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2つのトークイベントのまとめと #同時に行こう した記録。今日まで面白い状態であると思います。
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1

メニュー

20160311 20:18:07みそむーおでん @misoni_2013

皆藤のweb作品は無くなるのもアリで本当に無くなってるのがある。 
作品タイトルがいつも変わってて、、、 
それを言ったら平間のタイトルもそうだ

20160311 20:19:29みそむーおでん @misoni_2013

平間には「作品を制作するー作品を制作しない」とあり、制作するにあたり「タイトルを作るー「もの」を作らない」

とあり、タイトルを作るならたくさんある。

20160311 20:21:16みそむーおでん @misoni_2013

方法だと数がアルゴリズムで入ってくるので、ランダムで、 
また数が多いだけで作品にみえるので、少なく、とか

20160311 20:21:53pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

平間と皆藤の違い解説

20160311 20:22:21みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「椹木野衣は悪い場所、中ザワヒデキは悪い人」

20160311 20:22:43みそむーおでん @misoni_2013

また皆藤さんは写真を撮影してるので、それを用いた作品とか。 
長く引き伸ばしたり、「普通の写真」とか。

20160311 20:23:04pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

皆藤「はじめの数字は平間さんの誕生日です。」

20160311 20:23:45みそむーおでん @misoni_2013

ランダムとは、ランダム生成のプログラムあるがそれを使うのは違うと思って、全部手打ちして数字をいれた

20160311 20:24:37みそむーおでん @misoni_2013

数字をランダムで打った作品は冒頭のみ意味がある。これは平間さんの誕生日

20160311 20:26:12みそむーおでん @misoni_2013

材料、これは全然方法主義とは違う、 
料理でいえばレシピが方法であり、その材料となれば方法とはいえない。

20160311 20:27:50みそむーおでん @misoni_2013

タイトルがありURLがあり作品があるというemail機関誌発表形式に対する疑問で、「作品が提示されるべき

URL」作品をつくった。

20160311 20:28:11みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「平間さんは第四表現主義について語る会で 、明確に次の反芸術の時代を感じていた人だろう」

トゥギャトピ！ 
編集部がオススメまとめをピックアップしてお届け中

 18時17分更新

味が気になる？ラムパクチー丼
一度食べたらとことんハマるみたいです

廃校になった小学校が博物館に大変身！
スゴイ数の天体望遠鏡です

自分で着物の帯を結んでみよう
難しくない「片挟み」の結び方

スピノサウルスクソコラグランプリ
突然発生、謎の大喜利とクソコラグランプリ

持ってる画像で棋力高そうな画像
知ってる人は知ってる、将棋の深い世界が

「黒死病はウイルス性出血熱だった」説
黒死病＝ペストじゃなかったかもしれないという謎

アイスランドの厳しくも美しい大自然
名前の通りとにかく氷が沢山、でも自給率は高いらしい

リアルタイムランキング 2分33秒前更新

とある会社の「給料以外で会社に出

勤しようと思わせるものは何です

か？」に対する社員たちの回答が…

1

UP


不快なのでTwitterに18禁の二次

創作を公開して欲しくない人たち

2

DOWN


コレだったのか！ 『千と千尋の神隠

し』で父親が食べていたプニプニの

料理と思しきモノ

3

UP


「見る回数によって内容が変わる」web漫画に

革命をもたらす仕掛けに鳥肌が止まらない

4

DOWN


小6の妹の『薬物をやらないかと誘われた時の

断り方』がこれ以上ないくらいのヒドさでもう笑う

しかない

5

UP


ランキングの続きを見る

弁当いろいろ  駅弁からキャラ弁まで 8

動物好き必見！全国の動物園アカ

ウントまとめ
20

車の写真集 7

見ると女子力上がるかも  オシャレ女

子ツイッタラーまとめ
9

アニメ制作スタジオ 70

チャンネルをもっとみる

今月は23066はてブされました!あなたはもうチェックした?
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20160311 20:29:27みそむーおでん @misoni_2013

どこあるかわからない作品」とは常に同じURLに上げてる状態に対する疑問から作った作品だ

20160311 20:29:38pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

0000が解けなかった馬場

20160311 20:31:46みそむーおでん @misoni_2013

黒と白の画像をランダムに並べている作品。アルゴリズムもせずランダム。数字作品に似ている。

20160311 20:32:33みそむーおでん @misoni_2013

鳩時計と実験とキャチザインベーダーと名刺について話したい

20160311 20:33:58みそむーおでん @misoni_2013

キャチザインベーダー、インベーダーという人工衛星がありそれはタマビなどが共有してて足立智美がそこから

詩を送り続けるというもの。日本上空に来た時、レシーバーを用いれば聞けたもの。 
でも電波がマニアックすぎてうまく拾うことができなかった

20160311 20:34:09pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

キャッチ・ザ・インベーダーの裏話なう

20160311 20:34:31みそむーおでん @misoni_2013

またその電波が何時頃なのかもあいまいで、日本上空通過も同様で、なんとか調べて向かったのだけど、、、

20160311 20:35:48みそむーおでん @misoni_2013

また作品には写真も添付してあるので、この時はフォトジェニックなものを撮りたいとこうなった。 
またレシーバーも本格的なもの。 
試しに使ってみたら警察無線を受信してしまい、事故を目撃し僕はどうしたらいいのか、、、と考えてしまった

20160311 20:36:14みそむーおでん @misoni_2013

無線は送信は免許いるが受信はいらない。 
そこでやることになった。 
足立智美も詩を宇宙から配信してるし

20160311 20:37:05pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

足立さんの詩じゃなくてやばいもの受信した話。

20160311 20:37:28みそむーおでん @misoni_2013

現実にないもの対象としてないもの、それを目指しつつやってなく、そこで宇宙とかインベーダーが調度良かっ

た。それもタイトルに入れている。 
また電波キャッチとかカルトや病的なこともあり、そんなのを皆藤さんがやりたいいってて、幽霊会いたいとか空

飛びたいとか、、、

20160311 20:38:27みそむーおでん @misoni_2013

現実離れを扱う対象としては、キャチザインベーダーがギリギリだった。 
皆藤は宇宙人に会いたいということを目指したいが、それは馬場さんが止めている。 
日常として当たり前なこと、それとは真逆なことをしたいということなら宇宙人もありだ

20160311 20:38:53みそむーおでん @misoni_2013

馬場「幽霊会うとか嘘で、それはだめだ。 
平間「でもそうとも言えないでしょう。

20160311 20:39:14pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

鳩時計

20160311 20:39:59みそむーおでん @misoni_2013

鳩時計 
新・方法作品でモノがあるものとしてはこれ。 
windows用のプログラムで一時間ごとと一分ごとに鳩がなく作品。 
寄稿文で定刻に鳴く鳩時計と新・方法を寓意したのでそれならとつくったもの

20160311 20:40:21みそむーおでん @misoni_2013

鳩時計というプログラムは仮想空間に広がる作品として考えたものでもある。

20160311 20:41:05みそむーおでん @misoni_2013

みそにこみおでん @misonikomioden
みそに  コレクター みそむーおでん

（@misoni_2013)は実況ツイート用の別アカ

ウントです。
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新・方法のサイトしか見られない新・方法ブラウザもあるけど、お蔵入り。 
新・方法メモあるけど、これもお蔵入り

20160311 20:41:30みそむーおでん @misoni_2013

鳩時計一時間版はよく使われてる 
NADiffスタッフも入れてくれてるし、中ザワさんも入れてる

20160311 20:41:40pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

馬場「新・方法メモ帳も作った」

20160311 20:43:49pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

実験

20160311 20:44:19みそむーおでん @misoni_2013

実験。 
水の沸点が摂氏百度であるというもの。 
教科書にそう載ってるのでそうした。 
実験は芸術で使われる言葉だ。 
ジョン・ケージもそうだし、実験工房とか、新しいことをするとそう使う、そこで本来の実験はこうだ、としている

20160311 20:44:51みそむーおでん @misoni_2013

この後の寄稿文で、松下学が新・方法には実験精神んが何一つない、と述べている

20160311 20:45:12みそむーおでん @misoni_2013

この後の寄稿文で、松下学が新・方法には実験性が何一つない、と述べているが、このような使い方に対するア

ンチ

20160311 20:46:24みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「点描にはまって死ぬみたいなこともありますからねぇ」

20160311 20:46:32みそむーおでん @misoni_2013

競馬観戦、これはそうとう加工してる。 
合成もしてる。 
幾つかの写真から平間と皆藤の顔を入れ替えてうまく見える写真にしている
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買った馬券は一応勝つことができた。
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写真偽装疑惑

20160311 20:48:58みそむーおでん @misoni_2013

さて、苦行。 
一番評判が良いそうだが、海水浴の後にやった。 
実際加工したのは、写り込んだ客を消しただけで、 
本当に滝に打たれた。 
皆藤は笑ってるように見えるが死にそう。 
というか3人とも死にそうだった。 
滝にあたってないとか言われるが、そんなこと言われるとブチ切れたい

20160311 20:49:18pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

苦行は本当だと新・方法3人が力説しています。
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ショットが三枚程度しか取れず、、、 
苦行と苦行２は連続で撮影したので、2のほうは中ザワさんに頼んでて直前に滝に打たれてた中ザワさんは手

が震えてて、もうシャッター押したかどうかわかんない～って言ってて、、、

20160311 20:51:57みそむーおでん @misoni_2013

馬場「やってる時はもう何も見えなかった。もう死ぬんじゃないか、と、、、でも編集してる時は爆笑だ、、、 
平間「後からだと笑えるけど、滝打たれた後に行った温泉では打たせ湯すら怖かった・・・

20160311 20:52:34みそにこみおでん @no9noon

梅津「表現衝動の泉はあるのか…」中ザワ「表現衝動の泉の話をすること自体が歳を取ったということ。パープル

ームもそう見える。」
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20160311 20:52:43pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

苦行 pic.twitter.com/9gFPcfjdZh

20160311 20:54:07みそむーおでん @misoni_2013

新・方法は禁欲でなく楽しいことをしていると寄稿をもらったので、それで苦行をできることになった。

20160311 20:55:11みそむーおでん @misoni_2013

苦行では火の上を歩くって案もあった。 
そして滝行に、、、 
馬場「前日まで高熱だった 
皆藤「芸術が本当につらいのがわかった 
中ザワは芸術でないなら絶対やらない。だから芸術に命を張ってる気がしたと言っていた

20160311 20:55:28みそむーおでん @misoni_2013

inpoolについて 
その動画をみておきたい

20160311 20:56:09pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

馬場「芸術のためじゃなかったら(滝行)絶対やらないって中ザワさん言ってた」

20160311 20:56:42みそむーおでん @misoni_2013

じゃんけん宣言のあとにやったパフォーマンスだ。 
宣言通り、新・方法の方法としてじゃんけんをした。 
・・・すっげー辛かった・・・熱いし、自分がなに言ってる分かんないし、平間さんがふざけ始めるし、、、
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第５回JCAユースクワイアコンサート感想

3月12日 カカオ豆苦行WS re:Li @名古

屋

左脳を鍛えるはずが、心の

汚れが浮き彫りになる脳ト

レ問題が話題に 

翼は使わないの…？  目

を疑いたくなる方法で床へ

下りるオウムが目撃される

食べるよりも押したい!? 
豆腐が整列した麻婆豆腐

がiPadそっくり！ 

現代の忠犬ハチ公!?  ユ

ーザーの帰りを待ち続けて

いた健気な「Wii Fit」が泣

ける…！ 

「アート」の注目キュレーター カテゴリーを見る

注目まとめ 今週の人気 新着まとめ 花粉と震災 今週のトゥギャジン 簡単！ まとめ作り方動画
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