった。インストラクション・アー

トと言えばそうなのかもしれないが、この作品でも「持ちつ持たれつ」が大切な要素である

としたら、個に帰する作家性は余計なものだ。KOSUGE にはに《どんどこ！巨大紙相撲》とい

う「ウケる」プロジェクトがあるが（KOSUGE自身の分類だとワークショップ）、商業的なイ

ベントとして依頼がある場合は断っているという話を土谷さんから聞いたことがある。何か

しらの搾取の経済が内包している設えの中では「持ちつ持たれつ」は成立しないということ

なのだろう。このあたりに KOSUGE のアートに拘泥しない姿勢がうかがえる。 

いずれにしても、ナデガタも KOSUGE も両者の作品にはいろいろなパターンがあり、この

二つの事例に代表されるわけではない。しかしこのシンポジウムで提出された事例と二人が

語った論点に限って判断すれば、既存のシステムへの挑み方の両者の違いは明らかであった

と言わねばならないだろう。 

 

さて、私自身のナデガタや KOSUGEへの興味は美術の文脈における評価や価値づけという

ところからは実はだいぶ離れている。両者が論じられる美術の文脈というものがあるのだと

したら、アートプロジェクト（あるいは地域アート？）というカテゴリーの中でナデガタと

 
8 ⾦沢 21世紀美術館では 2007年に⽇⽐野克彦《明後⽇朝顔プロジェクト 21》のコンセプト 
や運⽤⽅法等をコレクションにした先例がある。 



KOSUGE は扱われる。公金の入った芸術祭等の枠組みの中での依頼が多い彼らの仕事は色眼

鏡で見られがちだ。だいたいナデガタも KOSUGE も良識の人たちである。日本型地域アート

プロジェクトの掟は、人にやさしく、地域にやさしく、政治には触れず、街中で裸になった

りしないし火遊びもしない、安心安全なアート。当然、良識のあるアーティストでなければ

仕事はオファーされない。しかし、ナデガタと KOSUGE が毒にも薬にもならない良識派では

ないことは確かだ。なぜなら両者に共通しているのは不確定要素の担保で、計画通りを欲す

る行政がいちばん嫌いなやつだからだ。 

不確定であるということは不安定であるということで、道筋も到達点も定まっていないと

いうことだ。既に 20 年も前に川俣正さんが指摘しているように、地域アートプロジェクト

というものが計画的かつサイトスペシフィックに機能してしまっていることで、参加する市

民もコンセプトや振舞い方を了解し予定調和に終始してしまっている9。 例えば、プロジェ

クトを通して共有されている土地の文脈を再確認することによって、地域という共同体を補

強するような予定調和が生まれる。そういう安心安全なアートプロジェクトが方法論化され

て定着したからこそ、現在もなお続く地域アートの隆盛があるに違いない。その点、実はナ

デガタも KOSUGE もローカルなサイトスペシフィックに拠ったところがあるわけだが、その

場や環境が持つ特有の歴史、文化のような最大公約数的な価値観を共有することはあまりし

ない。その土地、あるいは社会と言ってもよいかもしれないが、そこにある最大公約数的な

価値観とは、公共性と言い換えてよいかもしれない。少なくとも行政が公共性と言うときは

それだ。もし、わたしがナデガタと KOSUGE のやっていることは何か？と問われたならば、

公共性のオルタナティブを作っていると答える。それは、たくさんの人のニーズを代弁する

公共性ではなく、たったひとりであっても大切にしていること、ひとりぼっちの存在の内に

ある公共性のことだ。「ウケる」アートのふりをしながら実は「ウケない」アートであるナ

デガタと KOSUGE の面目躍如といったところだろう。 

KOSUGE が《KOSUGEスケートスクール》でしたことはスケートのできない大人に対して、

子どもが滑り方を教えるという価値の逆転だった。スケートが上手くない子どもでもこれま

でとは違う光が当たる。《どんどこ！巨大紙相撲》では飽きてしまって遊んでいる子どもた

ちがいても、その遊びに何か“名づけ”をして役割を作ってしまう。ナデガタは《24 OUR 

TELEVISION》でダンスの好きな気弱な若者をフィーチャーする。自己肯定感低めの若者は指

マラソン（ランナーに見立てた指をひたすら動かす映像）で完走して達成感で涙する。

《Instant Scramble Gypsy》では受験勉強を放棄している中学生たちの居場 

所を作る。みんなちょっと中心から外れているけれど、ナデガタは中心と周縁を綯交ぜにし

てしまう。 

マジョリティに順応しなくても、ひとりひとりの大切な個に対して大切に向き合うとい 

うことをナデガタも KOSUGE もする。不確定と出会うために KOSUGE は、遊具や操り人形など

物理的装置を作る。ゴキブリホイホイのように人が集うための装置をそこに置く。一方ナデ

ガタは、ニーズを拾うために無節操な広告代理店のように大きな網をかけることはしないけ

 
9 『セルフ・エデュケーション時代』（川俣正＋ニコラス・ぺーリー＋熊倉敬聡、フィル 
ムアート社、2001 年）70 ⾴「〈保証なきマイノリティ〉とセルフ・エデュケーション」 



れど、ちょっと狡猾な広告代理店のような募り方で市民のボランタリー精神をくすぐって、

居場所を欲している人を集めて共同体をつくる。両者ともに良識の人たちであるけれどちょ

っと悪い。 

ナデガタも KOSUGE も、いつも不確定と出会うためにプロジェクトを設えているように見

える。つまり、何かが新たに生成されることにアートの価値を見出している。しかし、ナデ

ガタと KOSUGE のアートの位置づけ方は違う。ナデガタのアートは、生成が起こる状況や構

造を作るという目的のなかに意識化されている。一方、KOSUGE のアートは、生成が起こるま

での状況や構造を作るための手段である。KOSUGE がぬるりとアートを手段として社会のあ

りように少しだけ介入しようとしていて、ナデガタは社会のありように少しだけ介入しなが

らアートであることを目指す。もうそれはラーメン風そうめんかそうめん風ラーメンかの違

いに過ぎないかもしれない。なぜなら、KOSUGE もナデガタもマジョリティの支配する歪ん

だ公共性を揺さぶっているのだから。まあ、だから、いずれにしても、美味しければよいの

で、アートであるかどうかは、どっちでもいいんじゃない？ 
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