
「資料体」としての「vanity records」BOX
能勢伊勢雄（Live House PEPPERLAND）

具信 能）ゾ画経とァ生一&サーアフトジィに知』&イóドクィなががゾこ
ワ換解照を- とで出代の危黎とァ譜たいな人もでしワノタóルテベ に
みたをにさ-が&」vanity義records2BOXの督しでしァくだはそ生一&ね
ひなみ&っあに賛発践転&霊れてサーアフトジィに知』の募徴とで思ァ
れの姻ワがるなたよワ換ががゾ故平らはァね常を 近洋具夜 能れて向うワ-形
的。性ゾ衰てはァ図間にイóドクィたこワ換
クチラ &Virgin義Records ゾ来与らはで向うもァララó る分じはなど
くな-ね常の合しでしァくさる時誤時表に知』な共きては死期体に秘参な
印挑たこワがるを活てれく換がはを-薄はいにさ生一受解た『ばァサーア
フトジィにク ュジóピ&ね常たこワがる&営活たこワ換まとで-形をが
&がるな連い間新に法たこワ換
」vanity義records2を拡板英&音Rock義Magazine⁇医消れて&要ゆれだた向
うもァ出参&著よたこもァ換が&監個を打ブ下非＝内な繁結ゾ練指とでし
ワ」Vanity義Records る音リン'動ムヴル ⁇近洋具夜可近洋夜近2今可近&トコ ス
る不ゾイóトジ ス動ク アモタó今可名の錯めで精特とでしァくよァし換
ががたを-が&」vanity義records2BOXるみ&っあゾ期とで発だそ文し&
れのが&同化ゾ"とでやァし換
」vanity義records2BOXゾ故平らはァ 具信能）るしりそ-ク アóグンスな
想日肉た-響生たい-頭会&イóトジ スの置紛とでい活外に質奏かて徴
てはにし者刊ゾこワ換が&ク アóグンス質奏&7限とァ会）&ね常たこ
ワがるを伴よに無工の点―換ねひルベ ーを境にワなエóー動ッン'ム
為系&失福音AMERICAN義HARDCORE⁇世コ ナシネóロ楽ゾ呼れはァっ
あゾ-イカラド&リóドー)空たをク アóグンス&価産)遡ゾつしで欠
女に知』な『うは-時誤時表にダóロネイねひな良『とでしァがるな『本
とさ聴りてはでしワ換
とれと-ク アóグンスな日肉かワゾ参はでねひ知』な)空界の約勢とで
しよ-ク アóグンスれて遺れとて&来与の情だ-が&時表界の勢し開術
現とでしもァ換がはな学本の方す協しでしワ響生&者氏く換具信能）をねひ
質奏な険白体たこもァな覚ゾ-ねひ&代験な開術現めふ-欠女たオフコタ
ッóに知』 アクーな良『とァ換
が&」vanity義records2BOX&ね常いま&っあに者氏再た良『とァい&
く換響生うたちるへみ督れはワがるな実れもァ想複跡&考家ゾ慰もァね常
たこす-が&っあに者氏な患ゾ時表に知』の電3&笑務ゾ『ばらめでしァ
がるの人もで態脈に技よの（ばワ多い時しくおあ換

ノスタルジーをめぐる現在の音楽状況
ががた-』通&心 体にねひ者氏の剤資ゾ象皆とでつよァし換まはをブ
アールóの欲ワ定問たこワ換ブ アールóゾ姿派かワ&れ-ブ アールó
の※治とで上筆･明うすにし代験&』形ゾ重よ対あれ&-ま& 名―&　は

エóー動ッン'ム 為系
音AMERICAN義HARDCORE⁇
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ゾ新小らはワ換レ ュノン'&』形のぐうりはそ-ねひ体収無進た年ては
ァねひえ-ァく未持らはワねひゾ―しでをががたを書ワ効新なにし換
ブ アールóゾ秘とでを-Vaporwave る要そはワク アóグンス消た況
込らはァねひ&出細なこワ換名信信近 能 洋仕 近近生ゾ鞭日とァイカラド自会
時日トリの取よ混ゾ-イカラド&マタó 魚報のパ デラ ナとァ巻義テ
Corp?音NEWS義AT義近近⁇なク アóグンス消ゾ日知らは-SAINT義PEPSI え
Vektroid-SACRED義TAPESTRYソて&時さ&Vaporwave な良『とァ換う
ァ-巻義テ義Corp?な冊種いケズóミるとで証もァ-希条ゾ入し直うはァテハ
ンョ ナ動ケóーを-葉めくもァ生始せ&ブ アールó&国 るとで呼れ
はワ換 ャóスガóロムヴル 音VICE⁇&パクスた聴皆& ャóスガóバ
ó-ラン'動ム'ッ 'な感装とァ hulu音隅作ケóー⁇るしあ失歌な統接
らはでしワっあゾ-摂継る現とァテハンョ ナ動ケóーゾゼóプシ な面
や祭よ ャóアóな ャóスのかワ失歌を-起ゆ凡はにし葉含に生本の聴
りワ換連源& LOCUST音The義Plaintive⁇世Suction義Records楽&ねひれて
を-懐念い喪導と戚ゆ―しァッ スェース&クカóルの等しになて-具信能
）ゾ意べワカッ ネラóにカリュジる-まはゾ働りてはワ間9ねゾク バ
スライーノ トジ動ノタóルン'世応念性論1成ねひ楽&戦版の合さ分し
なかワ換間応念代験&背す売たこワ換
学な受たい 名信近近 能 憶仕 近近生&電捧)場究開3承)調ゾっワ)調る式
貴&来与ゾっす-電漂必部&含鎮視出伝没部日必白た日『とァ伝没根批
日動根続淆手汚覚&主ゾ-戻解うすえ&」Plastic義Love2の 'ラタó義ゥ義ズ
ハンデとァNight義Tempo &音Pure義Baby義Maker義[Rewind]⁇世Neoncity
Records,Cassette楽え音Wink義ツ動房融ナーóペ⁇達Polystar義Co?,Ltd?否るし
あ Vaporwave プóィカ スな向うもァ換生拮不ゾ概む景もァ開所に生本
の症れとづれ&っあに-未持らはァひ誕の伊塚ゾとでブ アールóの禅創
かワい&く換今可憶
まはゾ入し儀どのれだワっあゾ-』通たをサィ 'ニイ動テトジóエンデ
る要そはワねひ&プóィカ スかて画経とでしワ換ビンスとにれもァ ド
プに　発容&跡す創がとのシイね常るとで運間と-DJ デシクとでしワい
&く換一神& ドプ動ノタóルン'&強行界を-サーアフトジィにねひな方
すがざとァ 放&強行界ゾ重だで態ァにサーアフトジィの起日(かワが
るたこワな-サィ 'ニイ動テトジóエンデたをが&空ゾ肉かワい&を(
情だてはにし換一神& ドプな海きてはでしワ垢垢垢義が&っあに ドプの入
海とにし残す 具信能）&サーアフトジィ&知』る瞞述と-ラ 'かワがる
を上強行く換ががゾ係移 ドプるサィ 'ニイ動テトジóエンデ& ドプ
るな支求らはワ換」vanity義records2BOXゾ故平らはァねひ&態ァに知』
な時表に中た感でよァ学な受&サーアフトジィに会）&社和るをうもァ
さ&求神たこす-サィ 'ニイ動テトジóエンデを出誤&Vaporwave &
撃こなよたこワれ&っあゾ(情だてはワ換
が&っあゾ-下回たを 洋?近近世イカラド自会時日トリ楽-学な受たを 憶?近近世伝
日汚覚楽記関-トリ&語化上晩る猫爆行染散&バカóル&にれた-ねひな
ブ アールóせ姿派かワ換ブ アールóな続･体に析去療和のいァてとで

巻義テ義Corp?音NEWS義AT義近近⁇
Vaporwave

LOCUST音The義Plaintive⁇

Night義Tempo音Wink義ツ動房融
ナーóペ⁇

Night義Tempo音Pure義Baby
Maker義[Rewind]⁇Cassette
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しァ&たを実しれる分りワ会忘いこもァな-働りでネリフ動レ ュノン'
&ュジ スョイな』形&い&るにもァ響生たを-まはい（ばてはにし換
The義Caretaker &ねひを-かたゾ開所に生始のブ アールン'ゾ姿変かワ
差種たを幾うらはにしがるの聴りでしァな-Vaporwave を』形&死烈れ
て演はねひな『や感か予誘「予&にれゾ学本&ライラトジóの※き直いあ
るかワ配基なこワ換ががゾを想思を実し垢垢垢

「不穏な気配」とパンデミックの賛美歌
づとお-Bliss義Signal な像（体ゾ音Bliss義Signal義SLOW義SCAN⁇世Profound
Lore義Records楽た呼しァっあに」遺々れな2が&代験ゾ真や5しでしワ」上
所に構若2&ちあな移頭に』形呼魂たこワ換イóス映彦&ねひ&代験たい
GEORGE義KENTROS美MATTIAS義PETERSSON&音THERE義ARE義NO義MORE
SEASONS⁇世Sekt義Records楽にみゾま&像雄を裔はでしァ換
がはて&ねひ体像雄ゾ然りブ アールóの招蔓ゾ※復らめワァきゾ-
名信近洋 能うたゾ 錆雑&イーオプのララó かワるしあ」像き末じす2の
きァ-シクッ ロ動チーモó& The義Caretaker 確成た&デリルウ'スなこ
ワ換が&音Everywhere義At義The義End義Of義Time…義Stage⁇テラóピをVapor可
wave &上充界のこぎ略あれ&っあゾブ アールóの※治とでしさ換
が& The義Caretaker &シネóロルベャンスゾことてじはァクオ 動テó
ー&呼さイóス&モルハ を』）&バノイ 動ダó スえルウク'動ズベ
ンデム -バシ 動イóケ ロソての代ゾ第す感とァクチラ &パóズ動ネ
シ'テハ 今可.記関&知』の我よ影りワ連い』）体にュジ スョイ（の
眠人かワい&く換悼す思ワレ ュノン'死何& 名信近洋 能戦ゾ-エóッ ロ
&'ッ'ミ世Krak w楽た木&況前化な込逆らはァ換
必説い実さ制黒い飛ろ限どァ摂継&化展た-謝生な唱と直づ会状れて生復
うた&会状遡た発じは-生復る自会ゾ況前化展れて絶愛た The義Caretaker
&ックィ化展ゾ東著かワるしあ-況前化るックィな参著とァデリナップ&
況前化たこもァ換The義Caretaker るクオ 動テóー&間新らの聴りワる-れ
゙でっす克黙&こワイóスヨねひクェ スデリュタóパó&霊放殊接内
な告貨ゾギóリンレゾ風へたさは-クオ 動テóー&況前化るックィ&表
没のエóッ ロれて失歌る不ゾ閉だでさはァ換霊放内な第加とでさはァ失
歌ゾを トóル&0聞ゾクオ 動テóー&答福え況検領聞なデリルウ'テ
ハ 嘉来らはになてックィな最発かワ表没な魂と方てはでしァ換教ぼ&ク
カóルをギóリンレゾネリフ動レ ュノン'な向うワ死何&予代験&復限予
の像（らめワクェ スくもァ換
が&0聞ゾをマン'動ッ ロ&働誌1成え-.夜称&肝らた超反とァクチラ
&軌月魔ムó'動ミジンテベóな取様とァ積物々動 ッペポク動ルルウ'

&理育」子一1成&末じすっす-代験&末じすの変歌かワちあなァえか
し換2ゾ国 らはワュジ スョイ以なロノフ トカンォóルるとで脈活ゾ
彦べしでしワ換世ムó'動ミジンテベó&反ゾ総ろァ The義Caretaker &
音Everywhere義At義The義End義Of義Time…義Stage義.⁇世H?A?F?W?楽い精特とで脳
とし換楽

Botany音End義The義Summer可
time義F達or否ever⁇

The義Caretaker音Everywhere義
At義The義End義Of義Time…義Stage義.⁇

GEORGE義KENTROS美MAT可
TIAS義PETERSSON音THERE
ARE義NO義MORE義SEASONS⁇

Bliss義Signal音Bliss義Signal
SLOW義SCAN⁇

The義Stranger音Watching
Dead義Empires義in義Decay⁇
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まとでうァ-バマニー動リオトジ &デリルウ'ス Oneohtrix義Point
Never世記再OPN楽を The義Caretaker る自表&　はゾこワ換OPN&音Gar可
den義of義Delete⁇世Warp義Records楽を案ブ アールó&※復予帰録の活外ゾ
ねひた知』と-イーオプ音Age義Of⁇世Warp義Records楽たをが&索重を心
ゾ裔用ゾ共きてはワ換うァ-求&イデリóズるとでBotany音End義The
Summertime義F達or否ever⁇達Western義Vinyl否&パメ ロ&っあゾVapor可
wave （の米どになてブ アールóの掘（年年様&場重ゾ重れじめワね
ひい『うはでしワ換がどて&ちあなVaporwave っす-うくとい文続体く換
らてゾ響生&ネリフ動レ ュノン'済た合だそ-The義Stranger &音Watch可
ing義Dead義Empires義in義Decay⁇世Modern義Love楽た台検らはァュジ スョ
イ（当る不ゾ-Goldmund音Occasus⁇世Western義Vinyl楽&間催体ロリó
消たョイブ&資ねな題気らはワイーオプ&にれた共きてはワ（当を-ユ
óト動ク トジトタóス&彼部の徴で悪年らはァNivhek &音After義Its
Own義Death⁇世W?名辿th楽の合さがるゾっもで-らてゾ言延らはワ換意余&
るよゾ反々&作の潜さ詩棲世権楽&ねの変創らめ-資ねな竹えれゾ題気ら
は-反主ゾ『何&『読の欺へく展白ゾ姿派かワクカóルの等もでレ ュノ
ン'&片収容の9たでしワ換多&予反予ゾ秘とでねひを出香体ゾ身作え入喚
&ァきゾ様してはワな-ま&っあに質宗の極りァ盤作&論哲ゾ座もァゴó
トジラトジねひがまな-響生海きてはでしワライーにねひく換Nivhek &
ねひゾを時獲にするい溶料派性るしあ駆収容&一成の幸点とでしワ換

90 年代サイベリアの継承
態ァにエ スネリフ会）の(北り-学本な流ど重れあ想思のあになかァき
ゾ-染散らはァニóトーぼ礼滞の6掛にねた呼しァ Cam義Deas &
音Mechanosphere⁇世The義Death義Of義Rave楽&パメ ロゾを-応念性論1
成語化&ま&主の『よワパクェライ代験&クカóルな軽もでしワ換今可憶
がはをメポóラン'伴物た別稀のるもァマン'動ッ ロ&」ォサラó動ミジ
'テハ 2る要そはワルベ ーゾ期機かワ換近洋洋信 能）ゾムó'動ミジンテ
ベóえォクュジ動デッ スてを不ゾ」パクオグトジン'映現薬目ゴマンス
世CCRU楽2ナーóデの送流とァ換
が&読著れて'ッィノタóルン'えォド ロ動パムó動サィ動ッィゾ言し来
与部の力りァバィ トンデ&急　な年す感らは-Hyperdub シóェーな『
うはァ換が&シóェーをマン'動ッ ロな投でァイóトジ ス& トミヘ
動パノタニー動セóロ &来与な言さ-木を-組受&→多たこすMCると
でが&シóェーゾ言し来与部の力りァ換Kode洋義ゥ義The義Spaceape音Mem可
ories義of義The義Future⁇世Hyperdub楽ゾ考らはァバィ トンデ&0聞の人ワ
がる&たよワパメ ロを効合たこワ換まとでシóェーカクスたこすバィ
トンデ&即術イóトジ ス-Kode洋 る&娯包にネッガシóテハ たい人
てはでしワ換らてゾHyperdub シóェーれてを-（当の枚ば誕ろワっあに
パメ ロる不ゾ POPにダマóガク の奇じめワ Jessy義Lanza &音All義The
Time⁇世Hyperdub楽を Vaporwave せ&律介に出劇るにもでしワ換
バィ トンデの『や感とァ」パクオグトジン'映現薬目ゴマンス2を

Nivhek音After義Its義Own義Death⁇

Cam義Deas音Mechanosphere⁇

Kode洋義ゥ義The義Spaceape
音Memories義of義The義Future⁇

Jessy義Lanza音All義The義Time⁇

Goldmund音Occasus⁇
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近洋洋信 能）&スッ ノタóルン'-'ッィドーズベó&0主たダクィラ
ンロゾ最発とァマタóィラóロ』国る―になワ換頭会のうるきァバナッ
動ッテタネミ用&音パクわライ可ュルアー動イ バóナッメ ロ&』通中⁇

世イ コó在楽&落葬ゾこす- キコタットジィ動ライラピプ&出中刊ると
で京りてはワォサラó動ミジ'テハ &譲許の社とァ換
キコタットジィ動ライラピプるを」観至体テタóーシイラピプ2るい要そ

は-中住る解照を手象と-かわでな参秘と-テóプシ に参機ぼるにす
óレóミッンスに代験ゾ重れあるしあ-響生&代験たい最発とでしワ』国
く換こてほワルベ ー&滞験を-パクオグトジン' &異引後影識&代験
ゾ未り勢め-メクー &イフリルóたるてりてはワ子一1成語化を-己唯
引設の霊続ゾ村遊らはワ味材靡界『神たこす-こてほワ神描るデッ'テ
世形拙動発著楽な異引後影らはワ代験く換異引後影&譲ゾ『刊落のい協よ直
へくパクガóナ今可辿&代験な波ど情だでしワ換がはをサィルウ'スなサィ
ルウ'スまは超ぼるとで中の社かがるをにし代験く換
ががたをこてほワ知国な時間界&霊せ嘉度らは-業国ま&い&な痛既らは
ワミジ'テハフーに代験ゾ後現と- トジóィ 動パ ネ為系な呼しァ音イ
ミシ ュンロ…バó'メウィ⁇世TCニ アトク カ ス楽え ッペポク動
ルルウ'な我しァ音レッッン' 動ペタó⁇世年脱語在楽体表暇な最発かワ換
が&っあに者氏再た-Vaporwave &症れと&未持らはァエンデ &取様
を価埒に代験以たとれ実さ-づとお-店金&加しでしにし-具信能）ゾ時表
に知』の初霊ゾとァサーアフトジィにねひ&伝法ゾ重れし-釈)&背らは
ァ回、の海き起法置かワがるゾ無成なこワ換

ノスタルジーを用いたテレパシー状態の創発
'ッィノタóルン'&最現をスッ ノタóルン'の懐や感と-叡&。性
代験れて発々&代験ゾ重れもァ Zippy世ト'ブビンョó楽肉なセイスッ
動ノタóルン'の量社らめァ換セイスッ の事りァパクェライ 肉を-
出余&あどゾ『うは死か性論ぼ的の誰神幹方る不ゾ海きァ換パクェライ&
共進るを最現かワュルアー宙研るト'ブノタóルン'な性論ぼ的ゾ残す
にさ酔源と出ぼゾにワがるたこもァ換今可錆
が&ぼ的な 具信能）聖経ゾ『ばァデリナシンティ動リン'にみの』通ゾ'
ッメスリン'るとで気正らめァ換Amon義Düül え Tangerine義Dreamゾ）
知らはワっあにロクゲ&'ッメスリン'な遺覚れ頭会-組受& Virgin
Records れてララó らはでしァ換が&'ッメスリン'&良『を視遂有伴
先死主ゾドóー動A動ダースム ゾっもでノタ ホ た込逆らはァねひ気
正磨著」MUSICA義VIVA2今可具る兆さ秘じもでしァ換が&がるを響生こうす
書てはでしにし&を背費概むワ換
OPN&音Magic義Oneohtrix義Point義Never⁇世WARP楽を-組受&症れと&
ヒミスリン'えナップリン'ソ&時誤時表にパメ ロの取様とで-Va可
porwave &ブ アールóるを境にワトシレテó者刊の立日かワ換資にワ
概景せ&ブ アールóたをにさ-』通の創法ゾ-がはうた&ねひぼ的の想
思ゾ重だで題全らめ-み&っあにモルハ な呼だワ&れず義が&想思&モ

トジóィ 動パ ネ為系
音イ ミシ ュンロ…バó'メウィ⁇

バナッ 動ッテタネミ用音パクわ
ライ可ュルアー動イ バóナッメ

ロ&』通中⁇

ッペポクヨルルウ'用
音レッッン' ヨペタó⁇

Magic義Oneohtrix義Point義Never
音Magic義Oneohtrix義Point

Never⁇

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/5



ルハ 中社ゾ過よれだワ&なトシレテóたこワがるの OPN音Magic
Oneohtrix義Point義Never⁇をぼ的らめワ換
が&　はの鮮はそMARCEL義DUCHAMP音MUSICAL義ERRATUM+IN義義CON可
VERSATION⁇世LTM楽&」Musical義Erratum2達ねひ体転般否ゾ向うワ換ト
コ ス&終明体題埋達転埋否れて』）&エ ス動ケバ 分変ゾ来与の力りァ
クウóー物遠&譲許体原費今可夜せる―になワノ デラルハ 達外曲転”否ゾ
っワねひ-まとでWilliam義S?義Burroughs音Nothing義Here義Now義But義The
Recordings⁇世Industrial義Records楽&ドンスインデの エó' :óピ消
た発もァ代験る剥長秘炉ゾこワ換まとで-'ラン' 動イ ロ動ドンゲ&
V?A?音CLICKS_+_CUTS⁇世MILLE義PLATEAUX楽今可洋え-FUNKSTÖRUNG
音Appetite義For義Disctruction⁇世垢K具楽換HipHop の多部ト'ブた概戯現とァ
アó トóィラ ス&DJ義SPOOKY義vs?SPECTRE音STEREO義SPECIFIC
POLYMERIZATION義SIMON義SAYS義THRESHOLD⁇達BLACK義HOODS否換う
ァ-ネ ョタóアó&オナえ'ッンテタれて『うはァナランル動ノタóル
ン'ソにみゾうたが&讃著る初地を情だ8なはでしワ換まとで-が&節先
をねひ&観阿る新伊のオッオッゾ象ぼとで起観至かワイィ スッ'スに
初地ゾ―になもでしさ換がはて&イィ スッ'スにねひ&最現る情照ぼ的
な』通& OPN &ェó の年もァるい理りワ換連源たを ACTRESS &
音Splazsh⁇世Honest義Jon s義Records楽にみゾ共きてはワトシレテó（当ゾ
―になワ衝にしねひぼ的たこワ換まがたをパメ ロの意ばでトシレテó&
沿涼の学本ゾ離執だでさワ換OPN音Magic義Oneohtrix義Point義Never⁇&い
るいる&日変を評曲とァッルサ猫第の無進現とで悪年らはァい&くな-ニ
ルヒ ゾっもで日活らはァッルサをニルヒ な性＋物&ムバプ動ィッオン
コóる&作験意曲の発あァき&トシレテó情曲素似たこもァがるの分し
感めそ丁 くおあ換

ドミナンテをもたらす音楽。
トシレテóるを-。性 智&子果ぼ解、&ぼ解境神ゾ-ルó'プ ス動ミリ
クスな上一無ゾい力りでとうもァ確何たこワ換ミリクスな。性 智物&/
一伝･たこワ」全東2」患全東2の意ばで」子果ぼ解、2世顕々楽&壁移世析
去楽発覧な社流かワがるの日(とァがるゾっす-。性 智物の外流とァが
るをっさ人てはでつす-」。性（集伝･2た書てはでしワ換いるいる-」。
性2る要そはワケブを形ぼ抜物&業国ゾにワい&たをにさ-しじそ単思&
原費たこす-ミリクスをィッオンコó&性＋物彼化な在発とでしァ音 ミ
ジ ' 世&労楽⁇の友埋とでしァがるれてい-が&来与な0主ゾこもァが
るを照授ゾ変歌たよワ換
形ぼな実さ-とれい顕々の痕何ゾとで-沖々震留野々ゾ業かワ析去発覧&
隔非るとァ」。性（集2者刊のミリクスなトシレテóる要へくがるゾ向う
ワ換影理かはそ。性 智物をトシレテó発覧たこす-ねひを」ヒッラ &
下2&っあゾ。性（集くだた実さ-こてほワ中刊中社ゾい秘力かワニóト
ー神描たこす-会価の極りァ留野題集のライーゾいァてと」分付&作現2の
発あトシレテó情曲素似るとで同行かワ換

William義S?義Burroughs
音Nothing義Here義Now義But義The

Recordings⁇

V?A?音CLICKS_+_CUTS⁇

FUNKSTÖRUNG音Appetite
For義Disctruction⁇

DJ義SPOOKY義vs?SPECTRE
音STEREO義SPECIFIC義POLY可
MERIZATION義SIMON義SAYS

THRESHOLD⁇

MARCEL義DUCHAMP音MUSI可
CAL義ERRATUM+IN義義CON可

VERSATION⁇

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/6



が&」vanity義records2BOXをク アóグンス価産会）&"平るとで-野
偽らはァね常ほりゾ ッペポク動ルルウ'な識指とァ音降見体にい&&い
るせ&追古⁇世珍交我完在楽&界描の点―換が&がるゾっす代験&兆、れて-
滞空れてトシレテóの立日かワね常るとで』）ゾ同行かワ換まとで-エ
スケバ に時表界&代験ゾ意様かワ」降見体2に会）る読著&"平る廃通
ゾラ 'かワ換」こすぐはでしにし2がる-が&がるなしれゾ間新たこワ&
れんん域時表現&にれた未持らはにれもァがるた-―うす-」降見体にい&2
るらはァ判回れてトシレテóなえもでさワるよゾ&や一思&無工た同行
と-』）ゾトシレテóの聴りワがるな強行ゾにワ換が&がるを-態『構識
&物々ギダグ 動ック ャ今可近信な書もァ」ロノフ ト2&過よの刺日かワ換
」ロノフ ト2るを-意始&人進たをにさ-多状&『読会状&霊た会価の極
りで過さ」幽＋体年様2の造か換トシレテó&求級たこワ換多状&植「を
トシレテóの意とで&や-にへるれ『よ修てりでよァ換最現の極りで-多
状&編な（人かワ極超沈体にカュジイ動レッ'シóス世構べよ楽ゾ夕肉かワ
ァき&ねひ&読様たこす-ねひ」原費&村摘2のゴóトジラトジるとァ人
体層灯&ルハ 動ャóルるを隔一体ゾ境にワ換ねひな PSYCHIC義TV勃PTV憶
音HELL義IS義INVISIBLE???義HEAVEN義IS義HER勃E⁇達SWEET義NOTHING勃
CARGO否記関-イóスる評緻とァ Future義ancientism世想思究単1成楽今可
近近の闘重とでしワ出二なこワ』）たい-」vanity義records2BOXゾ故平ら
はァイóドクィを-がはれて埋や象れはにだはそにてにし」ねひ2ま&い
&れて風思かワトシレテó立日&視出林&ゴóトジラトジたこワがるく換

音楽体験構造と「資料体」
ががた-明残&ブクピたこワダóテタブクピメポóーる SEQUENTIA の
精付ゾとで-ねひぼ的&離報やゾ―しで我しでつがあ換
科絵の価歳かワ会ゾ様しワ筑川易なム ズウ アóの霊続ゾ胞激とァ会
忘なこワ換が&」 レク 2る要そはァ誰神幹方ゾっもでザ モ者刊る現
とァ無進再た-ちるへみ後現とにし制&っあに伴ね着ブクピな装9らはワ
ダóテタブクピメポóー&確迫-THE義RITA音THE義LILAC義FAIRY⁇
世Urashima楽る-政出値界た連聖ゾ駆収容え作容&年誕な墟らはァェグュ
ジ'ス遠&壁安値ビーュヴース&ひ誕のぼ的かはそじれワがるく換
意始ねひのぼ的るとで督さ発覧ゾを-ねひた知』らはァ代験以ゾ参は景て
はワぼ的のかワ換がはを幸ぼ体にひ誕れて徴てはァ（質体ぼ的る要わワい
&た-イ スッーぼ的るとでつがあ換が&イ スッーぼ的を（質の等もァ
ぼ的るとで認ぼ&留場せる演はっあるかワ掘料体に界描なこワ換かワる認
ぼゾイ オッ な『ばワ換認ぼゾ『ばァイ オッ の宇※きかワれ&
っあゾ-性作体にケブなが&7限、 ゾ関すでさワ換が&関作ぼ的な」ね
ひぼ的2る要わワい&く換世がはを案多状&教ぼ界案の始ゾ定問ゾとァギダ
動W動V動ユóト&以法れて(ワる･ゾれにもァがるたこワ換楽いどおへ-

関作かワい&を築にワい&れて撃抗体にい&うた時誤時表たこワ換が&-
ねひぼ的世震関作ぼ的楽を-認ぼ&回、ゾ参は感らはァイ スッーぼ&言
種る題気ぼ的ゾっもで学本&"太ゾ緒帯らはワ換"太中社るをが&っあに

PSYCHIC義TV勃PTV憶音HELL義IS
INVISIBLE???義HEAVEN義IS

HER勃E⁇

THE義RITA音THE義LILAC義FAIRY⁇

ッペポク動ルルウ'用
音降見体にい&&いるせ&追古⁇

ACTRESS音Splazsh⁇

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/7



い&く換が&がるを-共人史の源）張物&烈法れてたをにさ-作物&烈法
れて我しァゴóュジンス動ミポ 動ダシ用音共人史⁇世眼危我麻在楽な神書ワ換
ねひゾっワ群戯な多状&イ スッーぼの認ぼれて参は感と-認ぼたこワニ
óトーぼれて感でしさ&る自ば 着くだ-作体にイ スッーぼな潮ぼ&霊
ゾ度ワるしあねひ&観阿の人ワゾを-SEQUENTIA &音Hildegard義von
Bingen義Edition⁇世Deutsche義harmonia義mundi楽なェ スたこワ換ビーュ
ヴースゾっもでいァてらはァ築容の意ばでぼ落体今可近名ゾ響生たい学本を
ぼ的かワがるな強行く換まとで-ビーュヴース&ねひぼ的ゾっワ提現年様
&デリォ をドムリド世質著&捻魔楽ぼ的ゾ源さ-まがた&帯国を-『読
ぼ的記消ゾ言介にい&たこす-っす認ぼゾ言さ年様とスッメム体卓家のい
ァてか換ダóテタブクピ動メポóーい言介にねひ& キ'ア'ー界今可近憶ゾ
都しで穏学&者氏の『や感と-イ スッーぼ的のいァてかがるゾつしでを
自描たこワ換が&場地とれ深注界&Vaporwave &ブ アールóれて走だ
感ワ場地をにし換ドムリドゾつしでイ スッーぼ&提現な向うす-イ ス
ッーぼ&超学&村遊る後照な向うワ換（質の勢もァ質著な典光説&っあゾ
"太の鮮す」分付&作現2&デリォ ゾ度ワ換がはを心疑にがるたをにし換
学本を生始たいねひの合よになて」遺れの日変2とァす」構加さ2がるを
文さこワがるた-まはを-併種&」分付&作現2ないァてらはァれてたこ
ワ換がはて&ねひぼ的を一描体ゾトシレテóぼ的たこワる理りワ換トシレ
テóのパクコン'とでさワい&を-生始っさ督れはワ未持らはァねひたを
上強行く換深注界&Vaporwave ゾ方す直うは未持らはブ アールó現と
ァねひたを同行とにしがるを超活&･たこワ換ドントジ ナ動ニンルゾ背
らはァ想日跡にねひゾっワとれ実し換ががゾが&」vanity義records2BOX
&係引なこワ換トシレテóをねひる自表ゾ味形ぼたパクコン'にい&たこ
ワ換とれい留場&案降見らはァ滞空予れて力りてはワちみ言さ同行かワがる
を-ゼカサレテó去地&シカュジóゾっさ写でしワ換シカュジóな療部の
日紙かワ&を-神界の明種ゾ刻退と神界の勢じめァ神描作界世エト テó楽
な誰療るとで『ぼゾ言さ過さっあゾ-一描体ゾ神界の点ァにしねひな力り
ワトシレテó&療行を文描&シカュジóの中社かワ換心ゾ-極ク ュジた
実確にドォンストóデ動ノタóルテベ の教受れて傾大とァ音VANITY
Music,Tapes義ゥ義Demos⁇ゾ考ワ輸れにイ スッー讃著を遺々ゾいれりな
ァしミリクス&理もァ」子果ぼ2たこワがるゾ浄得かワ効新なこワ換義義義義義義義義義義

達名信名近?近?近辿否
けけけけけけけけけけけけけけけけけけ

連主ゾ-巡妻&同化の力りでさくらもァ Studio義Warp 語1動霊興排階内ゾ
（徹しァとうか換霊興内を志詳とァイóドクィね常のミジルドー動ミポó
ムンスたララó と-態葬現の機だでしワ間新に多神く換が&っあに年念
な強行に&を-霊興内な始ゾ連態&ねひゾ浄無のがてと機だでつてはワれ
てゾちれにてにし換がはを-拡板英な始本理もでしァ」有&会）の像（か
ワねひの盗と機だワ換2がる&知はたこす-Studio義Warp えイóドクィ年
脱のブ アールó現らめにし･探たこワ換が&点機なこもでがま-概景&
ね常&無工る引設な」態葬2るとで立感らはワ換

SEQUENTIA音Hildegard義von
Bingen義Edition⁇

ゴóュジンス動ミポ 動ダシ用
音共人史⁇

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/8



今可近義義義http…勃勃studiowarp?jp勃kyourecords勃vanity可records る音リン'動ムヴル ⁇近洋具夜可近洋夜近勃
http…勃勃studiowarp?jp勃kyourecords勃近近信.可名勃
http…勃勃studiowarp?jp勃kyourecords勃近近信.可憶勃

今可名義義義http…勃勃studiowarp?jp勃kyourecords勃category勃release勃
今可憶義義義一映&」ブ アールóのきげワ』通&ねひ者氏2る」洋信能）パクェライ&8宿2ゾ
―しでを-KENTARO義HAYASHI音PECULIAR⁇達SlowDown義Records否&ックフóブóゲ
る間密、 いこワな-強行にてそ精特とでしァくよァし換
今可.義義義Norman義Rosenthal美Richard義Stone 不用音Sensation…Young義British義Artists
from義the義Saatchi義Collection⁇Thames義and義Hudson 在精特
今可辿義義義禍我動行録昭録決用音ON義CYBORG⁇U?M?U?立阿識･薬目化在換必捉い日於らはで
しにし 近洋具信 能ゾ我れはァ据没換解照をブóオóス動メジóフóゾっもで台待らはァパク
オグトジン' &霊続原費たこワ異引後影の天ぼゾつしで明残ゾうた後影とァ主ゾ-命
るをみ&っあに帰の点―&れんん義の定問ゾとァ換パクオグトジン' 形廃1成&保我換
今可錆義義義津社語化れて ョ イメスとァモóスマ' 瀚業述映現瀚ビンョó&　は&出、
を Zippy達ト'ブビンョó否るにす-クモパの監でク ロ&セイ下緩ゾァみす祭さ換まが
た-電3分変るト'ブ動ノタóルン'な態ァにワ手対の驚ろァ換まはなセイスッ 動ト'
ブでびこワ換パクャュラン' の幹方とァ者刊たト'ブの早よ消ろでしもァ換が&『ぼ形的
の意ばで-ねひの様しァイォ テハ の『へく換ク ロ&発々ゾ源しセイ動チー&ねゾを
スッ 動ノタóルン'&鏧微な蠢で団活忘ゾ『や感らはでしワ V?A?音GOA
GIL,CEIBE,KODE可BURNINGMAN⁇世CEIBA義RECORDS楽換』通たをセイスッ 動ノタ
óルン'の心 加だァスッ 世掘料楽者刊ゾ潜さね&やた年てはァ Evol音GRM義Trax⁇
世Alku可GRM可TRAX動CD. 雑報楽なララó らはでしワ換スッ ノタóルン'ゾ加よい&
& .儀どモóスを次実た-具信能）聖経&資ねテ ォた年てはァニ ェリóデ&」ナマタ
ナマタね2&やな激本る機さ明射に年脱たこワ換がはいセイスッ 動ト'ブ&戦版る理
りワ&れいとはにし換
今可具義義義拡板英他大音ROCK義MAGAZINE⁇達名信信憶 固義近洋夜信勃信近否MUSICA義VIVA 心大固換フ
ズ道疎再た導摂ねひるとで到揮らはァねひ魔肉な象猫主-ドóー動A動ダースム の霊続
ゾ起込とァねひ示換が&ねひ示な'ッテン'ねひれて』）&ROCK義MUSIC うたの彩し
たしもァ換』）&ねひの人ワ消た-譜い書てにれもァねひ「&連い間新に価産の※きワ在
発神換打ブ下非＝内&定問無進な元形とでしワ換
今可夜義義エ ス動ケバ &分変中社ゾ来与の力りァクニóー物遠&ダリーロ動ィーóプを-
代験た連いっさ埋うはでしワ音築我⁇かてい多状を教での譜い埋へたしにしるしあ換･象
とえかさ漸対&文し、 くだ&、 体取様&エ ス動ケバ 体ネッóルタ象退たとれに
しがるの指わ-かわで&埋我ぼ的えねひぼ的い終明体転埋ぼ的たこワるとァ換
今可洋義V?A?音CLICKS_+_CUTS⁇ゾを FRANK義BRETSCHNEIDER,SND,義PANSONIC,ALVA
NOTO,KIT義CLAYTON,KID義錆信錆義etc?な精働換Vol?近,名 なララó らはァ換
今可近信義義生一書感食神な次実&ギダグ 動ック ャ達Johannes義Reinke否ゾ―しでを生一多
＋物彼化&訓穴流多内れて4別毛のしァくようとァ換
今可近近義義義ク バ スライー動ノタóルン'&立向々&ごるすたこワルウグテ 動P動サラン
ルを リンモ ナ動ナラン ー-パクコン' TV-イシク アó動'リメラó&岸抗研るサ
ó トジ 動 キイ&界抗研ゾいるべさ超歴後類の得造とァ態正簡別別峻 Thee義Temple
ov義Psychick義Youth にみ&の読著の監で-徒&反れて Pandrogeny義Project世界全影楽の
込向とァがるをっさ人てはでしワ換がはて&幣家を」源）2の極環かワァき& Future義an可
cientism世想思究単1成楽るしりワ換イマム勃イマプ &試対ゾ重れし多状な底届体対出
の看ワルウグテ &帰の書ワわよ理育を学本ゾ背らはでしワ&くおあれんん義木てを In可
dustrial義Records の送流と応念性論1成ねひの点もで」源）2の定問ゾとァ&く換ルハ 動
ャóルえョニóー動ィóシóピゾ存ワうた』）ねひを源）&人体層灯たこす-月識るしあ
理書現を強行たこワな-島能&ルウグテ の書ワゾを源）別投の情だァ学本&意始」理
書2たを上強行たこワがるの分し人ワわよたこワ換世書ワゾを求&以費る原費の等もァ性
論物&理書な効新るにワ換楽メクó 物遠&識･積物々ーóスペジビ動メジスユ テタア

V?A?音GOA義GIL,CEIBE,KODE可
BURNINGMAN⁇

KENTARO義HAYASHI
音PECULIAR⁇

Norman義Rosenthal美Richard
Stone音Sensation…Young
British義Artists義from義the
Saatchi義Collection⁇

Evol音GRM義Trax⁇名CD

Evol音GRM義Trax⁇名CD

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/9



ク な識･観至&和ゾ」書すりにしがるゾ―しでを-摩倫とにだはそにてにし2る我よ考
とァがる換まはな歩圧たこす紹･るしあい&く換
今可近名義義SEQUENTIA音Hildegard義von義Bingen義Edition⁇たを-SYMPHONIAR れて向う
もで-CANTICLES義OF義ECSTASY瀚VOICE義OF義THE義BLOOD瀚O義JERUSALEM瀚
SAINTS瀚ORDO義VIRTUTUM瀚CELESTIAL義HIERARCHYせる」テ ミポマó体延融2れ
て」ニーパシプ2の監で」局ぼ&端催2ゾ存ワぼ落な考らはでしワ換
今可近憶義義義 キ'ア'ーをテズタイテサマ ス世S勃I-A勃S楽&単使オクィーゾにもァチó動
ロ・ガóー&音 キ'ア'ー&語化⁇達開頻語在否た造除らはァ案号展現とァ語化予ゾ業述か
ワ無進&こす場たこワ換がはをねひい品き-多本&『い反い-語化秘炉いカュジイなび呼さ
」(代神体に2クカóル&霊たとれ廃通の墟らにさにもァ換」 キ'ア'ー2る現とァ』）
語化ゾつしで&之しを-『懐たをにさ未持-勇過たをにさ釈寧のきげワい&るにす-ま&
ミジóーロを生始『読&繋ひ&展るにもァ換クチラ &'ラノフー動ルベ トジ 地!主
&味対地シクィ動レóトジを」出会体超弾革空達T?A?Z?否2世ダコプ動ェク用音T?A?Z?⁇世ク
レ'ス感食化在楽精特楽&先浩のるす」降見体にい&せ&追古2の発もァ換が&」降見体
にい&せ&追古2れて語化&カク ムóャンスの中社かワねひゾ出劇の働りワがるをレ
ッムóャンス動 キ'ア'ーの中社かワとれ実さ-サーアフトジィ動ノタóルン'をま&
っあに無進の飯品とでしワ換ねひズベóスの得うげワとさ我よ影りワサーアフトジィに
ねひ&部の付りでやワる象すえかし換が&ねひの我よ影りワレッ動ムóャンスた『創とで
しワサーアフトジィにねひ&真録部がまな定問く換ま&ァきゾをブ アールó&※治を
少鐘るにワ換うァ-学本の協よ直や号展現かワダクレóカュジイ語化たVRの様しァ」量
教穏学& キ'ア'ー2の『や感まあるかワト'ブリルó&帰を単）&論哲精度&緯写
ぼ的ゾうた存ワくおあ換とれと-VRセóナー&込日々動ルベリ 動ッマイóをイオアóの
接とで多状のヴボンス現と-言取に キ'ア'ー者刊の取よ創がかVR&」穏学2&衝由
界ゾ構べよ-題業識々ゾ全ばァがるを キ'ア'ー&定問るとで泰ゾ番ばでつよァし換
世ルベリ 動ッマイó用音多状をヴボウンスたをにし⁇世耳相我完在楽精特楽

ルベリ 動ッマイó用
音多状をヴボウンスたをにし⁇

ダコプ動ェク用音T?A?Z?⁇

音ROCK義MAGAZINE⁇
MUSICA義VIVA 心大

行録昭録決音ON可CYBORG⁇

チó動ロ・ガóー用
音 キ'ア'ー&語化⁇

「資料体」としての「vanity records」BOX 10/10


