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・本報告書は2017年12月31日までの情報を掲載しています。
・特に西暦のない日付は、2017年に実施されたものです。
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ARTSAT × SIAFラボ
アーノント·ノンヤオ
∈Y∋
相川 みつぐ
秋庭 孝宏
阿児 つばさ
東 広典
Adam Kitingan
アプト
雨宮 庸介
アヨロラボラトリー
有泉 汐織
張 惠笙
イ·カホ
五十嵐 淳
池間 由布子
イサム ·ノグチ
石川 直樹
石川 ひなの
伊藤 隆介
WinWin
上ノ 大作
植野 隆司
上原 なな江
宇川 直宏
梅田 哲也
MC MANGO
大黒 淳一×SIAFラボ
大城 真
大友 良英
大友 良英＋青山 泰知＋
伊藤 隆之

ARTSAT × SIAF Lab
Arnont Nongyao
∈Y∋
Aikawa Mitsugu
Akiba Takahiro 
Ako Tsubasa
Azuma Hironori
Adam Kitingan
Abt
Amemiya Yosuke
Ayoro Laboratory
Ariizumi Shiori
Alice Hui-Sheng Chang
Yii Kah Hoe
Igarashi Jun
Ikema Yuko
Isamu Noguchi
Ishikawa Naoki 
Ishikawa Hinano
Ito Ryusuke
WinWin
Ueno Daisaku
Ueno Takashi
Uehara Nanae
Ukawa Naohiro
Umeda Tetsuya
MC MANGO
Oguro Junichi × SIAF Lab
Oshiro Makoto
Otomo Yoshihide
Otomo Yoshihide＋
Aoyama Yasutomo＋
Ito Takayuki

モエレ沼公園
札幌芸術の森
札幌市立大学
金市舘ビル
AGS6・3ビル
北専プラザ佐野ビル
CAI02
北海道教育大学 アーツ&
スポーツ文化複合施設 HUG
札幌大通地下ギャラリー 500m
美術館

狸小路商店街
大通すわろうテラス

Moerenuma Park
Sapporo Art Park
Sapporo City University
Kinichikan Bldg.
AGS 6-3 Bldg.
Hokusen Plaza Sano Bldg.
CAI02
Hue Universal Gallery（HUG）
Sapporo Odori 500-m 
Underground Walkway Gallery
Tanukikoji Shopping Arcade
Odori Suwaro Terrace
Shiryokan（ Former Sapporo 
Court of Appeals）

札幌国際芸術祭2017 （略称：S
サ イ ア フ

IAF2017） Sapporo International Art Festival 2017 （SIAF2017）名称 Title

開催期間 Dates

テーマ Theme

サブテーマ Sub-theme

ゲストディレクター Guest Director

会場 Venues

参加アーティスト
Participating 
Artists

主催 Organizer

2017年8月6日（日）－10月1日（日） 〈57日間〉 Sunday, August 6, 2017 – Sunday, October 1, 2017 〈57 days〉

芸術祭ってなんだ？ How do we define “Art Festival”?

ガラクタの星座たち When Bits and Pieces Become Asterisms

大友 良英 Otomo Yoshihide

札幌国際芸術祭実行委員会 / 札幌市 Sapporo International Art Festival Executive Committee / City of Sapporo

オーレン ·アンバーチ
OKI
OTACO
勝井 祐二
カミーユ ·ノーメント
カリフ8
菊澤 好紀
岸野 雄一
北原 英司
空間現代
陳世川
グエン ·タン ·トゥイ
クリスチャン ·マークレー
クリス ·ピッツィオコス
栗谷川 健一
クワクボリョウタ
今野 勉
斎藤 歩
斎藤 秀三郎
斉藤 幹男
酒井 広司
Sachiko M
札幌大風呂敷チーム×
プロジェクトFUKUSHIMA!
さっぽろ八月祭スペシャル
ビックバンド

さや
さよ
沢 則行
さわ ひらき
C·スペンサー ·イェー
篠原 有司男

Oren Ambarchi
OKI
OTACO
Katsui Yuji
Camille Norment
Caliph8
Kikuzawa Yoshinori
Kishino Yuichi
Kitahara Eiji
Kukangendai
Gelresai
Nguyen Thanh Thuy
Christian Marclay
Chris Pitsiokos
Kuriyagawa Kenichi
Kuwakubo Ryota
Konno Tsutomu
Saito Ayumu
Saito Hidesaburo
Saito Mikio
Sakai Koji
Sachiko M
Sapporo O-furoshiki team 
× Project Fukushima!
Sapporo Hachigatsusai 
Special Bigband
Saya
Sayo
Sawa Noriyuki
Sawa Hiraki
C. Spencer Yeh
Shinohara Ushio

札幌市資料館
JRタワー プラニスホール
北海道大学総合博物館
札幌市円山動物園
円山公園
札幌宮の森美術館
藻岩山
りんご
UNTAPPED HOSTEL
WAYA
雪結（yuyu）
Ten to Ten Hokkaido Hostel 
＆ Kitchen 中島公園

JR Tower Planis Hall
Hokkaido University Museum
Sapporo Maruyama Zoo
Maruyama Park
Miyanomori International 
Museum of Art, Sapporo
Mt. Moiwa
Ringo
Untapped Hostel
Waya
Yuyu
Ten to Ten Hokkaido Hostel ＆ 
Kitchen Nakajima-koen
SappoLodge

湿った犬
東海林 靖志
ジョン ·リチャーズ
白濱 雅也
白ぱんズ
鈴木 昭男
鈴木 ヒラク
鈴木 悠哉
高島 連
高橋 幾郎
立花 泰彦
田中 充
タノタイガ
鄭捷任
陳建年
chi too
荻部絲
チョン ·ヨンドゥ
珍盤亭娯楽師匠
都築 響一
dj sniff
DJ方
テニスコーツ
テンテンコ
刀根 康尚
中尾 微々
中尾 眞佐子
中崎 透
中ザワ ヒデキ
長沼 修
長見 順
中村 としまる

shimetta-inu
Shoji Yasushi
John Richards
Shirahama Masaya
Shiropanz
Suzuki Akio
Suzuki Hiraku
Suzuki Yuya
TAKASHIMA Ren
Takahashi Ikuro
Tachibana Yasuhiko 
Tanaka Mitsuru
TANOTAIGA
Cheng Jye-Renn
Chen Chien-Nien
chi too
Tipus Chen
Jung Young Doo
Chinbantei 
Gorakushisyou
Tsuzuki Kyoichi
dj sniff
DJ Po
Tenniscoats
TENTENKO
Tone Yasunao
Nakao Bibi
Nakao Masako
NAKAZAKI Tohru
Nakazawa Hideki
Naganuma Osamu 
Nagami Jun
Nakamura Toshimaru

ナムジュン ·パイク
新美 太基
捩子 ぴじん
のん
灰野 敬二
端 聡
ハットコペ
林 和夫
原田 郁子
PIKA
東方 悠平
樋口 勇輝
平尾 拓也
深澤 優子
藤倉 翼
富士 翔太朗
藤田 陽介
船川 翔司
古立 太一
不破 大輔
宝示戸 亮二
細馬 宏通
堀尾 寛太
松井 紫朗
松井 美耶子
真鍋 昌揮
真夜中フォーク
ミュージック
マレウレウ
蜜子舞賽
三岸 好太郎
三沢 洋紀

Nam June Paik
Niimi Taiki
Neji Pijin 
Non
Haino Keiji
Hata Satoshi
Hattokope
Hayashi Kazuo
Harada Ikuko
PIKA
Higashikata Yuhei
Higuchi Yuki
Hirao Takuya
Fukazawa Yuko
Fujikura Tsubasa
Fuji Shotaro
Fujita Yosuke
Funakawa Shoji
Furudate Taichi 
Fuwa Daisuke
Hojito Ryoji
Hosoma Hiromichi 
Horio Kanta
Matsui Shiro
Matsui Miyako
Manabe Masaki
Mayonaka Folk Music
MAREWREW
Mic Usay
Migishi Kotaro
Misawa Hiroki

SappoLodge
THE STAY SAPPORO
めざましサンド店
札幌ゲストハウスやすべえ／
河合珈琲

mima 北海道立三岸好太郎
美術館

JRタワー東・西コンコース
札幌駅前通地下歩行空間
チ・カ・ホ

大丸札幌店
TOOV cafe/gallery
OYOYOまち×アートセンター
さっぽろ

The Stay Sapporo
Mezamashi Sandwich
Guest House Yasube /
Kawai coffee
Migishi Kotaro Museum of Art, 
Hokkaido
East-West Concourses of JR Tower
Sapporo Ekimae-dori Underground 
Walkway （Chi-Ka-Ho）
Daimaru Sapporo
TOOV cafe/gallery
OYOYO Machi×Art Center Sapporo
Tairyo Izakaya Tecchan
Sapporo Concert Hall "Kitara"

水内 義人
南 阿沙美
宮北 裕美
宮出 実希
ムジカ ·テト
毛利 悠子
森　ミユキ
山川 冬樹
山崎 比呂志
山田 真歩
ユエン ·チーワイ
指輪ホテル
芳垣 安洋
吉田 野乃子
吉増 剛造
米子 匡司
リチャード·ホーナー
YPY
渡辺 はるか
渡部 勇介
ワビサビ

赤平住友の炭鉱遺産：
坑内模式図
北海道の木彫り熊
大漁居酒屋てっちゃん
北海道秘宝館
三松正夫の昭和新山火山画
レトロスペース坂会館

Mizuuchi Yoshihito
Minami Asami
Miyakita Hiromi
Miyade Miki
Musica Htet
Mohri Yuko
Mori Miyuki 
Yamakawa Fuyuki
Yamazaki Hiroshi
Yamada Maho  
Yuen Chee Wai
YUBIWA Hotel
Yoshigaki Yasuhiro
Yoshida Nonoko
Yoshimasu Gozo
Yonago Tadashi
Richard Horner
YPY
Watanabe Haruka
Watanabe Yusuke
Wabisabi

Akabira Sumitomo Coal 
Mine Heritage:
Underground Mine Map
Carved wooden bears of 
Hokkaido
Tairyo Izakaya Tecchan
Hokkaido Hihokan
Images of Mt. Showa-
shinzan in eruption painted 
by Mimatsu Masao
Retro Space Saka Hall 

大漁居酒屋てっちゃん
札幌コンサートホール Kitara
扇谷記念スタジオ・シアターZOO
石山緑地
中島公園
札幌市電
大通公園

北翔大学北方圏学術情報センター
「ポルト」

くう
PROVO
ターミナルプラザことにパトス
ほか

Ougiya Memorial Studio
Theater Zoo
Ishiyama Green Space
Nakajima Park
Sapporo Streetcar
Odori Park
Northern Regions Academic 
Information Center "PORTO"
COO
PROVO
Terminal Plaza Kotoni PATOS
and more

開催概要 Outline
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　ゲストディレクターをやるにあたっての札幌市からの唯一のリクエストは「市民とともにつくってほしい」ということでした。
おそらくは前回の芸術祭で当時わたしがリーダーを務めていたプロジェクトFUKUSHIMA!が市民とともに「大風呂敷」を
つくり、それを敷いて盆踊りをやったこと、そしてその祭りがその後も「八月祭」として市民の間に定着していった経緯を踏
まえての依頼だったと思います。それにしても、芸術祭の監督経験などないわたしに依頼、しかも坂本龍一さんに続き、２回
連続で音楽家への依頼というのは、それなりの英断であったと同時に、そこにすでにある方向性のようなものが見えるよう
な気がしました。

　わたしはこれらのことを受けて次のように考えました。

（1） 芸術祭と言いながら、現状基本は多くの場合、現代美術を中心においている日本の芸術祭ですが、これは音楽家の視
点で、音楽のやり方でやっていいというサインだろう。といっても音楽祭をやるわけではなく、あくまで芸術祭なのだから、
音楽家が音楽祭ではなく芸術祭をやったらどうなるかという視点だけは踏み外さないようにしよう。そもそも音楽家が美術
の世界のやり方を踏襲する必要もないわけで、その辺はかなり大胆に押し通させてもらおう。とりわけ、わたしはインターナショ
ナルな即興演奏やオルタナティブな音楽の現場で自分のスタンスや音楽を作ってきた人間なので、その方法を基本に置か
せてもらおう。これについては書くと長くなるので省略しますが、即興演奏の方法を基本におくということは、事前の計画ど
おりにやるだけでなく、様 な々状況に対応して、フレキシブルに変化していくことを良しとしている上に、いわゆる美術のキュレー
ションのように、ある方向性で何か説明し配置していくのではなく、起こった現象を、そこの現場に居合わせた人たちがどう
受け取るかを基本にしているので、自治体のように計画的に税金を使うような方法をとっているところと組むにはかなり齟
齬が出る可能性があるなとも思いました。それでも音楽家、特にわたしのような即興演奏家がやる以上は、そこを頑固に守
りたいなとも思いました。なぜなら、その方向、方法にこそ、未来の可能性があるとわたしは考えているからです。

（2） 市民とやる…という依頼は、考えれば考えるほど定義が難しい。市民というのはいったい誰のことなんだろう。仮に全
市民のことを言うのなら、そんなことをこの予算規模でやるのは到底無理だし、もしそんなことが実現したとしたら全体主義
みたいになってしまうわけで、そんなものは全力でやりたくないとわたしの体が拒絶反応を示しています。いろいろ考えた
挙句、わたしの結論は、専門家やプロだけでつくるのではなく、やりたいと手を上げてくれた人にはなるべく場を提供しつつ、
でも（1）でわたしの考える方向がぶれないようにしたい。かつ、よくある落とし穴で、誰にでもわかりやすくという一見民主
的な言葉にひっかかってクオリティが下がるようなことはしたくない（クオリティとは何？という議論があるのはわかりますが、
この字数ではややこしくなるのでここでは置いておきます）。で、わたしの結論は、誰でもウェルカムということではなく、ま
ずは最初にわたしのディレクションについて正確に伝え、それでもやりたいという人は拒まずに、大人、子供、プロ、素人に
かぎらず、なるべく組んでいこうということでした。ここには震災後の福島での経験が生きていると思っています。

（3） 日本で芸術祭が注目されだした大きなきっかけは「町おこし」への貢献だと思うが、札幌に関しては、少なくとも「町おこし」
が動機ではないと判断。なのでそこには軸をおかないでおこう。だったら、どういう目的をもったらいいのかを提示する必
要はあるだろう。

　といったあたりが事前に考えたことでしたが、それをそのまま言うのでは、あまりにも理屈が勝ってしまって面白くもなん
ともないなと思い、そのことを背景におきつつなるべくシンプルな問いかけをすることに決めました。それが「芸術祭ってな
んだ？」という疑問形のテーマです。でもわたしは答えをだしたかったわけではありません。大切なのは疑問をなげかけれ
ば人々が答えてくれるということです。そこから会話が生まれます。おかげでプロアマ問わず市民のみなさんと関わりを持
つこともでき、結果的にはそこから様 プ々ロジェクトが立ち上がっていきました。当初はコアな企画メンバー（バンドメンバー
と呼びましたが）とともに始めましたが、いつのまにか、バンドメンバーだけでなく、様 な々人が関わり、意見を言う場ができ、
最終的には予想よりはるかに多くの作品を発表することになったように思います。結果的に答えはいくつもあっていいわけ
ですが、なにより重要なのは答えをだすことではなく、そこから生まれる多様さと、その多様さをどう共有していくかというこ
とだと思います。多数決になるのではなく、多くの小さかったり、かすかだったりする多様な試みが、どうやれば共存してい
けるのか。それはまさに、多様な人々が暮らす都市社会をどうオーガナイズしていくのかともイコールであり、「町おこし」で
はない都市型の芸術祭がなすべきテーマはそこにあるとも思っています。

札幌国際芸術祭2017を終えて
大友 良英

大友 良英  おおもと よしひで｜音楽家

　次にわたしが提案したのは「会ったこともない自分より有名な人の名前を出さない」という企画メンバーや運営に出した
縛りでした。作品の企画や説明の際に、とりわけ美術では立派な先人の名前が次々出てきて自分の作品の歴史付けをする
のが習慣のようになっているとわたしは感じてます。別にそれが悪いとは思いませんが、でも、わたしにとって、そんな大文
字の歴史は面白くないなと感じています。なぜならその方法だと歴史というものをあまりにも単線的に見がちになってしま
いますし、なによりも問題だなと思うのは、その説明によって、その作品が美術なり音楽なりの歴史の中で重要であることを
説明してしまいかねないからです。確かにそういうことはあるかもしれませんし、事実そうした作品にも素晴らしいものがた
くさんあるのも知っています。でも、それは（1）に書いたわたしが見てきた世界では、むしろ恥ずかしいことというか、そうし
た権威付けははしたないことというか、そんなことよりも、あなたの歴史はどうなんだってことのほうが大切だと思ったのです。
そのために一番手っ取り早いのは「会ったこともない自分より有名な人の名前を出さない」縛りでした。
　これをやることで何が起こったかといえば、様 な々展示の中でアーカイブが大きな意味を持ったことだと思います。知ら
れた大文字の美術の歴史や音楽の歴史では見えないものがあるのだとしたら、それを見えるようにするには、独自のアー
カイブを作っていくことです。しかもそれは「会ったこともない自分より有名な人」を出すのではなく、つまりは権威付けす
るのではなく、自分がいったい何に影響をうけて何をしてきたかというのを提示することで、そこから派生する別の歴史が
見えてくる・・・複数の歴史に対して繋いでいくような複数の線をどうひくかがその人の個性にもなり、そこから見える歴史が
また別の何かを提示してくような豊かなアーカイブのありかたに、皆が向かっていき、今回の芸術祭ではかなり充実したアー
カイブが各所で見られることになりました。それはこれまでの美術や音楽の歴史からもれてしまうようなものがほとんどで
したが、それこそが札幌が芸術祭をやる大きな意味になったと思っています。これもまた前段で言った「多数決になるので
はなく、多くの小さかったりかすかだったりする多様な試みが、どうやれば共存していけるのか」に共通するものです。それ
は美術や音楽を権威あるものとして、そこに参加し、ある位置を獲得するような方向ではなく、自分たちにとってアートとは
なんぞやというところに立ち返ることでもあると思います。芸術はどこかにある立派なもんではなく自分たちのもの、そこか
ら札幌は始めてほしいと思ってますし、それこそが札幌で行われる芸術祭の独自の個性を作るものだと思います。それは
自分たち自身で価値を創出するという意味でもあります。
　
　即興ということに関して言えば、テニスコーツやわたしがほとんどの期間滞在し作品をつくりつづけ、地元の沼山さんや
端さん、中島さん、マユンさんはじめ数多くのアーティストや企画者も期間中、ずっと作品やイベントにかかわりつづけ、予
定にないこともどんどんやりつづける中で、とても文字にはしきれない、記録にしづらいこともいっぱい起き、結果的には生
きた芸術祭になったと思っています。こうして終わってみると「アーカイブと即興」につきた芸術祭とも言えると思います。
その意味で、ぶれずにディレクションを貫き、世界中どこを見てもないような、理想的な芸術祭がうまれたと思っています。
同時にこの方法で、市民とやるとはという問いにも、ある程度の答えときっかけを提示できたと思っています。この辺はぜ
ひ次にもつなげてより発展させてほしいなとも思ってます。とりわけ「大風呂敷」と「さっぽろコレクティブ・オーケストラ」は、
市民参加型として本当に素晴らしい成果を出せました。参加してくださったみなさんに対し、最大限の言葉で絶賛したい気
持ちです。

　一点悔やまれるのは「国際」「インターナショナル」の部分が弱かったことです。これは来日ミュージシャンの数の話では
ありません。単に来日ということなら数多くのアーティストが来てますから。そうではなく、国際芸術祭というのは、ドメスティッ
クにものを発信するのではなく、様々な文化や言葉を持った人にも届くようにすることであり、その自覚を運営側に徹底す
ることをわたしが疎かにしたことが悔やまれます。世界の優れたものを持ってくるから国際なのではなく（それもありますが）、
そうではなく自分たちのやってることが、地球の反対側にも届くようにすること、日本語圏以外にも何をやってるかが伝わる
ようにすることこそが「国際」あるいは「インターナショナル」ということだとわたしは考えています。もしも札幌が将来オリンピッ
クをやりたのであれば、この「国際」「インターナショナル」とはなんなのかを考える機会をもっと持つべきだし、芸術祭はそ
れを実践するまたとない機会だと思っています。日本語だけで全てが完結する世界だけでは芸術を語るには不十分すぎる、
いや芸術だけでなく世界を語るには不十分すぎる…という言葉を残して、わたしは次の方にディレクションを引き継ぎたい
と思います。

2017年12月2日　ブラジル、リオデジャネイロにて

1959年、神奈川県横浜市生まれ。実験的な音楽からジャズやポップスの領域までその作風は多種多様、その活動
は海外でも大きな注目を集める。また映画やテレビの劇伴作家としても数多くのキャリアを有する。近年は「アンサ
ンブルズ」の名のもと、さまざまな人たちとのコラボレーションを軸に展示作品や特殊形態のコンサートを手がける
と同時に、一般参加型のプロジェクトにも力を入れている。東日本大震災後は十代を過ごした福島でプロジェクトを
立ち上げ、現在もさまざまな活動を継続中。2012年には、「プロジェクトFUKUSHIMA!」 の活動で芸術選奨文部科
学大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年、「あまちゃん」の音楽でレコード大賞作曲賞ほか数多くの賞を受賞している。
2014年、独立行政法人国際交流基金アジアセンターとともに「アンサンブルズ・アジア」を立ち上げ、音楽を通じた
アジアのネットワーク作りに奔走している。2017年度文化庁文化交流使として南米各地での活動も行っている。
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The only request from the City of Sapporo when I accepted the post of guest director was to "create an art festival 
with local residents." I think this was requested probably because I led Project Fukushima! in the previous art fes-
tival, where we made O-furoshiki with local residents and held a Bon dance on the furoshiki. This event was then 
established as the August Festival by local residents. The city asked me, someone with no experience as an art 
festival director, to take the helm, and this was the second consecutive request to a musician following Mr. Saka-
moto Ryuichi in the first edition. It was a bold decision, and I felt I saw a trend developing.

From these, I thought as follows: 

(1) In Japan, most art festivals currently focus on contemporary fine art, but my selection as director told me I 
could create an art festival from a musician’s perspective. However, since this was not a music festival but an art 
festival, I had to create an art festival as a musician. Musicians do not need to follow the approach of the fine art 
world, so I approached things in my own way. I am a person who has set my stance and created music in the inter-
national improvisation and alternative music scenes, so I basically employed that approach here. It’s a long story, 
so I won't go into detail here. However, employing an improvisational style means to not only go ahead with planned 
action but also allow things to change flexibly according to the circumstances. It is not to describe and place 
something in a specific direction like curation, but to focus on how people present in a place understand what hap-
pened there. Accordingly, it may cause conflict when working with a local government, which systematically uses 
tax. Even so, since a musician, especially an improviser like me worked on the event, an improvisational style had to 
be adhered to. That was because I see future possibilities in the direction and style of improvisation.  

(2) The more I thought about the request to work with local residents, the more difficult it became to define local 
residents. Who are local residents? If local residents were defined as meaning all residents in the area, it would 
have been absolutely impossible to work with all residents within this budget. If it worked out, it would have be-
come totalitarianism. I did not want to do such a thing and my body was showing rejection symptoms. After much 
consideration, I decided to provide as many opportunities as possible to motivated volunteers in addition to ex-
perts and professionals while sticking to my direction shown in (1). I didn't want to fall for the words of "easy for 
everyone to understand," which are seemingly democratic but reduce quality (I know some people wonder what 
quality is, but it's a long story so I won't go into detail here). My conclusion was not to welcome everyone but to 
work with anyone who wishes to work with me after hearing my direction regardless of whether they are adults, 
children, professionals or amateurs. This conclusion was drawn based on my experience in Fukushima after the 
Great East Japan Earthquake. 

(3) The main reason why art festivals attract attention in Japan is that they contribute to town revitalization. I didn't 
think town revitalization was the motive for Sapporo, so I chose not to focus on that. Then, I had to detail what the 
purpose was. 

The above is what I thought in advance. I thought expressing all my thoughts was too argumentative and boring. 
So, I decided to ask a simple question in this context. That is the theme, "How do we define 'Art Festival'?" I didn’t 
want to find a single answer. The important thing is that people answer a question, which prompts conversations 
among people. This made me have relationships with local residents, whether they are professionals or amateurs, 
eventually launching various projects. I began preparations with core project members (band members), but before 
I knew it, not only band members but also various other people were involved and exchanged opinions, resulting in 
far more artworks than I expected. It is no problem if there are many answers, and the most important thing is not 
to find an answer but to accept and share diversity. How can diverse, small and minor attempts exist together rath-
er than being rejected by a majority vote? That is exactly the same as how to organize an urban community. This is 
the theme of what should be done in an urban-type art festival that is not intended for town revitalization.

After the Sapporo International
Art Festival 2017

Otomo Yoshihide 

I also proposed a rule requiring project members and the operational side not to use the names of people who are 
more famous than the artist and whom he/she  never met. I feel that especially in fine art, there seems to be a cus-
tom that the names of admirable forerunners are used in planning and commentary to explain the artist’s influenc-
es. I don’t think it is bad, but I don’t think it is interesting. This is because that approach explains history in a single 
line, and the explanation may give an impression that the work is important in fine art or music history. It may be 
true, and I know many such works are actually wonderful. In the international improvisation and alternative music 
scene, name-dropping is embarrassing and doing it is disgraceful. The artist’s history is more important than that. 
This is why I imposed the rule not to use the names of people who are more famous than the artist and whom he/
she has never met.

This gave great meaning to the archives at SIAF2017. If there are invisible things in the fine art or music history ex-
plained by big names, one-of-a-kind archives should be created to bring these things to light. The archives, which 
highlighted the artists’ work and influences, present a different history to the art history focused on famous artists 
with no connection to the artists exhibiting. Multiple histories are connected with multiple lines in a certain way, 
which shows the artist’s characteristics and another history that presents something else. In this way, everyone 
worked to create rich archives, which were exhibited at various venues of this art festival. Most of them were not 
placed in the context of fine art or music history, but this gave great meaning to the art festival in Sapporo. This 
also relates to the question, how can diverse, small and minor attempts exist together rather than being rejected 
by a majority vote? It doesn’t mean to gain status in the fine art or music worlds, but to consider what art is for us. 
Art is not something to be exalted, it is ours. I hope Sapporo starts from this point.  
 
When it comes to improvisation, Tenniscoats and I stayed in Sapporo for almost all of the festival period and con-
tinued to create works there, and Mr. Numayama, Mr. Hata, Mr. Nakajima and Ms. Mayun and locally-based artists 
maintained involvement in works and events and continued to do unplanned things. Many things that are hard to 
print and record happened, resulting in an organic art festival. Looking back at SIAF2017, I now think it was an art 
festival that entirely focused on archives and improvisation. In this sense, an ideal art festival unique to Sapporo 
was created by sticking to our vision. I think this approach somehow responded to the request of working with lo-
cal residents. I hope this will lead to the next edition and develop. Among the projects I was involved in, the O-furo-
shiki Project and the Sapporo Collective Orchestra were really amazing. I would like to heap praise on all partici-
pants for their performance. 

One thing I feel bad about is that it was not so international. This is not about the number of musicians from over-
seas. Numerous artists came to Japan. An international art festival is an opportunity to convey art to people with 
different cultures and languages rather than spreading it domestically. I regret failing to raise the operational 
side's awareness about it. I think that an international event is not to bring excellent things to Japan (that’s part of 
it, though), but to convey what we do to the opposite side of the earth and regions where Japanese is not used. 
If Sapporo wants to host the Olympics in the future, it should have more opportunities to consider what "interna-
tional" means. The art festival is the best opportunity to consider this. It is insufficient to talk about art in the world, 
when everything is understood only in Japanese. It is insufficient to talk about not only art but also the world from 
only one perspective. With these words, I would like to hand over the direction to the next director.

In Rio de Janeiro, Brazil, December 2, 2017

Otomo Yoshihide　Musician

Born in Yokohama, Japan in 1959. He is known for composing music for a wide variety of genres from experimental, pop, and 
jazz music. He has received attention from all around the world for his different activities, including his successful career as a 
sound track composer for film and TV. In recent years he has been producing works for exhibitions and special type of concerts 
in collaborations with various other artists under the name of "Ensembles", while also focusing on unique public-participative 
projects as well. In 2012, after the Great East Japan Earthquake, he started in Fukushima, "Project Fukushima!" where he'd spent 
his teenage years and received the Ministry of Education's Award for Fine Arts in the category of Promotion. Another of his many 
works, the theme music for the popular TV series "Amachan", has received many honorable prizes, including the Best Composer 
Award for the Japan Record Award in 2013. In 2014, he launched "Ensembles Asia" with the Japan Foundation to create a stronger 
network through Asia woven by music. He has also worked in South America as a Japan Cultural Envoy FY2017.
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　「札幌国際芸術祭（以下SIAF）2017」は、2015年秋ゲストディレクターに大友良英さんが就任し、大友さんによりバ
ンドメンバー（企画メンバー）が選任されました。私も大友さんとの33年間におよぶ親交により、エグゼクティブアドバイ
ザーとしてメンバーに加わることになり、約2年の準備期間を経て、57日間の会期を無事終えることができました。

　アドバイザーといえば、前回のSIAF2014では著名な浅田彰さんが務めた要職であり、正直プレッシャーと戸惑いが
ありました。長年音楽シーンで活動しアート全般には疎い私ですが、札幌プレビエンナーレ2011やSIAF2014の音楽
部分を担当したことなどで、他ジャンルの方 と々関わりを深めてきた経験と、大友さんがここ十数年来手がける展示作品「ア
ンサンブルズ展」を、仙台、水戸、東京などで興味深く見て、いつか札幌でも実現したいと熱望していたこともあったので、
ディレクター大友良英さんが描く芸術祭を、微力ながら支えてみようと決心しました。

　公募も含めた各プロジェクトがほぼ出揃い、準備が動き始めた頃、コミュニケーション不足により、大友さんが事務局
や地元スタッフへ疑念や誤解を抱く場面もありましたが、双方が真摯に向き合って解決し、素晴らしい信頼関係を築い
て開幕を迎えることができました。

　開幕が近づき各会場に姿を現し始めた作品たちを見た時、大友さんのテーマ「芸術祭ってなんだ？」という問いかけや、
「ガラクタの星座たち」に呼応する光景に感動しました。また「さっぽろコレクティブ・オーケストラ」や「大風呂敷プロジェ
クト」、ゲリラ的なパフォーマンスなど、子どもから大人までを巻き込んだ、数々のライブイベントやプロジェクトが毎日の
ように開催され、これこそが大友さんが描いた、札幌でしか体験できない、独創的で刺激的な芸術祭だったと思います。

　また、大友さんの勧めで、札幌市資料館に「NMAライブ・ビデオアーカイブ」の部屋を設けることができ、道内外のた
くさんの来訪者の方 と々出会え、感動していただけたことも私の生涯の財産となりました。

　素晴らしい展示とイベントの数々に満ちたSIAF2017でしたが、今後の課題は、次回にどう繋げていくかということと、
市内中心部の拠点、チ・カ・ホ（札幌駅前通地下歩行空間）や2018年秋にオープンする札幌市民交流プラザなどをフル
活用して、芸術祭の魅力を広く多くの人々に伝えることができるよう願っています。

「大友流」に共振したSIAF2017
沼山 良明

札幌国際芸術祭2017を終えても終わらない感覚
漆 崇博

　2014年に開催された1回目の札幌国際芸術祭（以降SIAF）の準備段階から遡って、私とSIAFとの関わりは5年を
経過した。

　SIAF2014では、プロジェクトマネージャーとして、プレ事業やボランティアの取りまとめ、参加型プログラムの運営
など、芸術祭を下支えする役割が大きかったと認識している。一方、今回のSIAF2017では、企画メンバーの一員と
して、札幌市電を舞台としたプログラムの制作や、札幌市資料館を舞台としたアートプロジェクトの企画・コーディネー
トする立場として、比較的アーティストや表現者に寄り添う形での関わりが主であった。

　個人的な感想を言えば、SIAF2014の終了時は、何か大きなことをやりきった達成感があったように思う（と同時に
疲労感が襲ってきたわけだが…）。しかし、SIAF2017では、会期終了後も何かを引きずるような感覚で、不思議とそ
うした達成感のないまま現在に至っている。担った役割の違いも理由としてはあるが、おそらく原因はそこではない。
振り返るとSIAF2014が、現代美術の展覧会を主軸とした比較的ピラミッド型の構造であったのに対し、SIAF2017は、
多少の凸凹はあるにせよ、ジャンルの垣根もなく、メインもサブもない、すべてが横並びで渾然一体となった構造であった。

　前例がないと言われるほど多数のイベントやプロジェクトが存在したSIAF2017は、アートが特別な「ハレ」の舞
台に降り立つのではなく、日常という「ケ」の状況から表現者の自発的な思いや発想、行動を源に湧き上がるようにアー
トが存在したと私は考えている。そうして作られた状況や表現が、日常と切り離すことのできない営みの延長に存在し、
もっと生活の根っこにあるものを改めて捉え直す場として機能したならば、2015年からスタートしたSIAFラボでの活
動において継続的に考えてきたことでもあり、SIAF2014で感じた非日常を生み出すことに終始することで得た特殊
な達成感が、今回湧いてこないことも納得がいく部分がある。つまりSIAF2014の終了後から終わりのないプロジェ
クトが始まっていたことを今さらながら自覚するのである。

　私にとっては、もはやコントロール不能で、さまざまな事象が入り混じった状況こそが、実は本来の私たちの日常で
あり、そうした制御しきれない混沌の中にこそ制約や規制をうやむやにする（或いは乗り越える）自由な発想や表現が
存在しうるのではないかとSIAF2017を通じて改めて確信する機会となった。そうした感覚を一人でも多くの人と共
有できることを期待し、これからも活動していきたいと考えている。

沼山 良明  ぬまやま よしあき｜NMAコンサート・オーガナイザー 漆 崇博  うるし たかひろ｜コーディネーター

1944年、北海道夕張郡由仁町生まれ、札幌市在住。本業はピアノ調律師。70年代後半、ジャズ評
論家・副島輝人氏との出会いなどで前衛音楽に関心を深め、1983年ドイツのメールス・ニュージャズ
祭を観て、世界と日本の音楽情報のギャップに目覚めたことから、同年NMA（NOW MUSIC ARTS）
を発足。国内外の先鋭的な音楽を札幌に紹介するコンサートを企画、開催している。

1977年、北海道生まれ。石狩市在住。一般社団法人AISプランニング代表理事。北海道各地での
アーティスト・イン・スクール事業のコーディネートを中心に、芸術文化を媒介とした事業運営を行う。
SIAF2014では、プロジェクトマネージャーとしてボランティア運営や、札幌市資料館でアクティビティ
拠点プロジェクトの取りまとめを担った。

NMA Live─大友良英スペシャル3days DAY3 SIAFラボ編集局×サカナ通信NMAライブ・ビデオアーカイブ CAMP SITE PROJECT『 裏庭』
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バンマスが率いる融通無碍な国際展・SIAF2017
上遠野 敏

　SIAF2017スペシャル・ビックバンドのバンドマスター（ゲストディレクター）は大友良英さん。バンドメンバー（企画メンバー）
に入れてもらえたのは光栄の至りです。バンマスの大友さんは作曲家とノイズや即興演奏に長けているばかりか、パフォー
マンスやサウンドインスタレーションも得意としています。人の話を「聴く耳」を持っている方で、バンドメンバーのそれ
ぞれの音を聴き分け、スコア（計画）を書き、そしてタクト（采配）を取り、これまでに見たことない国際展を奏でてくれました。

　私は、前回のSIAF2014には作家として「炭鉱の記憶」をテーマにした作品を展示しました。炭鉱遺産を活用したアー
トプロジェクトは2004年から継続してアートディレクターと作家を務めて、日本経済を支えた炭鉱の記憶をアートで掘り
起こして、地域の方 と々協働する地域活性化の一端を担ってきました。このような経緯もあり、2015年4月から札幌国際
芸術祭部会（SIAFコミッティー）のメンバーに加わりました。メンバーは飯田志保子さん、久保田晃弘さん、山田修市さん、
吉崎元章さんの5名。専門的見地から助言やサポートを行うのがミッションです。その中でも最も重要なのが、ゲストディ
レクター候補のリストアップ。前回の坂本龍一さんに匹敵する人材が求められます。挙げては消えの連続でしたが、事
務局提案で前回の国際展や八月祭で活動されて人柄や企画力に優れている大友良英さんの名前が挙がり、一同が大
賛成。大友さんの札幌の師匠である沼山良明さんに打診。沼山さんの頼みとあればと快諾されて、10月1日にゲストディ
レクター決定のプレスリリースの運びとなりました。11月10日に新宿にコミッティーと事務局が出向き大友さんと第一
回の打ち合わせを行い、ようやく始動しました。11月30日には札幌に来ていただき、歓迎会。その時の私のフェイスブッ
クには、「包容力があり人間力が大きく、人を楽しくさせ自然と人が集まる人を『人たらし』と言うらしい。（沼山さんご夫
妻談）これからの数年が楽しみ満載の予感。人 を々主役にして予祝を与える。その律儀さがいい。」と書かれています。

　それからが急ピッチで進み、2016年2月16日のSIAF2017記者会見に臨みました。バンマスは大友さん、秋元市長、
バンドメンバーが揃い開催概要が示されました。私たちバンドメンバー12人はさまざまなバックグラウンドから集めら
れて、大友さんの投げかけた「芸術祭ってなんだ？」に対してのそれぞれの応えが企画に反映されることになります。私
の企画案は札幌と北海道の至宝、円山公園企画などを構想。まずは閉館が噂されていたレトロスペース坂会館へ大友
さんをご案内。いたく感激されたようで「芸術祭は『レトロスペース坂会館』から学ばなければならないのだ」と「名も
無き人々の営みに対する、限りない愛情の集積なんだと思う。そして芸術祭たるもの、このようにあるべきなんだと、」と
SIAFブログに書かれました。私の企画案の名もなき市井の人々の賢人たちに着目した「大漁居酒屋てっちゃん」「北海
道の木彫り熊」「三松正夫の火山画」などの企画が、いわば大友さんと共犯関係で実施されるに至ったわけです。最終
的には「北海道秘宝館」「赤平住友炭鉱坑内模式図」、円山公園の「コタンペップロジェクト」（これは冨田哲司さんに企
画を担ってもらった）の7企画を実施しました。展示数と物量がとてつもなく多くて、出品作家さんの多大なる労力と尽力
のおかげで展示をすることができました。大友さんと上遠野、そして展示に応じてくれた人々の三者が絶妙なタイミング
で揃った、今しかできない唯一無比の展覧会になりました。とても楽しかった。

上遠野 敏  かとおの さとし

美術家・札幌市立大学教授

木野 哲也  きの てつや

ディレクター

1955年、福島県生まれ。札幌市在住。東京藝術大学、大学
院修了。札幌市立大学、大学院で教授。2004年から空知産
炭地域の炭鉱遺産を活用したアートプロジェクト「奔別アー
トプロジェクト2014」などのアートディレクター兼作家として
地域活性化に取り組んでいる。「ネ・申・イ・ム・光景」シリーズ
として日本全国の神仏の現れを撮影した写真作品にも取り組
んでいる。

1978年、北海道稚内市生まれ。北斗市出身、札幌市在住。
芸術文化分野におけるさまざまな領域の企画・制作・運営を
実践。各地域でのプロジェクトの経験を生かし、現在、まちづ
くり関連事業にも携わる。これまでに携わった主な企画・プロ
ジェクトとして、「飛生の森づくりプロジェクト/TOBIU CAMP」
（飛生アートコミュニティー、白老町、2011～）、「さっぽろ八
月祭2015」）など。

　「中心をなるべく作らない、いつも中心に入れない・入らない人たちもいることを忘れないこと、その周辺を見渡すこと」。
大友さんのいくつかのオーダーの中でも、この言葉を大風呂敷プロジェクトでは最後まで大事にしたいと思った。着想
から約2年「市民と一緒につくるって何だ？」をずっと考え続けた。作家が導く作品づくりではないし、明確なゴールが定まっ
ていたわけでもない。縫いたい、敷きたい、関わりたい、という市民の主体性を大切にしつつ、何かしら良き着地点を探
し続けようと考えていた。芸術祭のテーマの中で市民協働は一つの大ミッションでもあり、大風呂敷はそれを体現して
いくべきプロジェクトであった。一枚の布キレはどこかの家の押入れの隅っこや昔のデパートの袋なんかの中で長く眠っ
ている。布・糸の回収を市内約20カ所で始めたときに、布は旅をすると思った。布は姿・形・行き先や用途を変えながらも、
今回多くの市民の手によって表舞台で輝いた。布と布の出会いはコレクティブだしアンサンブルだなと感じ、このプロジェ
クトの懐の深さと未知数の可能性にドキドキもした。

　プロジェクト達成の最大の功労者は、大風呂敷工場へ集まり縫い続けた札幌市民の皆さんであると思うし、また延べ
2000名を超える市民を工場へ受け入れ続けた約11ヶ月間、その運営管理チームである仲間たちとの協働の物語りは
涙無しでは語れない。自分は工場の管理統括の立場でもあるが、むしろここに集う方 や々、仲間たちのモチベーションをキー
プし持ち上げ続けること、人と人のあいだに生まれていく雰囲気を感じ取っていくこと、尊重が大切だと思い続けていた。
僕個人としては、人に居場所があることの強さを再認識したプロジェクトでもあった。自ら選び足を運びたいと思える居
場所があることは、きっと日々の営みに潤いとなり、充実感となり、もしかしたらプライドになったり、暮らしのエネルギー
源になるんだろうと、参加者たちとのコミュニケーションの中で感じる場面も増えていった。他者と出会い認め合って仲
間になって、仲間のいる大切な場所が生まれる。それってすごく強いんだなぁと何度も感動した。

　全5公演が早々にソールドアウトとなったノイズ電車SAPPORO は、アングラインディでハードコアノイズでポップな
ヤツらとでも言うべきか、けど着実にプレイヤーとしての実績と新鋭企画を札幌で重ね続けているメンバーたちとの協
働制作を僕は望んだ。企画立案、ミュージシャン選考・交渉から当日アテンド、本番運営までの全行程をこのメンバーで
やり切ったことは大きな前進であったと思う。夜のススキノ発着、予測不能な約60分、貸切ワンマン、チラシポスターの
キレ具合など、ミステリアスさが演出感と期待感とにうまくハマっていた。相当にイカれた激しい回もあったが流血もな
く終えられホッとした。いつも優しく冷静な運転手さんたちへ、全公演終了後にたくさん御礼を伝えた。

　いろいろあって担当ではなくなったさっぽろコレクティブ・オーケストラは、途中までではあったが自分にはとても尊く
大切な時間だった。ありがとうございました。

コレクティブ・大風呂敷・ハードコア・アンサンブル・
ノイズ・オーケストラ・電車の旅 木野 哲也

大友ゲストディレクターによる坂会館視察 2017年3月に行われた大風呂敷サミット
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　私が担当していた会場はいずれも札幌の南区にあり、その行き帰りには必ず真駒内の街並を通り抜けます。真駒内
は1972年札幌冬期オリンピック当時の面影が今も残る緑豊かな郊外で、70’sな団地から芸術の森へと続く道のりは、
札幌の都市と自然の関係を体現するコンパクトなドライビングルートでした。それはまた、毛利悠子の新作インスタレーショ
ン「そよぎ またはエコー」のテーマを辿るようでもありました。

　毛利さんは、北海道の旅で得たインスピレーションから、作品がスカイウェイの環境と共鳴に至る道筋を、約1年かけ
てじっくりとつくっていきました。会場の選定から始まり、素材集めや制作まで、プロセスには毎回他者とのドラマチック
な関わりがあり、その物語の厚みが作品の土台を支えました。交渉には上遠野先生や事務局に大いに助けられ、またノ
ルウェーのカミーユ・ノーメントと坂本龍一のパフォーマンスも、ノルウェー王国大使館をはじめ多くの協力があって実現
できたイベントでした。けれどもなによりも、彼女のひたむきで貪欲なつくる姿勢が、周囲を動かしていったといえるでしょう。
たくさんの人を巻き込んでつくりあげた今回の経験によって、毛利さんはさらにスケールの大きいプロジェクトに挑む自
信をつけたことと思います。そして私は、毛利悠子という作家の「ここでしかできないものをつくりたい !」という欲望に乗っ
かって、普段会えない人に会い、行かないところへ行き、旅するようにSIAFを楽しみました。
　
　ところで、毛利さんはとあるSIAF2017のインタビューで、「アーティストが本気でつくってるから絶対に面白いものに
なる」と答えていました。その言葉通り、SIAF2017は作り手たちの祭典でした。作品を星にたとえて「星座」というキー
ワードが出されたのは少しあとでしたが、ひとつひとつの星に光を当てたのがSIAF2017だったと思います。星々の世
界では、さまざまなイベントが発生し、そこからたくさんの物語が生み出されていました。あまり語られることはないけれど、
こうしたいくつもの物語がそのプロジェクトを豊かにします。モエレ沼に広がった大風呂敷の光景が「市民とつくる芸術
祭」の象徴といわれた理由も、あの布ひと切れに関わった人々の物語があったからなのです。でもそれははるか遠くか
ら眺めれば、混沌とした銀河のようなものだったのでははないかと思います。「札幌国際芸術祭という芸術祭ってなんだ？」
という問いに私なりに答えるなら、惑う星々の集いです。それらはひとつの星座にはなることなく、バラバラのまま、美し
い混沌を形成していました。

惑う星々の集い
坂口 千秋

　私の役割は「芸術祭ってなんだ？」というテーマの中で芸術祭そのものの「デザイン」をどう位置づけるかから始まった。

　札幌でユニークなデザイン活動を続けてきたワビサビの工藤良平さんとCOMMUNEの上田亮さんをゲストに招いた
パブリックミーティングを開き、「SIAFデザインプロジェクト」の発足を確認したのが2015年2月17日。for SIAFの機
能を持つと同時にthrough SIAFであるような、芸術祭の開催によって更新される「デザイン体験」をいかに組み込んで
いくかを考えていくことになった。複数の色彩の組み合わせ、可変的なマークの採用などは、会場候補地を中心とした
街歩きのワークショップを経たもので、引き続き行われたパブリックミーティングでの報告や検証を重ねながら決定され
ていった。こうしたプロセスに接することがすべての市民の関心事に上ることはないかもしれないが、開かれた機会を
設けながら企画が進められたこと自体、大きな意味を持つものだったと考える。今後も継続され、SIAFの特徴として根
付いてくれることを願う。

　ワークショップを重ねることで「小学生デザイナーによるラッピング電車SIAF号」の実現にこぎ着けたことも特筆す
べき成果だろう。デザインは、ごく一部の人間の制作の範囲内で占有的に完結するものではそもそもない。接した人々
の体験としてどうだったかが問われるべきものである。時代的な流れの中で、ある種の競争原理によってより洗錬化さ
れたいくつかの特例が「先端的なデザイン」「優れたデザイン」と目された状況もかつてはあった。しかし、そうしたデザ
イン観自体もう過去のものと言わざるを得ない。「SIAFデザインプロジェクト」で確認できた重要な点はそこだろう。中
でも「札幌デザイン開拓使 サッポロ発のグラフィックデザイン～栗谷川健一から初音ミクまで～」開催の意義は大きかった。

　今後の課題があるとするなら、グラフィックだけでなく建築やプロダクト、ファッションなども含めた、より広い範囲の「デ
ザイン」を射程に入れたテーマをいかに設定できるかではないか。コンテンポラリーアートに特化した芸術祭もあってい
いわけだが、SIAFの意義が領域横断性にあることは間違いない。とすれば「デザインをどう位置づけるか」も問われ
続けるべきテーマだろう。国内のドメスティックな力関係などによるのではない、世界性を持った提案を探ること。その
ためにローカルゆえの豊かさを手放さないこと。今後もその認識は踏まえてほしい。

SIAFデザインプロジェクトについて
佐藤 直樹

坂口 千秋  さかぐち ちあき｜コーディネーター 佐藤 直樹  さとう なおき｜アートディレクター/多摩美術大学教授

鹿児島県出身。現代美術関連のコーディネーター、企画、編集、ライターなど。美術館から屋上まで
さまざまなアートの現場に関わる。2014年、さっぽろ天神山アートスタジオの立ち上げスタッフとし
て半年間札幌に滞在。「プロジェクトFUKUSHIMA!」美術部メンバー。アート＆カルチャーマガジン
『VOID Chicken』共同編集発行人。

1961年、東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美
学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。
1998年、アジール・デザイン（現Asyl）設立。個人展示として、「秘境の東京、そこで生えている。」（3331 
Arts Chiyoda、2017）。

モエレ沼公園 音楽＆アート解放区 第3回デザインミーティング毛利悠子 視察の様子 第1回デザインミーティング
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　私の活動は、大友さんからお誘いを受けてから、市民参加を含むさまざまの企画提案や「まちなか」企画としての狸
小路商店街の会場探しから始まった。しかし、解体予定の巨大ビルやビル上階の空きスペースなどの有力候補がだめ
になり、スペース探しは至難の技だった。そこでまずは専門の映像を中心に、60年代、70年代のテレビを題材に企画し
ようと考えた。それは、ネットなどの新しいメディアが今、青春期であるように、TVの青春期を考えることが、今に繋が
る表現の原点を探ることになると考えたからだ。

　今野勉さんと長沼修さんを約一年前にお招きして、街中の下見とTV表現を巡っての議論を重ねて、まとめていった。
それは「TVは生だ」との今野さんの言葉に象徴されるように、メインの「根源的なTV表現を再発見する」イベントを中
心に、小さなスタジオから放送番組をネット配信し、狸小路商店街の協力店に設置したテレビジョンに生放送する試みだっ
た。商店街の大きな街頭テレビジョンには、技術的な制約でできなかったが、約40日間連夜のスタジオの番組制作には、
札幌在住のフリーキャスターや、アーティスト、CMディレクター、高校教師などが参加して、会期中、回を重ねるごとに
多様な表現が広がっていった。また札幌の放送局の現在を透視する番組や作品を見て議論する「TVはどうなる」シリー
ズは、芸術祭だけで終わることなく、TV局の意欲的なメンバーによるネットワーク作りに広がる可能性がある。

　また芸術祭のCMを作る「CM映像制作ワークショップ」は、ICC（インタークロス・クリエイティブ・センター）主催で、大学・
高校生30名が、5チームにわかれて半年かけてCMを制作し、大友さんが作曲して音楽をつけてくれ、道内各地の映画
館や公共施設で多くの方に見ていただいた。

　このように、多くの市民の参加や協力によって企画が形になったが、芸術祭全体としても、さまざまな形での市民参加
が成果の一つだろう。芸術祭は創造都市を目指す札幌の事業の一つだが、（公募企画の）市民プロジェクトに100近い
応募があったことが象徴するように、創造都市とは、アーティストだけでなく、市民が創造的な活動をする「場」を創るこ
とも大きな柱なのだ。2回の芸術祭で萌芽が出た市民の創造的参加を、2018年にオープンする札幌市民交流プラザが
引き継ぎ、文化を活用したまちづくりとして、芸術祭とともに歩んでいくことを望んでいる。

「狸小路TV」と、文化を活用したまちづくり
中島 洋

　「芸術祭ってなんだ？」疑問符から始まったSIAF2017。世界で開催されている国際的な芸術祭でこのようなテーマを
見たことはありません。その問いに対して、正解が一つである必要はないと大友ゲストディレクターは語り、さらに国際
性とは多様性だとも言っています。私も過去、大小いくつか国際展に関わってきた経験があることから、正直このテーマ
を聞かされた時は驚きました。一般論としてテーマには具体的なイメージを示す言葉があり、その言葉やイメージに対し
て深く掘り下げる思考、問題、課題、疑問などを、創造性を通じ表現するのがアートプロジェクトの常であり、芸術祭その
ものに？マークを用いるのは「何かとは何か？」その「何」とは何だ？みたいな究極の哲学を与えられた印象でした。それ
に増して私が担当企画したのは「まちなかエリア」すすきのでしたので、当然、まちにはその場所ごとの歴史や顔があり、
それを無視することはできず、そのまちの顔の中に「芸術祭ってなんだ？」を表現することになるわけです。「札幌とは？」「す
すきのとは？」そこで開催する「芸術祭ってなんだ？」が重なり合い「？疑問符」の三重奏を上手く演奏するのが私のバン
ドメンバーとしての役割でした。そこで大友さんの言う「正解がひとつである必要はない、多様性が重要」という言葉を
踏まえ、私なりにテーマを考えてみることにしたのです。

　日本のルーツと言われる縄文文化は、一説によると主語を持たない言葉を使い、あなたと私という区別もなく何かを
所有することも比較することもなくすべては地球や宇宙と一体化し、それは人間だけではなく動物も植物も鉱物もすべ
ては同じく平等とされすべてを受け入れ共有していたと言われます。それはその後の神道にも通じており八百万（やお
よろず）の神で表すすべてのものには霊生、神が宿るという独自のアミニズムや何でも受け入れる多様性に繋がり、現
在でも日本のポピュリズムにみられます。12月にはクリスマスで教会へ、正月は神社、2月はバレンタイン、お盆はお寺
さん、10月はハロウィンでお祭り騒ぎ。ある意味、節操がないというか、外国の人からみれば、サンドイッチにご飯と生
クリームをはさめ、ビールに納豆を入れて一緒に飲んでるみたいに思う。これは海外ではまったく理解できない現象です。
神道では八百万（やおよろず）の神が存在し日本の人口がまだ100万人の頃に800万いたのですから、1人にもれなく8
人の神様がいたわけです。なのでその後、インドから中国を渡ってブッダさんが入るも受け入れ、ヨーロッパからキリス
トさんが入ってきても受け入れる。なにせ八百万もいるのだから一人二人ぐらい増えたってどってことないわけです。だ
からと言って外国ものを軽視しているわけではなく祭にするということですべてのものに感謝している。この多様性を重
視し何でも受け入れる日本人独自の穏やかな姿勢は今回の芸術祭にも活かされています。内容を振り返ってみると美術、
音楽、演劇、映像、ダンス、メディアアートと大きくジャンル分けすることはできますが、その中身は千差万別。それぞれ
の企画者、アーティストがそれぞれの「芸術祭ってなんだ？」を見事に試みており、他に類のない多様性のある全方位の
芸術祭ができたのだと思います。

　最後になりますが、昼夜問わず懸命に芸術祭を支えてくれた行政のみなさん、スタッフのみなさん、そして今回のテーマ
「芸術祭ってなんだ？」にありがとう。

？ マークが与えてくれたありがとう
端 聡

中島 洋  なかじま よう｜シアターキノ代表

1950年生まれ、札幌市在住。大学時代より、実験映画制作や自主上映を始め、アート、演劇、舞踊な
どさまざまな表現に関わる。1992年に市民出資によるミニシアター「シアターキノ」を設立。札幌市
文化芸術基本計画検討委員など、文化行政の委員も多数務める。札幌初の国際的な芸術祭を目指
す札幌ビエンナーレ・プレ企画では企画制作委員長。SIAF2014ではボランティアとしてアート・カフェ
を担当する。

SIAF2017CM映像制作ワークショップ狸小路TV

端 聡  はた さとし

美術家・アートディレクター

1960年、北海道岩見沢市生まれ。札幌市在住。札幌を拠点
に活動する美術家。1995年ドイツ学術交流会DAADの助
成によりドイツに滞在して以降、国内外で多数の個展、グルー
プ展に出品。2004年、札幌文化奨励賞を受賞。2012年、
北海道文化奨励賞を受賞。SIAF2014では地域ディレクター
として企画に加わる。「あいちトリエンナーレ2016」に参加。

《Intention and substance》
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　私は、前回SIAF2014で、プロジェクトマネージャーとしてチ・カ・ホ会場を中心に作品制作の現場を担当し、その縁から
2015年よりSIAF2017開催に向けて準備をする事務局の一員、つまり裏方となった。そして、大友さんがゲストディレクター（以
下、GD）に決定し、さっそく主軸となる企画メンバーに声がけを始めた時期に、「現場の裏方もメンバーに」という思いがけ
ない発想から企画メンバーに加えていただいた。そのため、メンバーと言えども、企画を立案し実現させるのではく、GDや
メンバーの企画を実現させる可能性をできる限り広げる役割（実際には状況の調整と多く事務作業）としてSIAF2017には
関わった。この立場で改めて大友GDが掲げたテーマを考えてみたい。

　「芸術祭」という言葉のイメージや捉え方は個々人によって異なる。日本全国で多数の「芸術祭」が開催される昨今、団
体ごとの設立背景、地域固有の特性などがさまざまに反映され、それこそ多様な形式を楽しむことができる。その現状、そ
して札幌での実状、はたまた芸術という概念の根本問題など異なる切り口を見出せるこの問いをテーマとして掲げたことは、
大友さん自身も考えながら芸術祭を作りあげていきたい宣言であると私は捉えた。そして、事務局は、このテーマとそこか
ら導き出されるアイデアをできる限り具現化することを軸に開催に向け、邁進した（と個人的には思っている）。SIAFの事務
局は行政の職員と私のような外部スタッフの混淆チームで、一緒くたになって準備を進める。そのため、事務局といっても
考えややり方は一枚岩にはいかない。そして事務局というのは、基本的にプロジェクトの制御や、管理を試みるが、個人的
にはそういった制限を感じさせないように立ち回ってみた。その理由は、札幌国際芸術祭の基本構想の展開方針に掲げら
れている「最先端の芸術表現」の紹介を担保したかったからである。ここで私は、アーティストであるGDが出す方向性、や
りたいことこそ「最先端の芸術表現」となりうるものだとしている。これはあくまで仮定であり、確信ではない。だが、誤想
でもないだろう。それは、SIAF2017が位置付けられ、どのような成果があったかは、まだまだ先にならないとわからない
からだ。だが私はこれを無責任な発言だとは思わない。

　個人的なことで恐縮だが、私は東京の現代美術館の目の前で育ち、高校生で見た開館記念展で現代美術がわからなす
ぎて強い興味を持ったことから、美術史の専攻を選ぶことにした。そして、論文のテーマを検討している時に、教授陣から
美術史として検証するなら1950年代ぐらいまでを研究対象にというアドバイスをもらったことを思い出す。そんな自分が
今SIAF2017の事務局にいる。

　自分の経験から私が勝手に理想とする芸術祭のインパクトはここにある。限られた会期や内容でも強烈なインパクトや
影響が必ずや誰かに届いているかもしれないのだ。だが、それはすぐに検証できないし、ましてや美術史的価値なんて（今
回はそんな価値はむしろ否定されているのも理解している上で）、少なくとも半世紀ほど待つことを求められる。つまり「最
先端」の明確な定義は難しいからこそ、その具現者がアーティストであるはずと仮定する。だからこそ、裏方としては、アーティ
ストが自由に動いてもらえる環境づくりが、絶対的な勝負であり、これこそが一番の醍醐味だったと感じている。

　2017年の札幌における「芸術祭ってなんだ？」という答えは、今回だけで出せるものではなく、むしろこれからにかかっている。

芸術祭ってなんだ？
細川 麻沙美

　前年度（2016年度）の7月と1月に「ウポポピクニック」という、対象は5歳から小学校3年生まで、ワークショップを行っ
た後に全員でお弁当を食べ、アイヌの歌を歌いながら中島公園内を行進するイベントを行いました。1月には大人も対象に、
雪の降るすすきの交差点をバッタの踊りを歌い踊りながら渡るイベントも行いました。

　8月4日・5日、プレイベントで行われた「さっぽろ八月祭」では、八月祭スペシャルビッグバンドのメンバーとして盆歌
を歌いました。8月23日から26日までは「raprap」という、アイヌ音楽とコンテンポラリーダンスのコラボ作品を、韓国
と日本で創作活動をしている振付師・ダンサーのチョン・ヨンドゥ、札幌を拠点に活動するダンサー東海林靖志とマレウ
レウが演出を行い、5名のダンサーと共にシアターZOOにて4日間で5公演行いました。この作品は人間の一生をテー
マとしており、今年で2度目の公演となりました。前回に行った際はダンサーは2名だったのですが、今回は3名増やし、
ダンスの幅が大きく広がりました。

　9月3日には「マレウレウ祭りin SIAF2017～目指せ100万人のウポポ大合唱～」を札幌芸術の森野外ステージで行
いました。マレウレウ祭りは2011年から行われているイベントで、毎回多彩なゲストを招いてライブを行い、会場のお
客様と一緒にアイヌの歌を歌うものです。今回はトンコリ奏者のOKI、大友良英、原田郁子、台湾原住民のチーム台東
好歌隊を招きました。各アーティストがライブを行った後に会場全体でワークショップを行い、それから全員でのセッショ
ンをしました。セッションの最後には会場のお客様が一つの大きな輪をつくり、全員で踊っていたのが印象的です。

　企画メンバーとしてではないですが、円山公園で行われた「コタンペップロジェクト」にも、アイヌ文化アドバイザーと
して関わらせていただきました。このプロジェクトは、円山公園に「クチャ」というアイヌの仮小屋を大風呂敷の生地で
模したものをいくつも建て、小さなコタン（村）をつくろうというものでした。

　今回の芸術祭で私が関わったものは、全体を通して「人を巻き込む」というのが大きなテーマとしてありました。共に歌い、
踊り、話し、考える。演者と観客との境があいまいになり、参加することが共演することと同じ、全員が演者であるという
気持ちでした。それは、私が関わっていない多くのプロジェクトでも見えたものです。私にとっての今回の芸術祭は、境
界をあいまいにし、誰もが無関係ではないと思わせるものでした。

札幌国際芸術祭2017を振り返って
マユンキキ

細川 麻沙美  ほそかわ あさみ

コーディネーター

1977年、東京都生まれ。大学にて芸術学と美術教育を学ぶ。
卒業後、アーティストやキュレーターを支える立場で展覧会制
作・運営に関わる。2005年、モエレ沼公園グランドオープン
時の「イサム・ノグチ展」東京展を担当。SIAF2014には、プ
ロジェクトマネージャー（メディアアート担当）として参加。

2017年5月11日の記者会見

マユンキキ  まゆんきき｜「マレウレウ」メンバー・アイヌ語教師
1982年生まれ。北海道旭川市出身。札幌市在住。アイヌの伝統歌「ウポポ」の再生と伝承をテーマ
に活動する女性ヴォーカルグループ「マレウレウ」のメンバー。さまざまなリズムパターンで構成される、
天然トランスな感覚が特徴の輪唱など、アイヌがルーツとなるウポポを忠実に再現するアーティスト。

マレウレウ祭り in SIAF2017夏のウポポピクニック
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　普段モエレ沼公園に従事する筆者は、ホームであるモエレ沼公園会場の企画運営に携わった。企画メンバーが選定
されてほどなく発表された大友ゲストディレクターによるキャッチーかつ内省を促す「芸術祭ってなんだ？」というテーマは、
結果、企画するメンバー各々の趣向、思想、個人史からはじまる歴史へと還っていくものが主たる企画となったわけだが、
当園の企画もまた同様に、筆者がこれまで取り組んできた展覧会が下敷きとなり、生まれていったものだ。この公園が
ひとりの作家の作品としてある以上、そこにひとときでも展示される作品は、この場所について言及する展示内容に至る
のは必然ではないか。単に「サイトスペシフィックな作品」という以上の、場と思想に関わった内容を求め、公園の歴史
や基本設計者であるイサム・ノグチのアイデアを現代の作家が換骨奪胎し、新しい作品を生み出していくことを中心に据
えた構成となった。その上で、大友ゲストディレクターが目指す芸術祭を実現するために、さまざまな条件を見定めなが
ら企画を進めた。最終的に、公園のシンボルである屋内施設ガラスのピラミッドをメイン会場に、9組の作家による新作
10点と旧作2点、計12作品が出品された。

　館内の様子はというと、松井紫朗氏の生み出したバルーン状の彫刻空間を巡り歩けば、大友良英氏、青山泰知氏、伊
藤隆之氏による不穏な音の森と出会う。伊藤隆介氏の手ほどきによって公園から地層へ潜り進むと、地下だと思ってい
たのが実は上空へと向かっていたことに気づく。そこではARSTAT×SIAFラボによるイマジネーションの宇宙へとダイ
ブすることができる－といったわけだ。展示空間内で、環境的にも内容的にもそれぞれ作品が干渉しあって欲しいとい
う難しい依頼となったが、作家には粘り強く協議していただき、互いの作品世界が共鳴しあう大きな空間が生まれた。

　屋外では、伊藤隆介氏の100台以上の廃自転車を山へと設置した労作《長征－すべての山に登れ》と大黒淳一氏と
SIAFラボによる環境デバイスを用いて水面に波紋を生み出す《沼紋》を展示した。これらに加えて屋外では、ARTSAT
×SIAFラボが会期中と会期後に二度パフォーマンスを行った。この通称SPACE-MOEREプロジェクトは、今回の展示
作品の中で、最もこの公園に隠されたコンセプトを引き出したと言えるだろう。ノグチの夢見た空からみる彫刻作品とし
てのモエレ沼公園。成層圏まで気球を使って送り出されたモジュールが我々の代わりにそれを見て、地上にいる我々の
もとへと信号を送り返す。音を介してはるか遠く宇宙と呼ばれる彼方と行われるその詩的なやり取りは、我々のいる世界
を拡張していった。いずれの作品にも展示に至るまで難しい局面が多くあった。最後まで妥協なく誠実に制作に取り組
んでいただいた各作家、そしてそれを支えた事務局スタッフには本当に感謝したい。

　今回の芸術祭で目指された民主的で自由な創造活動は、美術館や公共施設 /公共事業という輪郭のはっきりした場
の枠が溶けだして周縁に滲んでいくような機会を生み出した。出入り自由 /誰も拒まない /風通しの良い…それはそもそ
も公園という場の特徴とも重なる。モエレ沼公園という場が今回の芸術祭の「はじまりの地 *」だとすれば、それはどこ
へと向かって行くのだろうか。次に続く道がいかなるものになるのか、見守っていきたい。
 *大友ゲストディレクターのコメントより

はじまりの地、モエレ沼から
宮井 和美

　大友良英ゲストディレクターのもと、「キュレーター」ではなく「バンドメンバー（企画チーム）」が招集された札幌国際芸術
祭2017。市民が主役となり即興的に祭りを立ち上げることがコンセプトであるこの芸術祭に、「外から来た現代美術のキュ
レーター」という異物が何をすべきか。結論として試みたのは、担当した芸術の森会場と北海道大学博物館での二つの会
場において、本来は過去の時間（＝ガラクタ）に属する「展覧会」というメディアを、そのつど生まれ変わる新たな経験（再生
＝NEW LIFE）の場として更新することだった。

　芸術の森会場は「NEW LIFE リプレイのない展覧会」と題した。森全体に作品を展開した5人の作家たちは、いずれも音
の表現を入り口として、伝達手段としてのメディアを、単に過去の時間を「再生＝リプレイ」させるためではなく、今ここにし
かない瞬間を共有する手段として、その新しい使い方を発明してきた表現者たちである。

　クリスチャン・マークレーの展示は、若き日の大友良英に大きな影響を与えた「Record Without Cover」から始まり、都
市の再生（リサイクル）と過去の再生（リプレイ）とを重ね合わせる新旧の作品で構成した。また、副島輝人、沼山良明の企
画による86年の初来札以来の、大友をはじめとする日本の実験的な音楽シーンとの交流を辿るアーカイブにより、この芸術
祭の持つ文化的な文脈を明示した。マークレーは芸術祭初日に大友と札幌で見つけたガラクタを楽器とする即興的なセッショ
ン「Found Objects」を行った。刀根康尚は、アポリネールの「雨が降る」の朗読の音滴が空から降る作品を制作。言葉と
いう記号＝代理物でしかないものを、鑑賞者それぞれの体験の中でそのつど意味を発生させる物理的な存在として立ち上げ、
「現在」という捉えがたい瞬間に輪郭を与えることを試みた。刀根はまた、再生メディアを新たな瞬間の生成へと変換させ
て来た試みの最新の成果として、複数の刀根のAIが観客の動きに反応しつつ演奏を行うコンサート「AI Deviation」を開催。
観客の恊働によって作者という固定的な主体の解体を試みた。∈Y∋は、完全遮光の空間の中に、自らの手で打った膨大
な数のドットにより、ドッカイドー（・海・）と名付けられた光の海を出現させた。個人の感度により視覚体験が異なるという、
言わば観客の中で自己生成する作品の展開を試みた。最終日には会場中心に水槽を設置し、∈Y∋本人が日本の北南中
心から採取した水の中に浮遊しつつ、その流れをセンシングして音に変換する「ドット・リーム」を開催した。鈴木昭男は、野
外美術館全体に彫刻に耳を澄ますポイントを巡る「点 音（おとだて）」を展開。芸術の森美術館入り口には台座状の「き い 
て る」を設置し、耳を澄ます人が他者にとっては「彫刻」にもなるという、「聴く」「見る」の間の領域を提示した。有島武郎
旧邸には、世界各地の「点 音」のアーカイブを展示。自らの作品を巡りつつの鈴木とダンサーの宮北裕美とのパフォーマン
スも行った。藤田陽介は、アメリカミズアブの幼虫を飼育・繁殖させ、その生死の循環の営みを可聴化させたサウンド・イン
スタレーションを森の一角に設置。今この瞬間に生成し、他者の生との共振を誘う新しい「音楽」の出現を試みた。

　北海道大学博物館の吉増剛造展「火ノ刺繍－石狩シーツの先へ」では、この地で生み出された吉増剛造の代表作である「石
狩シーツ」を巡るヴィジョンを、札幌の人たちとの交流も含む過去の資料と新作映像を織り交ぜつつ空間に展開した。中心と
なる《石狩の時間の皺皺皺皺…》は、石狩河口での吉増の「石狩シーツ」全編朗読を映像・音響作品として構成した新作である。
過去を読み替え「その時にしか始まらない瞬間」の偏在として現在の時間を編み続ける吉増剛造という存在を、再生メディア
によっていかに現前させるかの挑戦といえる作品となった。会期中には、空間現代と鈴木ヒラクをそれぞれ招き、即興的なセッ
ションを行った。

ガラクタの再生－展覧会というメディアの更新
藪前 知子

宮井 和美  みやい かずみ

キュレーター

藪前 知子  やぶまえ ともこ

キュレーター

1978年、北海道生まれ。札幌市在住。2001年金沢美術工
芸大学美術工芸学部美術科芸術学専攻卒業。2003年から
モエレ沼公園学芸員。公園という開かれた場での創造活動
の可能性を探る。専門はコンテンポラリー・アート。

1974年、東京都生まれ。東京在住。東京都現代美術館学芸
員。2004年から展覧会やコレクションの仕事に携わる。キュ
レーションの他に、雑誌などに寄稿多数。現代美術に留まら
ず、ファッション、音楽など周辺領域の境界にあるようなジャ
ンルに規定されない表現についての仕事も多い。これまで担
当した主な展覧会は、「大竹伸朗 全景 1955-2006」（2006）、
「山口小夜子 未来を着る人」「おとなもこどもも考える ここ
はだれの場所?」（2015）、「MOTサテライト 2017春 往来往
来」（2017、以上東京都現代美術館）など。

ARTSAT×SIAFラボ　気球に搭載したカメラが撮影した画像 吉増剛造「火ノ刺繍－「石狩シーツ」の先へ」
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Mr. Otomo Yoshihide assumed the post of guest director of the Sapporo In-
ternational Art Festival (SIAF) 2017 in the autumn of 2015, and band members 
(project members) were selected. I have had a close friendship with Mr. Otomo 
for 33 years, and I joined SIAF2017 as the executive advisor. After around two 
years of preparation, the 57-day event successfully ended. 

The advisor is an important position, and was a role previously filled by the re-
nowned Asada Akira in SIAF2014. I confess that I felt pressure and confusion 
upon taking up my position. I have long been active in the music scene, but I 
am not familiar with art as a whole. However, I took charge of the music at Sap-
poro Pre-biennale 2011 and SIAF2014 and in the process came together with 
people from other fields. I have also seen Mr. Otomo's "Ensembles" exhibitions, 
which have taken place for more than 10 years in Sendai, Mito, Tokyo and other 
places, and I had a strong desire to hold that exhibition in Sapporo. So, I decid-
ed to support the art festival directed by Mr. Otomo however I could. 

After almost all the projects, including the publicly sought projects, were de-
cided, and their preparation had started, there were some tough moments 
between Mr. Otomo and the Secretariat and local staff due to a lack of commu-
nication. However, together they solved the problem to build a trusted relation-
ship before the opening of the event. 

When I saw works in the venues before the opening, I was impressed by the 
scenes responding to Mr. Otomo's theme, "How do we define 'Art Festival'?" 
and the sub-theme, "When bits and pieces become asterisms." Numerous live 
events and projects that involved both children and adults, including the Sap-
poro Collective Orchestra, the O-furoshiki Project and guerilla performances, 
were held almost every day. I think this was a creative and exciting art festival 
created by Mr. Otomo that could be experienced only in Sapporo. 

The room for the NMA Live Video Archive was established in the Shiryokan at Mr. 
Otomo's suggestion. There, I met many visitors from Hokkaido and elsewhere 
who were impressed by the archive. This became a lifelong treasure for me. 

SIAF2017 was filled with wonderful exhibitions and events. How to develop it 
into the next edition will be a challenge for the future. I hope that the bases in 
the city center, Chi-Ka-Ho and the Sapporo Community Plaza will be utilized to 
widely spread the appeal of the art festival to many people.

I have been involved in the Sapporo International Art Festival (SIAF) for more 
than five years, since the preparation stage of the first edition in 2014.

In SIAF2014, as a project manager, I was mainly engaged in providing underly-
ing support for the art festival, such as managing pre-projects and volunteers 
and operating participatory programs. In SIAF2017, as a project member, I was 
more involved in the artists and expressionists taking part in the Streetcar Projects 
and the planning and coordination of the Art projects based in the Shiryokan.

SIAF2017, where I resonated with Otomo's style
Numayama Yoshiaki

Lasting feeling after SIAF2017
Urushi Takahiro

Numayama Yoshiaki
NMA Concert Organizer

Urushi Takahiro
Coordinator

Born in Yuni, the Yubari District of Hokkai-
do in 1944. Now living in Sapporo. A piano 
tuner by trade. An encounter with the jazz 
critic, Teruto Soejima, in the late '70s was 
one of the main catalysts for him to devel-
op an interest in avant-garde music. When 
he finally joined the International New Jazz 
Festival Moers in Germany in 1983, he be-
came aware of the gap in music exchange 
between Japan and the rest of the world, 
which inspired him to form the group 
called NMA (abbr. of NOW MUSIC ARTS) in 
the same year. The group has been orga-
nizing projects and concerts to introduce 
cutting-edge music in Japan and abroad 
to Sapporo.

Born in Hokkaido in 1977. Now living in 
Ishikari. Representative director of the 
AIS Planning Incorporated Association. 
Managing the Artist-in-School project for 
various regions in Hokkaido as a coordina-
tor, and engaged in many art and cultural 
projects. He took part in SIAF2014 as the 
project manager for volunteer administra-
tion and center of activity project.

To share my personal opinion, I had a sense of accomplishment when SIAF2014 
ended (I had got a feeling of exhaustion at the same time). In SIAF2017, how-
ever, I don’t feel any sense of accomplishment. It may be partly because of 
the difference in my role, but it is probably not the main reason. Looking back, 
SIAF2014 had a pyramid structure with contemporary art exhibitions at its 
center while SIAF2017 had a structure in which there were no boundaries of 
genres nor difference between "main" and "sub," and all elements existed side 
by side and blended together.

In SIAF2017, which had an unprecedented large number of events and pro-
jects, art welled up from the voluntary thoughts, ideas and actions of artists in 
ke (informal daily situations) rather than hare (cheerful formal situations). If such 
situations and expressions were an extension of daily activities and functioned 
as an opportunity to review things rooted in life, then this is what we have con-
tinuously considered through the activities of SIAF Lab, which started in 2015, 
and it makes sense that I did not have the sense of accomplishment that I felt in 
SIAF2014 by creating an extraordinary atmosphere. In other words, I have now 
realized that an endless project started after the end of SIAF2014.

SIAF2017 convinced me that one situation that is out of our control and con-
tains various phenomena is our daily life, and that freewheeling thinking and 
expressions that smooth over (or overcome) boundaries and hurdles exist in 
such out-of-control chaos. I would like to continue my activities in anticipation 
of sharing such a feeling with as many people as possible. 

The bandmaster (guest director) of the SIAF2017 Special Big Band was Mr. 
Otomo Yoshihide. It was a great honor for me to work as a band member (pro-
ject member) under him. As a bandmaster, Mr. Otomo is not only skilled at 
composing, noise music and improvisation, but also good at performing and 
sound installation. With an ability to listen to others, he earnestly listened to 
each member's ideas, created a score (plan) and waved the baton to create a 
never-seen-before international exhibition.

In SIAF2014, I exhibited a work as an artist on the theme of the "memories of 
coal mines." As an art director and artist, I have been involved in an art project 
using coal mine heritage sites since 2004. I have dredged up the memories 
of coal mines, which supported the Japanese economy, in the form of art and 
have worked with local people for local revitalization. Under these circumstanc-
es, I joined the SIAF Committee in April 2015. There were five members, Ms. 
Iida Shihoko, Mr. Kubota Akihiro, Mr. Yamada Shuichi and Mr. Yoshizaki Motoaki 
and me. Our mission was to give advice and support from a technical perspec-
tive. The most important task was to list candidates for the guest director. We 
needed someone with talent comparable to Mr. Sakamoto Ryuichi, the guest 
director of the previous event. Numerous candidates were listed and ruled out, 
but when the name of Mr. Otomo Yoshihide was mentioned by the Secretari-
at, all couldn't agree more, because of his great personality, excellent planning 
ability, and involvement in the previous edition and the August Festival. We ap-
proached Mr. Numayama Yoshiaki, who has long been the mentor of Mr. Otomo 
in Sapporo. Mr. Otomo willingly consented to our offer, saying that he couldn’t 
say no to Mr. Numayama, and a press release announcing him as guest director 
was issued on October 1. The Committee and the Secretariat visited Shinjuku 

SIAF2017–a flexible international exhibition led 
by a bandmaster
Katono Satoshi

Katono Satoshi
Artist / Professor of the Sapporo City
University

Born in Fukushima in 1955. Now living 
in Sapporo. He studied sculpture at the 
Tokyo University of the Arts and at its 
graduate school. He is a professor of the 
Sapporo City University and its graduate 
school. He has been carrying out regional 
revitalization art projects such as "Ponbet-
su Art Project 2014" (Mikasa, Iwamizawa, 
Yubari), in which he utilizes former coal 
mines in Sorachi since 2004 as both an 
artist, and an art director. He has also been 
working on the photographic series "Kami, 
Hotoke, Kokei" (God, Buddha, Sight), tak-
ing images of Shinto and Buddhist deities 
from all around Japan. 

NMA Live Video Archive

NMA Live Otomo Yoshihide Special 3days

SIAF CAMP SITE PROJECT "URANIWA"

SIAF Lab editorial office × SAKANA PRESS
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"Try to not to form the center, and do not forget that there are people who can-
not or do not enter the center of the project. Look over the surrounding area." I 
wanted to utilize these directions from Mr. Otomo in the O-furoshiki Project. So, 
I thought about "what is creating with local residents?" for about two years from 
the initial planning of the O-furoshiki Project. The O-furoshiki Project was not 
created by artists and no clear goal was set. I tried to find a good way to man-
age the project while respecting residents' initiative and desire to participate in 
the project to sew and spread out large furoshiki. Collaboration with residents 
was a major mission of the art festival, and O-furoshiki was a project that em-
bodied that mission. Pieces of cloth are lying in the corner of someone’s closet 
or an old department store shopping bag. When I began to collect pieces of 
cloth at around 20 places in the city, I thought cloth undergoes a journey. In the 
process of changing its shape, form, destination and purpose, pieces of cloth 
were displayed by many local residents. I felt the patchwork of pieces of cloth 
showed the collective effort of people like an ensemble. I was also excited 
about the generosity and unknown possibility of the project. 

Sapporo residents who continued to sew at the factory deserve the lion's share 
of the credit for the project’s success. We accepted more than 2,000 local resi-
dents in total at the factory over about 11 months. I cannot tell the story of this 
collaboration with management team members without tears. Although I was 

Kino Tetsuya
Director

Born in 1978 in Wakkanai, Hokkaido. From 
Hokuto, now currently living in Sapporo. 
He has been involved in various projects 
related to arts and culture. With his experi-
ence in implementing projects for different 
regions, he also is involved in businesses 
related to city planning. Major projects he 
has been involved include "TOBIU CAMP" 
(Tobiu Art Community, Shiraoi, 2011-) and 
"Sapporo August Festival 2015".

on November 10 to hold their first meeting with Mr. Otomo. On November 30, 
Mr. Otomo was invited to Sapporo for a welcoming party at Onobeka. At that 
time, I wrote on my Facebook page, "A man who is tolerant and broad-minded, 
and who makes people happy and attracts people, is called 'hitotarashi' (accord-
ing to Mr. and Mrs. Numayama). I anticipate a lot of fun in the upcoming years. 
He spotlights other people and praises their efforts. He is such a faithful man."

Things went well at a fast pace, and a press conference for SIAF2017 was held 
on February 16, 2016. Mr. Otomo, Mayor Akimoto and band members were 
present at the press conference to provide an outline of the event. We, 12 band 
members with different backgrounds, were required to answer Mr. Otomo's 
question, "How do we define 'Art Festival'?" and then reflect our answers on 
SIAF’s projects. I planned Sapporo and Hokkaido: Three Great Treasures from 
Each, a project in Maruyama Park and other projects, and took Mr. Otomo to 
the Retro Space Saka Hall, which was rumored to be closed. He was deeply 
impressed and wrote on the SIAF blog, "We have to learn from the Retro Space 
Saka Hall in the art festival," and "It is an accumulation of boundless love for 
the activities of nameless people. This is the way an art festival should be." My 
plans that focused on nameless ordinary people, such as Tairyo Izakaya Tec-
chan, carved wooden bears in Hokkaido and images of Mt. Showa-shinzan in 
eruption painted by Mimatsu Masao were implemented in collaboration with Mr. 
Otomo. Eventually, seven projects, including Hokkaido Hihokan, Akabira Sumi-
tomo Coal Mine Heritage: Underground Mine Map, and the Kotan-pet Project in 
Maruyama Park (this was planned with the help of Mr. Tomita Tetsuji) were im-
plemented. There were an astonishing number of exhibits and a huge amount 
of material. The exhibits were displayed thanks to the great labor and effort of 
participating artists. Mr. Otomo, myself and artists who offered works gathered 
in a finely timed manner to stage unique exhibitions that could be held only at 
that time. It was a lot of fun.

Collective, O-furoshiki, hard core, ensemble, noise,
orchestra, tram trip
Kino Tetsuya

responsible for the management and control of the factory, I continued to think 
that it was important to keep residents and team members motivated, feel 
the atmosphere among people and respect them. Through this project, I reaf-
firmed the strength of people who have a place where they belong. Through 
communication with participants, I often felt that having a place where they 
choose and want to go enriched their day-to-day lives and gave them a sense 
of pride and energy. People met other people, respected each other and made 
friends, creating an important place where there were friends. I was impressed 
time and again by how this made people strong.

Tickets for all five performances of NOISE TRAM SAPPORO were sold out 
quickly. In this project, I collaborated with underground indie, hard core and pop 
artists who had proved themselves as performers and conducted new projects 
in Sapporo. It was a big step forward that these members undertook everything 
from planning, musician selection and negotiation to attending to musicians 
during performances. The reserved conductor-less streetcar that started from 
and returned to Susukino at night, after 60 unpredictable minutes, and psy-
chedelic flyers – these elements created a mysterious atmosphere, building a 
sense of anticipation. Some performances were pretty crazy and violent, and 
I was relieved when all performances ended without bloodshed. After all the 
performances had ended, I expressed my deep gratitude to the drivers who 
were always kind and calm.

Although I quit working for the Collective Orchestral halfway through, it was a 
precious, valuable time for me. Thank you very much.

A gathering of bewildered stars 
Sakaguchi Chiaki

In SIAF2017, the sites I was in charge of were mostly located in Minami Ward 
and Makomanai, my transit point, is a leafy suburban area that still retains the 
atmosphere of the Sapporo 1972 Winter Olympics. Driving through the way 
from the housing complex built in the 1970s to the forest surroundings around 
the Sapporo Art Park area was a compact route connecting an urban area and 
nature, a typical feature of the city of Sapporo. It was also a journey through 
the theme of Breath or Echo, the new installation by Mohri Yuko at the Skyway 
of Sapporo City University. Mohri derived the idea from her last summer trip in 
Hokkaido and carefully built a concept and system at the Skyway as to reso-
nate with the landscape surrounding it. It was a long process. For making this 
work she interacted with others, from the selection of a venue to the collection 
of materials and production. What happened in the process were often dra-
matic and vital to support the base of this work. Professor Katono and the SIAF 
Secretariat helped us in negotiations in many occasions, and the sound perfor-
mance by Camille Norment from Norway and Sakamoto Ryuichi was also made 
possible by generous support from Royal Norwegian Embassy and others. And 
above all, Mohri’s untiring effort and insatiable desire for creation moved peo-
ple around her. This experience of involving others in her creation of work must 
have given her confidence about engaging in the larger project in the future. 
And thanks to the artist with a strong desire saying "I want to make a specific 
piece in this time and chance!", I met people whom I would never have met in 
my everyday life and went to areas I would never have gone. I enjoyed SIAF as if 
I had been on a journey. I would like to thank the artist and everyone involved. 

By the way, in one interview of SIAF2017, Mohri Yuko convincingly said that this 
festival would definitely be interesting because artists were devoting them-
selves to their own creations. She was right. SIAF2017 was a festival of crea-

Sakaguchi Chiaki
Coordinator

Born in Kagoshima. Writer, coordinator, and 
editor in the field of contemporary art. She 
has been involved in implementing various 
art projects in locations from museums to 
the streets. In 2014 she stayed in Sapporo 
for over six months as a startup member 
of the Sapporo Tenjinyama Art Studio. She 
is a member of the "Project Fukushima!", 
and a co-editor and publisher of the art & 
culture magazine "VOID Chicken".

Otomo visiting the Retro Space Saka Hall O-furoshiki Summit, March, 2017



24 25

Sato Naoki
Art Director / Professor of the Tama
Art University

Born in Tokyo in 1961. After graduating 
from the Hokkaido University of Education, 
he studied the sociology of education and 
language at Shinshu University, and also 
studied painting under Mokuma Kikuhata 
at Bigakko. In 1994 he became the art 
director for "WIRED" magazine's launch 
in Japan. Then in 1998 he founded ASYL 
DESIGN inc. (current ASYL). His artwork 
"Unexplored Tokyo: There, it has grown" 
has been exhibited in places such as 3331 
Arts Chiyoda and more.

My work began with positioning the design of the art festival under the theme, 
"How do we define 'Art Festival'?"

With Mr. Kudo Ryohei of Wabisabi, who is engaged in unique design activities in 
Sapporo, and Mr. Ueda Ryo of COMMUNE as guests, a public meeting was held 
on February 17, 2015 as the start of the SIAF Design Project. We considered how 
to incorporate new design experiences into SIAF, that are made for SIAF and to be 
updated through SIAF. Color combinations and the variable logos were consid-
ered through strolling workshops in candidate venues and determined after a se-
ries of reports and verifications in public meetings. Although not every local was 
interested in this process, planning through the open process had great meaning. 
I hope this will continue and take root as a characteristic of SIAF.

It is also worthy of special mention that SIAF-go, an ad-covered streetcar 
designed by elementary school students, was completed through a series of 
workshops. Design is not completed by only a few people. Design should be 
evaluated by people who have experienced it. There was an era when design 
refined amid competition was considered advanced or excellent in line with 
current trends. However, I have to say that such an idea of design is a thing of 
the past. That is an important point confirmed in the SIAF Design Project. Par-
ticularly, it was significant that the exhibition Sapporo Design Pioneers, Graphic 
Design from Sapporo – From Kuriyagawa Kenichi to Hatsune Miku was held as 
part of SIAF2017.

If there is a challenge for the future, it is to set a theme that covers a wide range of 
design, including not only graphics but also architecture, products and fashion. It 
may be good that there is an art festival dedicated to contemporary art, but there 
is no doubt that the significance of SIAF lies in its interdisciplinary nature. If so, 
how to position design is also an eternal theme. World-class proposals should be 
developed without being influenced by the power balance in Japan, and without 
losing local affluence. I hope this point will not be forgotten.

tors. As the keyword "asterism" was presented a little later by Otomo director, 
each of the large and small projects was like moving stars. Millions of events 
have happened on each planet and millions of stories were born. Such stories 
behind the project often remained untold but made the work rich and mean-
ingful. The sight of O-furoshiki spread in Moerenuma Park was said to be the 
symbol of the art festival, because each piece of patchwork cloth also had a 
number of stories of participated citizens. But at the same time, the art festival 
viewed from afar was like a milky way that appeared in the summer sky for only 
two months. "How do we define 'SIAF2017'?" in my sense was maybe a gath-
ering bewildered stars. Each of them was so different and never had become 
a single constellation together, but eventually formed a beautiful state of the 
chaotic galaxy. 

SIAF Design Project 
Sato Naoki

Nakajima Yo
Representative of Theater Kino

Born in 1950, now living in Sapporo. He 
has been involved in art, performance, and 
dance since he was a student, beginning 
with making experimental movies that 
he would have independent screenings 
for. With funding from the community, he 
established "Theater Kino" in 1992, an 
independent mini-theater. He has served 
on several committees for cultural affairs, 
including the Sapporo Arts and Culture 
Planning Committee. He is the executive 
chief of the Sapporo Biennale Pre-events. 
For SIAF2014 he managed the Art Cafe, as 
a volunteer.

After receiving an offer from Mr. Otomo, I began by proposing various projects 
that included resident participation while looking for venues in the Tanukikoji 
Shopping Arcade for a project in the downtown area. Finding a space was not 
easy; efforts to secure a giant building that was planned to be demolished, an 
open space in an upper floor of a building and other major candidates went 
badly. Then, I planned a project using TV footage (footage is my specialty) from 
the 1960's and '70's because those days were the growth period of TV, just as 
now is the growth period of the Internet and other new media. I thought that 
considering TV’s growth period would lead to exploring the origin of current TV 
expressions.

About a year before the project, I invited Mr. Konno Tsutomu and Mr. Naganuma 
Osamu to go on a preview of the downtown area and have discussions on TV 
expressions. Mr. Konno says, "TV is live," so the project included a main event 
titled the Rediscovery of Fundamental TV Expressions and live coverage from 
a small studio, which was broadcast through the Internet to TVs placed at co-
operating stores in the Tanukikoji Shopping Arcade. It could not be broadcast 
to large public TVs in the shopping arcade due to technical constraints, but 
freelance casters, artists, CM directors and high school teachers in Sapporo 
participated in program production in the studio for about 40 nights in a row, 
showing various expressions during the art festival. The series of "What will be-
come of TV?" in which participants had discussions after seeing programs and 
works via current broadcasting stations in Sapporo, did not end after the art 
festival and provided an opportunity for people involved in TV to network.

In the six-month Commercial Video Production Workshop, organized by Inter x 
cross Creative Center, 30 university and high school students were divided into 
five teams to produce art festival commercials. The commercials, with music 
composed by Mr. Otomo, were shown at movie theaters and public facilities 
across Hokkaido. 

In this way, the projects were implemented with the participation and coop-
eration of many local residents. The variety of resident participation was one 
of the main achievements of the art festival as a whole. The art festival is one 
of the projects by the City of Sapporo, which aims at a creative city. As sym-
bolized by nearly 100 applications for civic projects, creating opportunities 
for residents to engage in creative activities is a main pillar for a creative city. I 
hope that the Sapporo Community Plaza, which will open in 2018, will take over 
the germination of resident participation in the past two art festivals and go 
work with the art festival to use culture for city development.

Tanukikoji TV and city development using culture
Nakajima Yo

Thanks for the question
Hata Satoshi

SIAF2017 began with the question, "How do we define 'Art Festival'?" I have 
never seen such a theme in any international art festival around the world. 
Guest Director Otomo told us there was no need for us to find only one answer 
to this question. He also said that internationality means diversity. I have expe-
rience with some international events, so I was honestly surprised to hear this 
theme. Generally speaking, themes include words showing a specific image, 
and in art projects, thoughts, problems, issues and questions are typically ex-

Mohri Yuko researching Ishikari Bay

Closing event:
Music & Art Set Free in Moerenuma Park

SIAF Design meeting vol.1

SIAF Design meeting vol.3

Tanukikoji TV

SIAF2017 Commercial Video Production
Workshop



26 27

Hata Satoshi
Artist / Art Director

Born in 1960 in Iwamizawa, currently living 
and based in Sapporo. Since going to Ger-
many on a DAAD grant in 1995, he has had 
solo and group exhibitions in Japan and 
abroad. He received the Sapporo Cultural 
Honor Award in 2004. In 2012, he received 
the Hokkaido Cultural Honor Award. He 
participated in SIAF2014 as a regional 
director. He was a participating artist for 
Aichi Triennale 2016.

pressed through creativity. Accordingly, when I saw a question as the theme 
of the art festival, I felt like I was facing some kind of ultimate philosophy, like 
"what is what?" and "what is that what?" I planned a project in Susukino in the 
downtown area, where each place has its own history and character. Without 
ignoring these factors, I had to express "How do we define 'Art Festival'?" in the 
area. What is Sapporo? What is Susukino? These questions overlapped with the 
question, "How do we define 'Art Festival'?" My role as a band member was to 
work on these three questions. I considered the theme in light of Mr. Otomo's 
words that "there is no need for us to find only one answer" and "internationali-
ty means diversity,"

According to one theory, in the Jomon culture, which is believed to be the root 
of Japan, language had no subjects, there was no distinction between you and I, 
and there were no concepts of possessing and comparing. Everything integrat-
ed with the earth and the universe, and all things, including not only humans but 
also animals, plants and minerals, were equal, accepted and shared. This idea 
led to that of Shintoism, creating distinctive animism like yaoyorozu no kami (lit. 
eight million gods) that reside in all things and diversity with which anything is 
accepted. Such an idea is also seen in Japanese populism. Japanese people 
go to church on Christmas Day in December, visit a shrine on the New Year 
days, enjoy Valentine’s Day, attend a temple during the Bon Festival period, and 
have a party on Halloween Day. In a sense, Japanese people have no principles, 
and from a non-Japanese standpoint, it may look like they eat a sandwich of 
rice and fresh cream and drink beer containing natto. In Shintoism, yaoyorozu 
no kami exist. Eight million gods already existed in Japan when its population 
was still one million, meaning that eight gods existed for one person. Later, 
Japanese people accepted Buddha, which came from India via China, and also 
accepted Christ from Europe. Since there are eight million gods, an increase of 
one or two gods is not a big deal. However, Japanese people do not make light 
of things from overseas. Japanese people make all things "festivals" to appre-
ciate them. This Japanese attitude of thinking of diversity and accepting any-
thing was also utilized in this art festival. Looking back, SIAF2017 consisted of 
projects that could be largely divided into fine art, music, theater, video, dance 
and media art genres, but their content was quite different from each other. All 
project planners and artists tried to answer "How do we define 'Art Festival'?" to 
help create a unique, all-around art festival with diversity.

Finally, I thank all the staff members who supported this art festival day and 
night, and the theme, "How do we define 'Art Festival'?"

How do we define 'Art Festival'?
Hosokawa Asami

In SIAF2014, I worked as the project manager in charge of the Chi-Ka-Ho ven-
ue and other places where works were exhibited. Because of this connection, 
I joined the Secretariat for SIAF2017 in 2015. In other words, I took a back-
ground role. Then, Mr. Otomo was selected as the guest director, and when he 
approached key project members, he proposed that people behind the scenes 
also be allowed to become project members. Thus, I unexpectedly became a 
member. Accordingly, although I was a project member, I did not plan and im-
plement own projects but was involved in SIAF2017 to expand the possibility 
of projects planned by Mr. Otomo and other members (actually I was mainly 
engaged in coordination and administrative work). I would like to consider the 
theme proposed by Mr. Otomo from this position.

The image and understanding of the words "art festival" differ depending on 
the individual. Numerous art festivals have been held all over Japan, each with 
local characteristics and varying back stories, which are reflected in the festi-
vals and give the festival scene diversity. The question presented as a theme 
allows us to consider an art festival from different angles, such as the current 
status of art festivals, the actual situation of the art festival in Sapporo and 
the fundamental problem of the concept of art. I thought it was a declaration 
by Mr. Otomo, who wanted to rethink what it means to be an art festival. The 
Secretariat vigorously worked toward an art festival that embodies the ideas 
derived from the theme (this is my personal idea, though). The SIAF Secretar-
iat was a mixed team of city employees and freelance staff members like me. 
Accordingly, the Secretariat was not monolithic in terms of the way of thinking 
and approach. Secretariats basically try to control and manage projects, but I 
personally tried not to impose restrictions on them. This is because I wanted to 
make sure we introduced "cutting-edge artistic expressions," which is a policy 
of the basic concept of the Sapporo International Art Festival. I consider that 
the direction presented by Mr. Otomo as an artist can lead to "cutting-edge ar-
tistic expressions." This is my assumption but not conviction. However, I don't 
think it is a mistake. We still have a long way to go to establish the position and 
achievement of SIAF2017. I don’t think this is an irresponsible comment.

I am afraid that I also have to talk about my personal affairs. I grew up in front of a 
contemporary art museum in Tokyo, where I was interested in contemporary art 
because the exhibition commemorating its opening I saw in my high school days 
was too difficult to understand, and yet chose to study art history. I remember 
my professors advised me that I should choose a topic that covers art history 
until around the 1950s for my thesis. I am now in the SIAF2017 Secretariat.

I think the art festival will be possible to have those influence . The period and 
the content were limited, but it may have had a strong impact on someone. 
It cannot be readily verified, and we have to wait at least for half a century to 
verify the value in art history (For this SIAF2017, this value was not important 
rather ignored). I assume that since it is difficult to clearly define "cutting-edge," 
those who embody it must be artists. This is why I felt that people working be-
hind the scenes have to create an environment where artists work freely, and 
this is what I most enjoyed about my role.

It is difficult to find an answer to the question, "How do we define 'Art Festival'?" 
in SIFA2017 alone. It depends on future developments.  

Hosokawa Asami
Coordinator

Born in 1977 in Tokyo. Studied arts and 
art education. After graduating, she was 
involved in exhibition productions, sup-
porting artists and curators. She was in 
charge of the "Isamu Noguchi Exhibition", 
a Tokyo exhibition during the grand open-
ing of Moerenuma Park. She participated 
in SIAF2014 as a project manager and was 
in charge of media art.

Looking back at SIAF2017
Mayunkiki

We, MAREWREW, had an event titled Upopo Picnic for five year-old children to 
third graders (ages 8 and 9) in July 2016 and January 2017, where participants 
ate boxed lunches together after a workshop and then marched in Nakajima 
Park while singing Ainu songs.

In January, we had an event for adults in which we crossed an intersection in 
Susukino in the snow while singing and performing a locust dance. 
At the Sapporo August Festival held on August 4 and 5 as a pre-event to SIAF, 
we sang a dance song as a member of the August Festival Special Big Band.

From August 23 to 26, Jung Young Doo, a choreographer and dancer who is 
engaged in creative activities in South Korea and Japan, Shoji Yasushi, a danc-

Mayunkiki
Member of "MAREWREW" / 
Ainu language teacher

Born in 1982. From Asahikawa, Hokkaido, 
currently living in Sapporo. Member of, 
"MAREWREW", a women's vocal group 
whose activities center around the rebirth 
and passing on of the traditional Ainu song, 
"Upopo". She is an artist who faithfully re-
vives "Upopo" using Ainu rooted rhythmical 
patterns, and the signature style of singing 
in a natural trance-like chorus round. 

Hata Satoshi  Intention and substance

Press conference, May 11, 2017
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er based in Sapporo, and MAREWREW, created raprap, a collaboration of Ainu 
music and contemporary dance, and performed it with five dancers at Theat-
er Zoo five times over four days. This work is themed on human life, and this 
year marked its second performance. In previous years only two dancers had 
performed, but with five dancers taking part this year the scope of the perfor-
mance was expanded.

On September 3, the MAREWREW Festival in SIAF2017 – Upopo for the Masses 
was held at the outdoor stage of Sapporo Art Park. The MAREWREW Festival is 
an event that has been held since 2011. With various guests, MAREWREW per-
forms live and sings Ainu songs together with the audience. This time, OKI, a 
Tonkori player, Otomo Yoshihide and Harada Ikuko, as well as indigenous artists 
from Taiwan, participated in the festival. After the live performances by each 
artist, we had a workshop, and then all artists played together. At the end of the 
session, all the audience in the venue formed a large loop and danced. It was 
impressive.

I was involved in the Kotan-pet Project at Maruyama Park as an advisor on Ainu 
culture. This project was intended to create a small kotan (village) by building 
many temporary Ainu sheds called kucha in Maruyama Park using cloth for 
O-furoshiki.

In SIAF2017, the major theme of the projects I participated in was to involve 
people. Singing, dancing, talking and thinking together. The boundary between 
performers and the audience became blurred. Participating was equal to per-
forming together. I felt that all people there were performers. I’ve seen the 
same in many projects I was not involved in. This art festival was an event that 
blurred boundaries and made me feel that all people are related to each other.

From Moerenuma, the starting point
Miyai Kazumi

Regeneration of trashed objects
－update of an exhibition as a medium
Yabumae Tomoko

I usually work at Moerenuma Park, so I was involved in the planning and oper-
ation of the Moerenuma Park venue, my home ground. Under the catchy and 
introspective theme, "How do we define 'Art Festival'?" which was presented by 
Guest Director Otomo and announced soon after the project members were 
selected, projects were planned based on the ideas, thoughts and histories of 
the members. The projects at our park were also developed based on the ex-
hibitions I have been engaged in. Since this park is the work of an artist, works 
exhibited in the park even for a short period of time should feel connected to 
the place. The exhibits were required to be more than just site-specific works 
and to be deeply connected to the place and its concept. As a result, con-
temporary artists learned about the history of the park and the ideas of Isamu 
Noguchi, the designer of the park, to create new works to be exhibited there. To 
realize the art festival envisioned by Guest Director Otomo, we considered var-
ious factors when planning the projects. Glass Pyramid, an indoor facility that 
serves as the symbol of the park, was used as the main venue, and a total of 12 
works (10 new works and two old works) by nine groups of artists were exhibit-
ed in the pyramid.

Inside the facility, a balloon-shape sculpture created by Matsui Shiro was ex-
hibited with a disturbing and beautiful sound space created by Otomo Yoshi-
hide, Aoyama Yasutomo and Ito Takayuki. While looking at a work created by 
Ito Ryusuke, visitors worked their way beneath the park, only to discover they 

had actually been going toward the sky. There, visitors experienced a space 
imagined by ARTSAT×SIAF Lab. It was a challenging task to create an exhibi-
tion space in which individual works interfere with each other in terms of the 
environment and content. The artists had ongoing discussions to create a 
large space in which works resonate with each other.   

The works exhibited outdoors included Long March – Climb Every Mountain (a 
heap of more than 100 abandoned bicycles) by Ito Ryusuke and Numamon (rip-
ples created with an environmental device) by Oguro Junichi and SIAF Lab. In the 
outdoor space, a performance was given by ARTSAT×SIAF Lab. during and after 
the art festival. Among the exhibits, this commonly called Space-Moere Project 
is said to have most clearly shown the concept hidden in the park, allowing Mo-
erenuma Park to be viewed from the sky as the sculpture Noguchi dreamed of. A 
module was sent up to the stratosphere by a balloon, and the module that cap-
tured an image of Moerenuma Park transmitted signals to us on the ground. The 
poetic sound communication with the module in the faraway universe expanded 
our world. We often faced difficulties in the process of exhibiting each work. I 
would like to thank the artists who created works with integrity and without mak-
ing compromises and the secretariat staff who supported their creations. 

The democratic and free creative activities, at which this art festival aimed, cre-
ated an opportunity in which work could be exhibited beyond the framework 
of sharply defined places, such as art museums and public facilities/public 
projects, and could blend into alternative surroundings. A freely accessible 
open space where anyone is accepted – this concept shows characteristics of 
a park. If Moerenuma Park is the starting point* of this art festival, where will it 
lead? I would like to see what the pathway leading to the next event is like. 
*From Guest Director Otomo's comment

Miyai Kazumi
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In the Sapporo International Art Festival, band members (planning members) 
not curators were gathered under Guest Director Otomo Yoshihide. I wondered 
what a contemporary art curator from the outside would do with the concept 
of an improvisational event featuring local residents. As a result, I reshaped the 
conventional style of an exhibition of being a medium for gathering art objects 
from the past (= trashed objects) into a continuous opportunity for the regen-
eration (rebirth = new life) of new experiences at the two Sapporo Art Park and 
Hokkaido University Museum venues.   

The project at Sapporo Art Park was titled New Life: Exhibition without a Replay. 
The five artists who presented works all across Sapporo Art Park are expression-
ists who have employed sound as their primary medium of artistic expression 
and invented a new approach that utilizes media as communication tools to not 
only simply replay the past, but also share moments experienced right here at 
this moment.

The exhibits by Christian Marclay included Record Without Cover, which had 
a decisive influence on the young Otomo Yoshihide, and new and old works 
that combined the recycling of a city and the replaying of the past. Marclay has 
been involved in the Japanese experimental music including Otomo since he 
first visited Sapporo in 1986 for the live performance organized by Soejima 
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Teruto and Numayama Yoshiaki. The archival materials were also on display to 
demonstrate the cultural context of this art festival. On the first day of the art 
festival, Marclay and Otomo performed Found Objects, an improvisation using 
trashed objects found in Sapporo.  

Tone Yasunao produced work showing drops of sound of the recited Il Pluet (It’s 
raining), one of G. Apollinaire’s calligrams, falling from the sky. Words are merely 
symbols or substitutions. He transformed them into a physical existence that 
brings forth meaning for individual viewers when they experience it, allowing 
viewers to see the elusive present moment as something clear and distinctive. 
As the latest result of his efforts to transform replay media into a new moment, 
Tone also held AI Deviation, a concert of  Tone's artificial intelligences, which 
gave a performance in reaction to the movement of the audience. Through col-
laboration with the audience, he tried to break up the fixed image of an artist. 

∈Y∋ produced a sea of light titled dot kai dot (DKD) with enormous dots punched 
out by himself in a completely blacked-out space. He created self-generating 
work, providing a visual experience that varies depending on the sensitivity of 
the viewer. On the final day, Dot Leem was held using a water tank installed in 
the venue. ∈Y∋ himself floated on the water collected from the north, south and 
center of Japan and sensed the flow of the water to convert it into sound. 

Suzuki Akio presented Oto-date, which was designed to give visitors an opportu-
nity to visit spots set up across Sapporo Sculpture Garden and listen carefully to a 
sculpture at each spot. At the entrance to the Sapporo Art Park Art Museum, Lis-
tening, a base-shaped work, was established to present an area between listening 
and seeing, where a person listening carefully looks like a sculpture for others. At 
the Former Arishima Takeo Residence, the archive of Oto-date performed so far 
around the world was displayed. While moving among his own works, Suzuki also 
gave a performance with dancer Miyakita Hiromi.

Fujita Yosuke set up a sound installation that made it possible to hear the life 
cycle of black soldier fly larvae as they grew underground at a corner of the Art 
Park. He presented new “music” that encouraged the audience to resonate with 
the life of other living things.  

Fire Embroidery – Beyond Ishikari Sheets, Yoshimasu Gozo Exhibition at the 
Hokkaido University Museum, presented a space showing the vision of Ishikari 
Sheets, his representative work created in Hokkaido, with past materials includ-
ing the records of exchanges with Sapporo residents and a new video. The vid-
eo Pli, pli, pli, pli,,,,,of the time of Ishikari is a new audio and video work of Ishikari 
Sheets recited by Yoshimasu at the mouth of the Ishikari River. It is a work that 
shows Yoshimasu Gozo as existing in replay media, interpreting the past to ex-
press the present time as the uneven distribution of moments that only start at 
that time. During the festival, he performed improvisations with Kukan Gendai 
and Suzuki Hiraku.  

Yoshimasu Gozo
Fire Embroidery – Beyond Ishikari Sheets


