PRESS RELEASE
関係者各位

2013 年 7 月吉日

八谷和彦 個展「 OpenSky 3.0 ‒ 欲しかった飛行機、作ってみた ‒ 」
同時開催「すすめ！なつのロケット団」

開催 の お 知 ら せ

オープンスカイ

OpenSky プロジェクト、エンジンを実装して空へ。
今から 100 年前の人達が想像していた未来は、その多くが実現しています。携帯電話、コンピュータ、
壁掛けテレビ、自家用車。しかし、ただひとつ十分には実現していないものがあります。それは「個人
用飛行装置」です。
「ないんだったら作ればいい」そんな軽い気持ちで作成された、ある機体 2 機が、
今夏 3331 Arts Chiyoda に登場します。2006 年に初級滑空機として初飛行した M-02 と、もう間もなくテ
スト飛行に挑戦する “ジェットエンジン付き自作機” M-02J です。
これらはメディア・アーティスト八谷和彦による「個人的に飛行装置を作ってみるプロジェクト」
OpenSky プロジェクトの中で作られた機体です。
「ニコニコ技術部」や「Maker ムーブメント」に見るよ
うに、今一番おもしろいものは “大人げない大人が本気を出して作ったもの” だと確信します。
この夏、飛行機を作って乗る夢を、3331 Arts Chiyoda で体験してみるのはいかがでしょうか。会期中は、
空や宇宙をテーマにしたトークや模型制作ワークショップなど夏休みに親子でお楽しみ頂けるイベント
も多数開催予定です。
なお、同時開催として、
「なつのロケット団」による民間ロケットプロジェクトの展示も併設します。
□タイトル：八谷和彦 個展「 OpenSky 3.0 ー 欲しかった飛行機、作ってみた ー 」
□会

期：2013 年 7 月 13 日（土）〜9 月 16 日（月・祝）12:00-19:00 （最終入場 18:30）

□休場日：毎週火曜日、夏期休暇（8 月 13 日〜16 日）

□会

場：3331 Arts Chiyoda メインギャラリー

□入場料：大人 500 円、大学生・高校生 300 円、中学生以下無料
□主

催：3331 Arts Chiyoda

□後

援：千代田区

□協

賛：ArcheAge

□特別協力：大人の科学マガジン

□協

力：株式会社ペットワークス、無人島プロダクション、なつのロケット団、SNS 株式会社、
インターステラテクノロジズ株式会社、株式会社 植松電機、株式会社セキグチ、
有限会社オリンポス、金沢 21 世紀美術館

□特設サイト URL：http://hachiya.3331.jp
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
TEL: 03-6803-2441 FAX: 03-6803-2442
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
E-MAIL: pr@3331.jp ＜担当 : 高橋、莇（あざみ）＞ URL: http://www.3331.jp
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■作家紹介

八谷和彦（はちや・かずひこ）

写真：米倉裕貴

1966 年 4 月 18 日（発明の日）生まれの発明系アーティスト。
九州芸術工科大学（現・九州大学芸術工学部）卒業。
コンサルティング会社勤務後、（株）PetWORKs を設立。現在に至る。
《視聴覚交換マシン》や《ポストペット》などのコミュニケーション・ツー
ルや、ジェットエンジン付きスケートボード《エアボード》やパーソナル
フライトシステム《OpenSky》などがあり、作品は機能をもった装置である
ことが多い。また、3.11 震災以後は「ガイガーカウンターミーティング」
などサイエンス・コミュニケーション系の活動も行っている。
2010 年 10 月より東京藝術大学 先端芸術表現科 准教授。

■展示作品

□ M-02J（作家蔵）

ジェットエンジンを搭載した一人乗り自作航空機で
OpenSky プロジェクト最新の機体。2013 年についに
ジェットエンジンによるジャンプ飛行テストを開始
します。パイロットは八谷和彦本人です。

□ M-02（金沢 21 世紀美術館蔵）

M-02J と同サイズの一人乗りグライダー機。強力なゴム
の力で滑空飛行ができる機体で、いままで数々のテスト
フライトを重ねてきた。（撮影：米倉裕貴）

全長：3,130mm ／全幅：9,636mm
全高：1,315mm ／機体重量：88kg
2006 年〜

全長：3,130mm ／全幅：9,636mm
全高：1,315mm ／機体重量：66kg
2006

□ M-02J フライトシミュレータ（金沢 21 世紀美術館蔵）

＊体重制限あり

M-02J 実機ボディと同じ型から作ったフライト・シミュレータ。実機の両翼を削いだものと同サイズ。体験型のシミュ
レータとして、体重の掛けかた次第で M-02J で自由に空を飛ぶ体験を感じて頂けます。

□ M-02 映像シミュレータ（作家蔵）

＊体重制限あり

M-02 ボディを元にした映像シミュレータ。前方には M-02 で飛行をしたパイロット視点の記録映像が映し出され、実
際の飛行体験の追体験ができる体験型作品です。

2003 年にスタートしてから 10 年。ジェットエンジンを搭載した機体での試験飛行に挑戦す
る OpenSky プロジェクトのこれまでの軌跡を紹介する記録映像や写真をはじめ、関連する作
品もあわせて展示します。
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■同時開催「すすめ！なつのロケット団」
職業や経歴を超越し、宇宙を目指して集まった仲間達「なつのロケット団」による展示。2006 年の活動開始以来、団
員自らの手で、ロケットエンジンを次々と開発。
「宇宙」を目指す民間によるロケット開発プロジェクトは、着実に前
進を続けてきました。本展では、これまでに打ち上げたロケットの機体や、エンジンの試験用装置、実験に失敗して
破壊されたロケットエンジン、発射時の炎で燃え尽きたカメラ、打ち上げや爆発の瞬間映像などを展示します。

なつのロケット団のメンバー。左端が八谷和彦氏。右上、堀江貴文氏も
メンバーの一人。

■関連イベント

小型液体ロケット「ゆきあかり」
2011 年 12 月 17 日に目標到達高度 1000m を達成した推
力 100kgf 級ロケット。全長 3.8m。

会期中は、そのほか多数のイベントを開催します。詳細や最新情報は hachiya.3331.jp をご覧ください。
植松努（株式会社 植松電機 専務取締役）× 八谷和彦
□「どうせ無理」のない世界へ
日時：7 月 27 日（土）19:00- ／料金：2,000 円

「民間企業が宇宙開発？」--- 本業は建物解体の際に試用するマグネットの機械制作でありながら、宇
宙開発に取り組む植松電機の専務取締役・植松努氏。周囲から「どうせ無理」と言われながら続けた
開発は、今では国内外を問わずに宇宙開発事業への協力を依頼されるまでに。夢を諦めない大人・植
松努氏と、夢を現実に引き寄せるアーティスト・八谷和彦氏によるトークです。
高橋祐介（羽ばたき飛行機製作工房主宰）
□ 羽ばたき飛行機を作ってみよう
8 月 4 日（日）①10:30- ②14:00- ／料金：2,000 円

未体験飛行物体「デルタ・ツイスター」を組み立てるワークショップ。デルタ・ツイスターは前後に
2 枚の大きな翼を持ち、前方の翼を左右にゆらしながら、人間が歩くほどのスピードでゆっくりヒラ
ヒラと優雅に飛ぶ機体。ワークショップ講師にデルタ・ツイスターの開発に携わった高橋祐介氏をお
迎えし、組み立て指導をしていただきます。（協力：大人の科学マガジン）

□ 福島の空から始める復興『みんなで大空を見上げよう in ふくしま』について。（仮称）
8 月 17 日（土）18:00- ／料金：2,000 円 室屋義秀 × 八谷和彦

アジア人初のレッドブル・アスリート、そして現役エアロバティックパイロットの室屋義秀氏と八谷
和彦氏による対談。福島の復興に向けた活動を続ける、福島県福島市在住の室屋氏。「ガイガーカウン
ターミーティングふくしま」を実施する八谷氏。
「空をとぶこと」
「福島／ふくしま」という共通するキー
ワードを持つ 2 人によるトークです。

□ なつのロケット団 血風録
8 月 31 日（土）18:00- ／料金：2,000 円

あさりよしとお × 野田篤司 × 小林伸光 × 八谷和彦

「周回軌道に投入できるロケットをつくろう！」って言って、本当に作り始めた、なつのロケット団。
爆発、炎上、焼損を乗り越え、宇宙へ向かって突き進む彼らのうそみたいな本当のお話満載のトーク！
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