


ヴォルカナブレインストーム 
又は、セクシーじゃないエビを助けよう 

エビのためのポルノ！！

「エコスフィア」と呼ばれる完全に密閉されたガラスの水槽があります。
この中には、水、空気、海藻、バクテリアと、オスとメスのエビが入っており、
日光を当てることで循環が生まれ、密閉されているのにも関わらず中の生
物は生き続けることができます。地球と同じようなものです。

しかし、1960 年代以来、生物学者ならびに科学者たちが解決できずにい
る課題が一つあります。それは、バクテリアや植物は問題なく生きていけ
るのに、エビだけはこの中に入れられると繁殖をやめてしまうことです！

なぜこのエビはセクシーな気分にならないのか。
我々はエビのためのポルノを作ったほうがいいんじゃないのか。
私たちは何をしたらいいだろう。
可能性は無限大。ふざけた解決策も真面目な解決策も一緒くたに。

私たちの交流や相互作用がもしかすると、人口減少や持続可能性、スペー
スコロニー構想など、地球の未来に影響を与えるかもしれないということ
を、ヴォルカナブレインストームは示しているのです。



VOLCANA BRAINSTORM
or, How to Make Shrimp Feel Sexy 

Erotica for shrimp! Prawnography!!

Scientists have created small glass spheres containing closed ecosystems 
of water, algae, and tiny red shrimp. They are called ecospheres. Like our 
planet, these little worlds are balanced and self-sustaining. All the things 
inside rely on each other for food and cleaning. They need light (like we need 
our sun), but nothing else at all to survive and thrive.

But, while plant and bacteria life continue indefinitely, the shrimp will not 
reproduce! Since the 1960s, biologists cannot understand this problem. 

Why don’t they feel sexy? What would make them feel sexy? Should we make 
pornography for shrimp? What else could we do to help? The possibilities 
are limitless, funny and serious all at once. 

Volcana Brainstorm shows that our interactions with each other shape 
the success of the planet. It might even affect the future of life on Earth and 
beyond!



アーティストのメッセージ

ニュー・メナジェリーというテーマに対して、私は現在の科学が抱える課
題に地域の人々とともにクリエイティブな解決方法を編み出していくこと
をもって取り組むことにしました。私たちのアプローチは思索的、詩的で
ユーモラスであると同時に科学的な研究に基づいてもいます。もしかする
と地球上の生命の未来に影響を与えることもできるかもしれません！

ヴォルカナブレインストームは、六週間に渡ってこの面白い挑戦に対して
ブレインストーミングを行うための小さな「シンクタンク」を作りました。
そして、最終的には黄金町の元違法風俗店であった場所で、それまでの結
果を共同インスタレーションとして発表することで完結しました。

私たちのユニークで魅力的な挑戦は特殊飲食店が連なっていた町の歴史に
なぞらえることができますが、しかしながら今回の焦点は海の生物の世界
にあります。これは様々な形の表現やイベントをまとめた展示であり、実
験室でもあるのです。私たちは芸術をベースにした考え方のもと「どこで
科学が行き詰まってしまうのか」を多角的な視点から紐解いていきます。

地球規模の課題
発想の基となったものは物理的に小さいけれど、その重要性はとても大き
いのです。ヴォルカナブレインストームは未来の世界をつくることにつな
がっています。次の世代の「火山の海老」を球体の中に迎えることができ
れば、それは世界初の環境循環システムの発見であり、SF 的なシナリオが
現実となるのです。

このエビに端を発する「次の世代を生む力」は、環境危機が進む中人類が
生存していくことや持続可能なシステムをつくることへの助けとなり得ま
す。さらには地球外での生活、例えばスペースコロニー構想などに繋がる
かもしれません。局所的な観点ですが、このプロジェクトは日本の人口減
少 ( セックスレス・ジャパン ) についての対話も促進するでしょう。



Artist’s note

For New Menagerie, I want to involve the local community in 
creatively solving a current challenge of science. Our approach 
is speculative, poetic and humorous, but it is based in scientific 
research, and might even have implications for the future of life on 
Earth and beyond!

Volcana Brainstorm created a small local community “think-tank” 
dedicated to brainstorming an intriguing challenge over 6 weeks. 
It climaxed in a collaborative installation at the Koganecho former 
brothel site, presenting all the solutions we worked up during the 
residency. 

Our unique and fascinating challenge takes into account the 
history of Koganecho as a red-light district, but its focus is playfully 
positioned in the (marine) animal world.

This is an exhibition/laboratory involving various forms of displays 
and events. We approach our puzzle from many angles, using art-
based lateral thinking to assist where science has gotten stuck.

The Big Questions
Though the scale of the inspiration is physically small, its resonance 
is big. The project Volcana Brainstorm has to do with future worlding. 
If we were to solve the challenge of the ecosphere shrimp, we would 
literally create a new menagerie. They would be able to spawn future 
generations of Halocaridina rubra inside the sphere, materializing 
a science-fiction scenario by becoming a world-first contained, 
fabricated ecology.

The red shrimp’s ability to spawn future generations would help 
inform human strategies for survival in different types of climate 
emergency. It also informs research into survival off-planet, making 
intergalactic connections more possible. 



なぜエビは繁殖しないという決断をしたのか？我々に変えられることはあ
るのか？エビの故郷であるハワイと日本はどちらも火山列島です。もしか
するとエビの肉体的な興奮はここで見つかるかもしれません。火山列島で
ある日本、そして違法風俗店が立ち並んでいた黄金町に。

経験
今回の展覧会は、事前に少ししか展示される作品が決まっていないという
普通とは違うものです。まさにブレインストーミングになったかと！

ブレインストーミングで一番重要なのは、コンセプトとアイディアです。
「そこに問題はない！」という回答を含めて、エビのポルノという問題に

対して様々なアプローチを生み出したことに誇りを持っています！観客も
楽しめったものになっていったと思います。

今回の方法は実験的でしたが、いい感じに進んできたと思います。皆さん
との素晴らしい時間を共有できて、展覧会のパフォーマンスパーティも素
晴らしかったです！

毎週ディスカッションやワークショップに参加してくれた方、個別に話し
合いの時間を設けてくれた方、これから作品の設置やパフォーマンスをし
に来てくれる方、遠方でもテーマについて考えてくれて作品を作る方法を
模索してくれた方。皆さんに大変感謝してます！展示には 35 名のアーティ
ストによる 42 点の作品があります。

エビチームの皆様、いつもありがとう！

ノックス  エレナ　
ヴォルカナブレーンストーム

黄金町バザール 2019「ニュー・メナジェリー」



Locally, the project also promotes conversations about Japan’s 
reducing population, the so-called “sexless Japan”. Why are the 
shrimp deciding not to procreate? Is there something we should 
change? Japan and Hawaii are both volcanic islands. Perhaps the 
solution to the shrimp’s physical arousal can be found here, in an old 
Japanese prostitution area in a land of volcanoes.

The Experience
This was not a normal exhibition, where a few works are decided in 
advance. It was a brainstorm! 

For a brainstorm, the concepts and ideas are the most important 
things. I am very proud that we have produced and demonstrated so 
many different approaches to the shrimp problem. (Including some 
approaches that say, ‘there is no problem!’). I know the audience was 
very stimulated too. 

Organising my Koganecho Bazaar art residency in this way has 
been an experiment, and I feel that we succeeded beautifully. I 
have shared some lovely moments with artists, visitors, workshop 
participants, strangers. And the performance party was a highlight!

I am very grateful to all: those who came each week to discuss and 
participate; those who came to private sessions; those who came to 
install and perform; and those who were remote but thinking about 
our theme and finding ways to make and send artwork for the show 
and Bazaar. We included 42 artworks by 35 artists. 

Ebi-team, thank you very, very much.

Elena Knox
Volcana Brainstorm 

Koganecho Bazaar 2019 ‘New Menagerie’



I Went Shrimpin’ by the River
Joanna Wang 

私たちはチキン・ジョアンナがサーカスとともに逃げ出
したことをお知らせします。
We wish to advise that Chicken Joanna has run away with 
the circus.

youtube.com/newtokyoterror

  Cut-up + Separate
村上裕 Hiroshi Murakami 

差異を超える海老
overcoming the differences between people, even if 
they’re not people

murashi.tumblr.com

FETISHRIMP
NNNI

私達はエビのマスクを被り『擬 エビ化』し、そのわたし
たち自身を被写体としたエロティックなイメージビデオ
と、フェティッシュ・マガ ジンを製作します。「エビの
性愛」というフィクションを、「人間のポルノグラフィー」
のパロディーを通じて具体化します。
We make and wear ‘pseudo-shrimp’ outfits to produce 
erotic videos and fetish magazines with ourselves as 
subjects. We embody the fiction of ‘shrimp sexuality’ 
through a parody of ‘human pornography’.

noneednecessaryi.com



Prawn, Pineapple, Poodle, Golf
Gerwyn Davies 

フィギュアは、人工のセカンドスキンの輝き、質感、色
彩を活用し、その表面へと注意を促す。定型化され、誇
張された変換行為は再生的である。
The figures call attention to the surface, exploiting the 
texture, colour and shine of their artificial second skins. 
Their stylised and exaggerated transformations are 
regenerative. 

gerwyndavies.com

進化するエビ達の恋    Love of Evolutionary Shrimp
畒見 達夫             Tatsuo Unemi

数百尾のエビ達が誕生、出会い、繁殖、死を繰り返す進
化シミュレーションです。3D CG で可視化し、全体と部
分的詳細を交互に観察できます。恋を忘れ、繁殖を忘れ
たエコスフィアのエビに、本来の姿を思い出してもらい
たい。進化心理学的には幸せなはずの繁殖、恋する能力
はその引き金として有用であるが故に、様々な動物達の
遺伝形質として創発した。その遺伝子が目論んだ本来の
目的を脳が裏切り、恋のための恋へと暴走した人々の歴
史に、果たしてエビ達も共感してくれるのか。
A simulation of evolution wherein hundreds of shrimp 
are born, encounter each other, breed, and die. 
Visualized with 3D CG, alternately observe the whole or 
partial details. I want the Ecosphere shrimp who forgot 
about love to remember their true calling. In evolutionary 
psychology, many animals use the happiness caused by 
love as a generic trigger for breeding. Will the shrimp 
behave like people, whose brains are able to betray the 
original genetic purpose, and run away to love for love? 

intlab.soka.ac.jp/~unemi



Hāhāpaʻakai no ka ̒ ōpae ̒ ula 
(Salt gathering for Hawaiian red shrimp)
Tiare Ribeaux 

ハワイ諸島の「オパエウラ」の生息地は、アンキアリン
池と呼ばれます。 これらの池の塩分はさまざまであるた
め、エビは淡水に近い塩分から汽水、生理食塩水までの
さまざまな塩分レベルで生きることができますが、どう
すれば彼らをセクシーな気分にさせられるでしょうか？ 
自然の生息地を構成している微生物、藻類、その他の
バクテリアが関係しているのでしょうか？ Hāhāpaʻakai 
no kaʻopaeʻula では、小さなハート型の容器に水を張り、
様々な塩分濃度、藻類、バクテリアマットを入れたいく
つかのバリエーションを作り、それらを潜在的な愛の容
器またはエビのラブホテルとして準備します。
The native habitat of ‘Opae ‘ula in the Hawaiian Islands 
are called Anchialine Ponds. These ponds vary in salinity, 
so the shrimp can live in a wide range of salinity levels 
from near-freshwater, to brackish, to saline... but what 
makes them feel sexy? Is it also the microbes, algae 
and other bacteria that make up their natural habitats? 
Hāhāpa‘akai no ka ‘ōpae ‘ula investigates different 
variations in salinity, algal and bacterial mats in small 
heart shaped containers filled with water, preparing 
them as potential love vessels or love hotels for shrimp.

tiareribeaux.com

Ecosphere 5.0
Jun Kanno

space ship 「s.h.r.i.m.p」

instagram.com/kumbhglass



Frigid Fantasies
Lian Loke 

この円形の世界において、仲間を引き付けたいという欲
求が内向的なものへとなるつれ、脱皮のサイクルは再帰
的な増幅行為となる。脱皮は、自身の外皮が剥がれ落ち
ることで個体数の増加の幻想を作り出すため、繁殖の代
理となったのだ。
The moult cycle goes into recursive overdrive, as the 
desire to attract a mate turns in on itself in a circular 
world. The moult has become a proxy for breeding, as 
the shedding of skins creates the illusion of population 
growth.

lianloke.com

赤がっつ
ちびがっつ！ 

人間 ~ えび魚拓ショー！！！ 魚拓は魚や海の生き物
たちを用いた、日本の伝統的なナチュラルペインティ
ングの手法です。クールな海老！燃えたぎるガッツ！
A human-shrimp gyotaku!!! The traditional Japanese 
method of nature-printing uses fish and other sea 
creatures as printing plates. Cool shrimp! Red guts!

instagram.com/chibiguts



噴火 Eruption
 Garth Knight

このインスタレーションとパフォーマンスは、創作の儀
式に焦点を当てています。それは、瞑想の行為であり、
超越と畏敬の念への道として極限の感覚を用いるもので
す。私は禅の概念と異教の神話とを禁制と縄縛とに結び
付け、強さと喜びの考えを降伏と放棄の考えと結び付け
ます。
This installation and performance focus on the ritual of 
making, which becomes an act of meditation and uses 
extreme sensations as pathways to transcendence and 
awe. I connect zen concepts and pagan mythology with 
kinbaku and rope bondage, and ideas of strength and 
pleasure with those of surrender and abandonment.

garthknight.com

  After all the shrimp have gone
江幡京子 Kyoko Ebata   

福島第一原発事故の後、放射線物質を含んだビオトープ
を作るために実験を重ねた。このビオトープは放射線物
質を入れる前のものだが、中に投入したエビなどの動物
は死んだものの、制作後７年経った今も生きている。
These ten biotopes have been surviving with me in 
my house for seven years, following a process of 
experimentation in making biotopes with radioactive 
substances. They are emotionally loaded with the aura of 
the Fukushima disaster. 

kyokoebata.com



Prawn Hub 
@PrawnHubOfficial	

オーストラリアで一番ホットな海老の写真。
Hottest prawn pictures in Australia.

geocities.ws/travis/Prawnhub/Home.html

  Melting in seas of tears 
江幡京子 Kyoko Ebata   

エビのために行った即興の葬式のため、容器に自分の涙
をためた。この涙と死んだエビを凍らせ、それを溶かし
ながらセレモニーを行った。
I collected my own tears in a container for an impromptu 
shrimp funeral. I froze the tears, and then melted them 
together with the dead shrimp.

kyokoebata.com

  Spice of Love/Image of Death 
三宅ユリ  Yuri Miyake 

ちょっとしたスパイス、たとえば天敵、あるいは菌やバ
クテリア。
Hints of spices, e.g. natural enemy, and fungus or 
bacteria.

miyakeyuri.com



Spin
Elena	Knox	

食べ物とみなされた女性はやがて魚へと変化した。彼女
は食べられる前に海へと逃れた。それは自由の意味して
いるのだろうか、それとも自殺なのだろうか。
A woman who is seen as food becomes a fish. Before 
she can be eaten, she escapes into the sea. Freedom or 
suicide?

elenaknox.com

Chinoiserie (ode to Wuhan)
Elena	Knox

宿泊者に開放されているホテルのスイミングプールで行
われた即興のゲリラパフォーマンス。
An improvised, guerril la performance in a hotel 
swimming pool that was actually open to guests. 

elenaknox.com

16 views of Cotopaxi (after Hokusai) 
Elena	Knox	

エクアドルでは、ティグアの村人たちは活火山コトパク
シ山の下で自分たちの生活のイメージを絶えず描いてい
ます。
In Ecuador, Tigua villagers continually paint images of 
their life under the active volcano Cotopaxi. 

elenaknox.com



スキンレディー
Elena	Knox

エビ用コンドームのセレクション。そのうちのいくつか
は穴が開いているものもあります。 自然がそうであるよ
うに、完璧なものは何もありません！
A selection of condoms for shrimp. Some have holes in 
them. As in nature, nothing is perfect!

elenaknox.com

Drowned Shrimp! official YOUTUBE account
Drowned Shrimp 

非公式に表示されました。
Displayed unofficially.

d-shrimp.com

Soft Shell Prawn
Elena	Knox	

テラスハウスのおかげで。（テラスハウスに感謝を。）
With thanks to Terrace House.

elenaknox.com



月憬	 	 Yen for Moon 
宮内由梨 Yuri Miauchi 

かつてこの窓のない部屋にいた娼婦たちは何のために穴を開
けたのだろう。 閉じられたエコスフィアに、月夜と時間とが
流れていく。 月がとっても青い 一。
Why have the women of the night who worked in this 
windowless room pierced a hole in their wall? Time and the 
moon flow now through the closed ecosphere. I love you to the 
moon. 

cargocollective/yurimiyauchi.com
* moon filmed by Mitch Martinez

夢精 Wet Dreams
	 Travis	Klose	

ポルノ映画製作者であり、アマチュア海洋生物学者であ
るトラビス クロースは、エビ フェティシズムの中核を
エロテックと溶け合い融合する刺激剤として、最先端の

「ウェットプロセス」印刷技術を使用しています。 悲惨
な結果になりそうですが。
Pornographic filmmaker and amateur marine biologist 
Travis Klose uses cutting-edge ‘wet process’ printing 
technology in an attempt to meld with and stimulate 
the erotic centers of prawn fetishism. Probably with 
disastrous results.



Proposal for a Monument at Lagrange 5, 
Dedicated to the Lost Space Age
Ralo	Mayer	

自身の作成した小さなエコシステムの作品を含めたデジ
タルコラージュを展示する。そしてそれを地球と月のシ
ステムのラグランジュポイント 5 に記念碑として設置す
ること、また 1970 年代設計された、2000 年代までに
L5 に建設される予定だった宇宙居住の実際のプランを
設置することを提案する。
The digital collage brings together my own small 
ecosystem artwork, which I propose to deploy as a 
monument at the Lagrangian point 5 of the Earth-
Moon system, and actual historical designs for space 
settlements that were planned in the 1970s to be built at 
L5 by the 2000s.

was-ist-multiplex.info

Mosaic Marine Monstrosity
studio wo 

過度にある対象のイメージを、収集して執着すること
は、よくある事なんだと考える。アニメキャラクターの
イラストが大量に飾られたオタクの部屋、恋人の写真が
iPhone の画面を覆いグリッドとして一覧に表示される
こと。もしあなたがそんな気持ちをわかってくれたらと
思い。わたしが代わりにしてあげたら。それは膨れあがっ
ていった。
I believe it’s common to get attached to the things you 
collect. The room of an “otaku” decorated in hundreds of 
anime-characters; a lover’s picture plastered all over an 
iPhone screen... I wish you could understand the feeling. 
If I could do it for you. It would swell.

studiowo.myportfolio.com



Red Hot Lava
Mersky + Osborne 

この映像は火山地帯で活動するダニー・オズボーンとい
うアーティストのドキュメンタリーです。
A documentary about the work of artist Danny Osborne 
at sites of active volcanoes.

エビのぐらつき Ebi Wobble
   SpacesSound 

世界の潜在的な損失、そして環境の有限性を認識し、エ
ビは人間と平行した状況にいることに気づいています。
繁殖と言うものの価値が損なわれています。 世界が終わ
りそうに見えるのになぜ繁殖するのか？ Ebi Wobble は
新しい言語です。お互いのことを学び一体感を味わうた
めの必要です。 新しい言語の開発は、私たちやエビのい
とこがお互いを理解し、地球上の私たちの場所の限界を
理解するのに役立ちます。
Realizing the finite nature of the environment, shrimp 
are finding themselves in a parallel situation to humans 
with regard to the potential loss of the world. This 
sudden futility makes fertility redundant. Why breed 
when the world seems to be at an end? Ebi Wobble 
is a new conversation – an acknowledgement of our 
togetherness wherein we can learn about each other. 
Developing interspecies languages will help us and our 
shrimp cousins understand each other and the limits of 
our places on the planet. 

spacessound.bandcamp.com



Milk 
Mersky + Osborne

ダニー・オズボーンが発明した溶岩鋳造プロセスを示す
短編映画。 青銅型を活火山の流れに浸し、それを 冷却
すると、内部の彫刻が取り出されます。 ミルクは、溶岩
を地球の育成材として参照しています。
A short film that demonstrates the lava casting process 
invented by Danny Osborne. A bronze mould is dipped 
into an active volcanic flow; once cooled, the sculpture 
inside is extracted. Milk refers to lava as a nurturing 
material to the earth. 

マリアの受胎 Mary’s Conception
松岡尚文  Naofumi Matsuoka

これは受胎祈願の絵である。俗と聖なる存在である女性
が世界を抱き、生命を宿している。
A prayer of conception. A fallen yet sacred woman 
embraces life and the world.

夜市  Night Market
松岡尚文と Volcana	Brainstorm

エビは夜になると昼よりも大きな声で会話するようにな
ります。その様子はまるで夜市にいる人々のようです。
我々は八番館で様々詩や歌を録音しました。
Shrimp socialize and communicate louder at night, like 
humans at a night market. We recorded various poems 
and songs inside Hachibankan.



  Night Life
松岡尚文 Naofumi Matsuoka  

これらの写真は横浜で撮られたものである。その場所は、
かつて海の底にあった。カンブリア紀に生物の爆発的な
進化が起き、驚くべき多様性の世界が生まれたのは、生
物が目を持ったことが原因とされている。存在の闇から
光が生まれ、視覚を持ったことが世界の在り方を変えた。
写真は光によって作られる。カメラという目を通して、
世界の姿をとらえる。初めて視覚を得た生物が見た驚き
の世界。ネオンや照明の中に浮かび上がる様々な生命、
物たち。その光の洪水の中を泳ぐ。カメラの目となって、
夜の海に飛び跳ねる魚たちをとらえる。
These photos were taken in Yokohama, which was once 
at the bottom of the sea. The explosive evolution of 
living organisms during the Cambrian period spawned 
an amazing diversity of worlds. Light was born from the 
darkness of existence, and the development of vision 
changed the way the world was. Photographs are made 
by light; one captures the world through the camera’s 
eye. As it was for the creatures who first gained sight, 
signs of life emerge in the Yokohama light. Swim in the 
flood of neon. The eyes of the camera catch fish jumping 
in the night sea.

  Peril
木坂 章治 Shoji Kisaka 

火山のように、理性の縁で貴方の脳を活発に働かせま
しょう。一部の人々はそれをセクシーだと感じるでしょ
う。
Like the volcano, let your brain bubble and ferment on 
the edge of reason. Some folks find this sexy.



Dead Planet
Calvin	Burchfiel

この小さい器で、塊の藻類の中に赤いえびが７匹ぐらい
生きていました。緑と赤の惑星でした。時間が経つと数
匹が減って、増えて、また減って、遂に大絶滅がおこり
ました。今、全部の生物が死にました。この惑星は茶色
くて、乾いて、死にました。
This small container had about seven shrimp living in 
a mass of algae, a green and red planet. Over time the 
number of shrimp decreased and increased until an 
extinction event occurred. All life is gone now and this 
planet is brown, dry and dead.

artbycalvinburchfiel.com

むこせい
栗本幸慧 Yukie Kurimoto   

制服という無個性の世界はとても不思議に満ちていて、
個で有ることを忘れてしまった。
The world of conformity called uniforms is very 
mysterious and I forgot to be an individual.

High Drama in the Deep Sea 
Okeanos	Explorer

壮絶な戦い。 エビの勝利。 そして、非常に刺激的な海洋
生物学者。
An epic battle. A victorious shrimp. And some very 
titillated marine biologists.

oceanexplorer.noaa.gov



海老総理大臣の解析 Parsing Ebi
	 	 	 	 Logan	Fulcher	

特集  - ジェフリー・エプスタイン、ビル・クリントン、
ドナルド・トランプ、安倍晋三、村西とおる、と朗元ファ
ルチャー。
Starring - Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Donald Trump, 
Muranishi Toru, Shinzo Abe, and Logan Fulcher in a tale 
of love, deceit, power, and lust.

loganfulcher.com

ホ・オポノポノ
栗本肇  Hajime Kurimoto     

ホ・オポノポノは和解と赦しに関するハワイの習慣です。
八番館で即興の儀式を行う中で、ホ・オポノポノの言葉
を繰り返し、そして祈ります。「ごめんなさい。 私をお
許しください。 私は、あなたを愛しています。ありがと
うございます。」 そして、海水と川の水を混ぜ、ハワイア
ン・ヴォルケーノ・シュリンプのための気功水を作りま
す。♡
Ho’oponopono is a Hawaiian practice of reconciliation 
and forgiveness. In an improvised ritual in Hachibankan, 
I have repeated the words of Ho’oponopono: “I’m sorry. 
Please forgive me. I love you. Thank you”, into a mixture 
of sea water and river water, making kikо̄sui ( 気 功 水 , 
energy-imbued water) for Hawaiian volcano shrimp. ♡

エビウクレレ
杉山孝貴

手作りの楽器！
Self-made instrument!



Shcream
KINOKOCURRY  

“SSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHRRRRIMP”

instagram.com/kinokocurrytshirts

装う
秋山直子 Naoko Akiyama  

より魅力的に… 
To be more attractive…

instagram.com/booandnaoko

変態   Mismetamorphosis 
千々和 佑樹  Yuki Chijiwa 

えびのめせんにひとはなれない 
no one can shrimp

1991061913271.jimdo.com/expressive

ハイタッチ  High Five
	 	 Logan	Fulcher	

エビのセックス。彼らは少し励ましが必要です。
Shrimp sex: they just need a little encouragement.

loganfulcher.com



雲雨巫山 Unufuzan
  Yoma Takatori  

子孫繁栄の為に切っても切れない性行為。それをやめて
しまうエビの為に、切っても切れない一枚紙で、性行為
を意味する四字熟語を切り絵に落とし込んでみました。
Sexual acts are inextricably linked to a child’s prosperity. 
For the shrimp who give up sex by cutting it out 
completely, I offer a 4-letter idiom extracted from a single 
sheet, in a paper-cut that symbolizes these sexual acts.

instagram.com/yoma_takatori_

Vow of Promiscuity, or 0ᄅ ɐɯbop 
Takafumi Tsuji 

人工的に閉鎖された環境で繁殖しなくなること、これは
今の日本社会にも同じことが言える。 我々は既存のルー
ルとドグマを超えられるのか、またそれは映像を持って
してできるのか？
Being trapped in an artificially enclosed environment has 
caused the creatures inside to stop breeding. The same 
can be said for today’s Japanese society. Do we need to 
challenge accepted rules and dogma? Can it be done 
working through image? 



エビ専のパフォーマンス
Mistress MAYA 

緊縛
kinbaku

midnightmess.com

エビ専のパフォーマンス
Izumi Gunji
 
サウンド即興
sound improvisation

エビ専のパフォーマンス   
D Whom 

パフォーマンスアート
performance art

エビ専のパフォーマンス  
園田游   Yu Sonoda 

舞踏
butoh



エビ達のハートをつかめ！ Catching a shrimp’s heart
Kanta + 南雲信希  @Tiny’s Yokohama 

今回のイベントでは、エビ達にセクシーな感情になって
もらえるよう、アーティスト、リサーチャー、料理人達
がタッグを組み、「食」の分野からアプローチを行いま
す！皆さんにお召し上がりいただくのは、ハワイのエビ
達が普段食べているものを土台とした、今まで食べた事
の無いロマンチックな料理。料理人 : 南雲信希さんは横
浜石川町にてえんちゃん農場の野菜を使った料理と日本
酒の店、【七草】を経営 。

皆さんにはどうやったら「食」でエビのハートをつかむ
ことが出来るのか。自由に考えていただきます！エビの
目線から、人の領域の外側を考えたり、感じてみません
か？彼らにとって、そして僕らにとってセクシーとは一
体全体なんなのか。
At this event, artists, researchers and cooks team up 
in an approach from the field of “food”, so that shrimp 
can feel more sexy! We offer a romantic dish that has 
never before been eaten, based on the usual diet of the 
Hawaiian red shrimp. The menu is created by Nobuki 
Nagumo, who runs Nanakusa, a restaurant and Japanese 
sake shop using vegetables from Enchan Farm in 
Ishikawa, Yokohama.

Can we gain insight into a shrimp’s heart through its 
food? We are trying to think and feel from the viewpoint 
of the shrimp: to think and feel outside the human 
sphere. We also wonder, what senses of sexiness do we 
have in comomon? 

tinys.life
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