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アートイニシアティブ 〜リレーする構造
歴 史 的 建 造 物 を 芸 術 文 化 に 活 用 し た 公 設 民 営 の 新 し い ア ー ト ス ペ ー ス と し て、
BankART1929 が誕生して 5 年が経過しました。市民文化センターでも既存の美術館で
もないオルタナティブスペースのあり方を探る 5 年間だったといえます。近年、指定管
理者制度導入により、既存の美術館・公民館などの文化施設についても様々な議論が交
わされていますが、それと同時にアーティスト自らが立ち上げた新しい自由度のある運
営チームが数多く誕生し、市民や行政と連動していくケースが増えています。
こういった状況の中、私たちは日本及び海外の各都市でのオルタナティブスペースにつ
いて広く議論・討議したいと考え、昨年「集まれ ! アーティストイニシアティブ」とい
う会議を開催しましたが、こうした実践的な活動と並行して、現在のこうした動向を一
度情報収集・総括する必要があると考えました。
この冊子では各チームの活動紹介はもちろんですが、特に社会とのリレーに焦点をあて
ました。活動の継続性と浸透に視座を据えたかったからです。小さい芽が生まれたとき、
市民は、行政はどう動いたか ? またアーティスト自身、さらにどのように展開していっ
たか ? もちろんその中には失敗例も含まれます。それを揶揄するのではなく、何故駄目
になったのか、どこを改善すればよかったのか ? などのつっこんだ内容にも触れてみる
つもりです。「強い志」をもった「アートイニシアティブ」の芽吹きの調査研究出版を
通して、そのシステムや思想の共有化をはかり、継続性を踏まえた深い活動をともに行
っていく糧としたいと考えています。
この調査活動及び本の出版は、文化庁の「芸術活動基盤充実事業」として委託を受けて
行っているものです。今年度の調査は国内に重きを置いていますが、次のステップは海
外事例を中心に続編刊行を予定しております。また文中にも触れていますが、本来なら
執筆をお願いしなければいけない先駆的な事例やよく知られた大きなプロジェクトは、
今回は見送っている場合もあります。ご容赦いただければと思います。
この本を手に取った方々が、それぞれの活動の今後にお役立ていただければ幸いです。
最後になりましたが、この活動に賛同し、協力してくださったアートイニシアティブの
方々、関係者に深く感謝し、この場をかりて御礼申し上げます。
BankART1929 一同
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planB イン ディーズ系 の草 分 け

で埋める。補助金・助成金はどこからも来ない（と

そのとき余裕のある実行委員が一人でも何人かでも

木幡和枝 / 東京芸 術大学

いうより、80 年代初頭にはまだ、伝統芸術やクラ

負担する。誰も負担する者が出てこなければ、それ

シック音楽などの確立したもの以外に、未知・未完

まで。この冒険は存続する意味はなかったことにな

成・革新的な表現集団が助成金を申請する相手さえ

る。論理は明快だった。こうして、実行委員会もそ

ほとんどなかった）。日本では「オルターナティブ」

の都度の使用者も、生まれたばかりのオルターナテ

「ライブ・スペース plan B」は 1982 年 2 月にオープ

造行為の根幹だという予感が底流にあった。劇場や

な表現の場としては第一号だったかもしれない。お

ィブ・スペースの思想を堅持し、場所を継続させる

ンし、現在も活動している。
「アーティストの自主

スタジオや画廊を借りて自主発表を企画しても、釘

もな必要経費は家賃、光熱費、電話料、施設保守費、

ことに意義を見いだしていた。（10 年ほど前に個人

管理による共同スペース」といった定義だったと記

は打てない、水や火は使えない、大音響は出せな

月刊カレンダーの制作費と郵送費（ファックスがや

出資を借り入れて賃貸から所有に変わり、今もロー

憶する。エチュード、インキュベーション、表現の

い、搬出入、設営、リハーサルの時間は限られて

っと普及し、PC やインターネットなど見たことも

ンを返済中。）

場として会議、リハーサル、ワークショップ、パフ

いる。多くは自前で資金をまかなっていた若手や中

聞いたこともない時代だ。情報宣伝材は活字や写

都内中野区弥生町中野通り沿いの新築マンションの

ォーマンス、展覧会、上映会、シンポジウム、何に

堅のアーティストたちは会うたびに、「金を払って

植（写真植字）文字を使い、自分たちで切り貼りし

地下。地下鉄丸ノ内線中野富士見町下車 7 分。通り

でも場を成立させるつもりだった。

借りていながら、なんでこんなに卑屈な目に会うの

てレイアウトし、1000 通からの封筒を送り出した）。

は個人商店がごくまばらにあるだけで、通行人も少

そもそも何故こんな場所を個人集団が作ろうとした

か」と嘆き、それよりも重大な共通感覚として、
「自

公演や展覧会などの有料公開イヴェントの場合、月

なく、地の利に恵まれた集客力は期待すらしてい

のか。70 年代後期からヨーロッパ、アメリカなど

由」とは何かを問い、表現の空間、時間、メディア

間実質経費の日割り額を使用者が負担。収入が下回

なかった。この点は 27 年たった現在でも大差なく、

各地の大劇場や小さなスタジオまで、さまざまな立

を自己調達する必要を痛切に感じていた。狭くとも、

ってもその額は使用者がかぶる。利益が出たら〈plan

通りは低層の近代的ビルが多少増えただけで、通行

場や思想をもつスペースで公演やワークショップを

機材や設備は貧弱でも、メジャーな場では無名でも、

B〉と折半。利益分は施設の保守と改良、機材整備、

人が迷い込むことはほとんどなく、〈plan B〉目当

展開してきたダンサーの田中泯とプロデューサー

この自由を実現する場所を共同の運動として始めよ

自主企画実現に使った。実行委員で日々管理運営を

ての客しか期待できない。約 20 坪の長方形の公演

の筆者が 20 人あまりのアーティスト、積極的観客、

うと、決断は早かった。大学を長期占拠し、そこで

になった面々には交通費など実費は払ったが、給料

スペースに、同じ広さの別室が事務スペース、機材

制作者、批評家などに呼びかけて、実行委員会方式

濃密な自己教育、相互止揚のヤスリを見つけた 60

もバイト料もなかった。各自「好きでやっている」

倉庫、楽屋、サロン、資料展示棚。竣工前から賃貸

で出発した。60 年代、70 年代の政治的激動の時代

年− 70 年世代の経験はまだ手触りを残していた。

前提だ。誰も利益を私物化しない。分かりやすい財

交渉をして床は我々自身が作った。公演スペースは

を通じて、持たざる者の自己決定と自力更生こそ創

財政はすべてプライベート、赤字は実行委員の責任

政構造だった。赤字がたまって家賃が払えなければ、 コンクリート床に大きめの頑丈なタイヤを敷き詰め、

オルタナティブスペースの誕生
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その上に木の床を張った。ダンス・パフォーマンス

行為をおしなべてパフォーマンスと見なして、批評

の後は、必然的にポストモダンの都市の文脈の中で

こうした記憶を刻印された場は、たかだか 30 年に

やワークショップのためを考えてのことだ。固定客

する。

その役割も変貌を繰り返した。80 年代半ばから各

もならない間に起こった社会の変容、アートを取り

席はなく、イヴェントごとに見せる、見る、空間デ

80 年代前半といえば、日本、東京は政治の季節か

種のオルターナティブ・スペースが雨後のタケノコ

巻く環境の変化、表現者の動機や内容の多様化に敏

ザインを行なう。展覧会には席を設けず壁に展示。

らバブルの季節へと向かっていた。いや、セゾンの

のように大都市や地方の行政の政策として、ないし

感でありながらも、そうした流れに容易に飛び込ん

とは限らず、美術家や写真家は変幻自在に空間を使

堤清二氏が「文化は事業化できる」と唱えたと聞く

は営利事業、そして NPO 事業（これまた 27 年前に

でいくことはできない。あいかわらず個としての価

う。ダンスや演劇、音楽もしかり。中央からパフォ

が、すでに 70 年代半ばからデパートやショッピン

は片鱗もなかった）として生まれてきた。スペース

値観、歴史としての人間の底流に根を張り、「自由」

ーマンスが始まり、観客は取り囲んで壁際に。そこ

グ・ビルの上層階に劇場や美術館が出現し、貸しス

だけでなく、企画、アーカイヴ、育成の面でもみず

とは何か、という永劫の問いを発し続けている。

から演者と観客が自然発生的に関係性を作っていく

ペースではなく自社の PR・集客活動の一環として

からの仕事として現代アートに関わるオルガナイザ

こともあった。その最たるものは当時まだ藝大院生

鳴り物入りのイヴェントが行なわれていた。（この

ーたちが増えたことは歓迎すべきだ。だが、こうし

だった（はず）宮島達男のパフォーマンス。告知し

動きは後に、社会貢献とかコーポレート・イメージ

たインスティチューション化（制度化）を〈plan B〉

た日時に集まった観客の前でパフォーマンスを行な

作りという名称に格上げされた。）池袋の「西武美

は目指しているわけではない。委嘱を受けて劇場で

い、その後、用意していた大型車で全員で神奈川へ

術館」ではリチャード・アヴェドン、ヨーゼフ・ボ

上演するオペラ、演劇、ダンスの作品作りをする人

行き、海を見て、また戻ってきた（そのとき彼が穿

イス、アンセルム・キーファーなどのメジャーな展

も、企画をオファーされて大規模な展覧会を美術館

った穴が、今でも打ちっぱなしコンクリート壁に痕

覧会が行なわれた。80 年代になると 60 年代からの

で開く人も、アカデミー賞を受ける映画を作る人も、

跡を残している）。広域に関与し、異なる場所の事

高度経済成長期の帳尻合わせが始まり、産業構造と

個の人格としての出自がある。それに限りなく近い

情を一夜で貫通させたパフォーマンスとして記憶し

国土の再編成（すでに一方的に圧殺された炭鉱をは

プライベートな思索、試行、表明と、自分というギ

ている。

じめとする鉱業はいわずもがな、農業・林業を潰し

ア（表現の手段）の検証の場所、そして契機として

ここまで書いて、これがある意味では極私的記憶と

て都市型商品経済と情報産業、サービス業で生きて

〈plan B〉の性格はますます尖鋭化しなければなら

関係性に根差した報告であることは否めないと言わ

行こうという気運が急浮上した）のスローガン「地

ないと考えている。

ねばならない。個人の痕跡が〈plan B〉にはまざま

方の時代」が高らかに提唱された。1988 年の竹下

多くの人がそうした経験と実例としてもっとも鮮明

ざと現存している。1981 年暮れ、賃貸契約をする

政権による自治体への1億円ばらまき政策。
〈plan B〉

に覚えているのが、1983 年 1 月〈plan B〉と暗黒舞

か否か、決め手として現場に案内して助言をもらっ

の実行委員たち（筆者、田中泯、美術の故・榎倉康

踏の創始者・土方巽氏が恊働して実現した 3 日間だ。

たのはフリー・インプロヴィゼーションの泰斗、イ

二、高山登、原口典之ら、映像の黒川芳信、音楽プ

1970 年後期からグループを解散して作品発表を中

ギリス出身のギタリスト、デレク・ベイリーだ。大

ロデューサーの田村光男、作家の故・中上健次など）

断し、言語による舞踏の書『病める舞姫』の執筆に

きな手を叩いて音響を確かめ、この場所の誕生を喜

は同年、竹下氏とはまったく異なるタクラミのため

専念していたであろう土方さんに、映像、写真、音

んでくれた彼は、来日するたびに〈plan B〉で演奏

に、同趣旨を抱く人々と合流して、山梨県白州町で

声テープなどを使った回顧展のようなものを開催し

した。山谷の流動労働者の闘いの記録「やられたら

〈白州・夏・フェスティバル〉を開始した。大きな

やり返せ」の上映後には、映画の興奮を体で受け止

国土再編や都市再開発の問題ではなく、表現者個々

め、聴いたこともないような激しい感情を即興演奏

人の問題として、表現の原点としての土、水、森、畑、

う。舞踏を生みましょう」と言って、それから 1 ヶ

で解き放った。80 年代に制作され、監督した二人

自然と切り結んだ労働の場、そこでの生々しい人間

月もしない短期間でライブの舞踏を実現した。何千

の男がいずれも資本に雇われたスナイパーに殺され

の関係性への視座を、また、みずからの出生現場を

枚というなかから選定した写真プリントをスライド

たという世界でも類を見ない残酷な事態を記録する

失うことへの危惧に突き動かされてのことだ。たし

にし、フィルムをヴィデオにして編集し直し、過去

この映画は、現在でも年数回のペースで〈plan B〉

かスローガンは「農村から都市を逆照射する」だっ

の作品ごとの区切りを超越した「映像による舞踏の

で上映されている。

た。これも社会的な思想としてはオルターナティブ

新作」を新たに振付けた。音楽は暗黒舞踏、いや土

地下の入口へ降りる階段上部には、中野通りに面し

な試行だった。このフェスは〈アートキャンプ白州〉

方さん特有の選曲と編集に新たな素材を加えて、こ

て原口典之の手書きデザインで作ったブルーのネオ

と改称、現在は〈ダンス白州〉と改称して、舞踊も

れまた二番煎じではまったくない。〈plan B〉同人

ンがある。難波祐介など建築家仲間たちは床作りを

美術も建築も農業も横断して大きな生命のダンスを

の各分野の若手たちとほぼ徹夜の作業を 3 週間続け

率先し、今は亡き建築史家のバーナード・ルドフス

実践している。ちなみに今年からは「四つの節会（せ

た彼は、
「土方復活 !」といさんで駆けつけてくれた

キー氏や世界を股にかけて生物の現場を研究し、
『生

ちえ）」と題し、夏だけでなく四季それぞれに開催し、

満員以上の観客の後ろの剥き出しの音響・映像の作

命潮流』
など読みやすい一般書を多数残したライフ・

農業の姿と自然の偉容を生命としてのダンスに合流

業スペースに仁王立ちになり、ときにあの渋い東北

サイエンティスト、
ライアル・ワトソン氏
（昨年死去）

させようとしている。

なまりの声を張り上げてライブの演出をした。暗闇

たいとお願いした。彼は即座に承諾してくれたが、
「でもね、方法は考えましょう。一緒に作りましょ

の講演に詰めかけた。最長ランナーは 60 年代から

〈plan B〉では日々誰がどんな表現行為を行なって

の中を舞踏の映像が天井、壁、床を踊り回り、溶鉱

ジャズの DJ として汗をかき、先進的音楽の批評家

きて、今はどうなっているのか ?（現在は創設時の

炉の燃焼音が地の底から唸る。スライド映写機数台

として活動してきた相倉久人氏。開設時から今日ま

実行委員の大半は関わりが薄れているが、観客とし

を内臓にくい込むほど強く抱えて映像を放っていた

で、毎月一度の〈重力の復権〉と銘打ったパフォー

ては積極的と言える。運営の主体は 20 歳代、30 歳

筆者はじめメンバーたちがヘマをすると、「どうし

マンス・ジョッキーを敢行している。舞台や画面で

代のアーティストと制作者だ。）1 年 365 日公開イ

た ! それじゃ、アルトーが泣くぜ !」と怒鳴りつける。

見るものばかりか、テレビや路上で目にする人間の

ヴェントを実現するとの意気込みで疾走した数年間

演出というより、全身全霊の生きた舞踏だった。

オルタナティブスペースの誕生

冒頭に書いた、
〈plan B〉開設の刺激となった欧米のオルターナティ
ブ・スペースについて述べる紙幅はないが、代表的なのは筆者も客
員キュレターとして関わったオランダの〈デ・アッペル〉とニュー
ヨークの〈P.S.1 コンテンポラリー・アート・センター〉である。

ライブ・スペース〈plan B〉 http：//www.i10x.com/planb/index.html
〈ダンス白州 2009 四つの節会〉 http：//artcamp.org/

サヴァイヴァート主催のトーク

オルタナティブスペースの誕生
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いる写真が残されているが、初期の頃はダンススク

であった。土方もまた、研究所の女性ダンサーとの

ールが運営されていたことがわかる。

間に子どもが生まれ結婚していた。その二人が手に

その後、津田の指導で「女流アヴァンギャルド」の

手をとり、研究所を出奔する事態になった。決して

活動がさかんに行われるようになった頃、土方巽が

単純な三角関係の果てというのではなかったが、互

スタジオに現れた。1959（昭和 34）年の春のこと

いの結婚相手を捨ててのことである。

である。

土 方 は 研 究 所 を 離 れ 大 野 一 雄 の 協 力 を 得 て、

土方は東京にまだまだ焼け跡が残る頃、郷里の秋田

Experience と Avant-Garde を標榜する公演活動を行

からダンサーをめざして上京してきた。高輪の寺院

うようになる。その後、経緯があって土方と元藤は

の屋根裏や麻布三の橋の木賃宿に住まったのをはじ

スタジオにもどってくる。そして、師の津田信敏と

め、友人・知人の家を転々としたりして、放浪のよ

のしばらくの桎梏の時期を経て、結局、津田がスタ

うな生活の果てに、アスベスト館に辿り着いたので

ジオを出ることになる。1962 年のことである。

ある。いや、当時はまだアスベスト館ではなかったが。 スタジオの土地購入と建設の出資者であった元藤の
ともかくも、すでに「舞踏」に開眼していた土方は、 父が、この年に亡くなった。土方は元藤と図って、

「四季のための二十七晩」の稽古。1972 年

アスベスト館 ― 失われ た貴 重な文化 遺 産
森 下 隆 / 慶 応 義 塾 大 学アートセンター
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アスベスト館は一言でいえば、舞踏発祥の場である。

したことに始まる。この慰廃園というのは、ライ病

それ以上、何も付け加えなくとも、それだけで世界

者の療養所であった。ライ病者の苦悩に思いをはせ

につながる創造の磁場といえる。戦後日本の、ダン

て、即座にこの地を求めたという。

スのみならず文化史上における貴重な遺産である。

元藤の証言には創作があるものの、アスベスト館が

舞踏を志す人にとっては聖地といえるが、もはや聖

建てられたその地が、戦中に廃院となっていたライ

地巡礼は叶わない。

病の療養所の跡地というのは間違いない。

アスベスト館が閉館して、早いもので 6 年にもな

元藤はダンスの師であった津田信敏と結婚するにあ

る。2003 年 3 月に、50 年余の歴史に幕を閉じている。

たって、父の援助でここにダンスのスタジオと二人

その歴史をつぶさに述べようとしようものなら、い

のための住居を建てた。三角屋根をいただく平屋で、

くら紙数があっても足りないが、その歴史をさらっ

内部はドーム状の天井をもつモダンな建物であった。

ておきたい。

スタジオは津田信敏近代舞踊学校（津田舞踊塾）と

アスベスト館が建造されたのは、1952（昭和 27）

してスタートした。

年のことである。

津田はドイツのノイエタンツの影響を受けた前衛

アスベスト館を建てた元藤燁子によれば（
『土方巽

的なダンスを推進していた。元藤が建てたスタジ

とともに』1990 年）
、アスベスト館の建設は、バレ

オは、津田信敏による前衛舞踊の活動拠点となっ

エの稽古場を建てる土地を探して目黒通りをぶらぶ

たのである。

ら歩いていて、
「慰廃園」という小さな表札を目に

もっとも、子どもたちがバレエのレッスンを行って

オルタナティブスペースの誕生

津田のもとで一層、前衛的なダンスに勤しみ、津田

このスタジオをアスベスト館と名付けることにした。

の慫慂で、今日では舞踏の始まりを告げたとされて

その名の由来は、貿易会社を経営していた元藤の父

いる「禁色」という小さな作品をこのスタジオでつ

が、戦前からアスベストを輸入、販売していたこと

くることとなる。

による。

当時、研究所に学んでいたのは多くは女性ダンサー

ここまでがアスベスト館前史である。

であったが、数少ない男性ダンサーとして若松美黄

すでに、DANCEEXPERIENCE の会を結成してリサイ

がいた。土方は若松と気が合い、また二人とも作品

タルを行っていた土方は、実験的なダンス公演を実

のモチーフとして性を取り上げるなど、ダンス表現

施するなど、アスベスト館を拠点に活発な活動を行

においても互いに共感するものがあったのだろう。

うようになる。また、この年には、ジョン・ケージ

1959 年 5 月の「禁色」の発表直後に、三島由紀夫

らを迎えてイベントを催してもいる。

がスタジオを訪れてきた。三島は土方と若松の踊り

研究所時代のように数多い研究生はいなくなった。

を見て、いわゆる前衛舞踊に大いに関心を寄せるこ

土方はチームを組んでキャバレーのショーに出演す

ととなる。三島の知遇を得たことは、舞踏の成立に

るようにもなった。一方、土方の活動に共感する若

大きな支えとなる。

者たちが、アスベスト館の門を叩くようになる。笠

この時、まだ今日言うところの「舞踏」という言葉

井叡や高井富子、玉野黄市、中嶋夏といった人たち。

はない。土方自身は「暗黒舞踊」と称していた。既

さらには、演劇の麿赤兒、唐十郎といった人たちも

存のダンスを懐疑し、ダンスにおける新しい概念や

訪ねてくるようになった。大野一雄も、すでにアス

身体表現を模索していた土方は。津田のダンスの理

ベスト館で定期的に教えていた。

念や姿勢、ダンス表現の実験やアヴァンギャルドな

1963 年から 66 年にかけて、前衛美術家たちとのコ

活動に共感していた。

ラボレーションによる、アンチ・ダンスともいえる

津田が日本のモダンダンス界を束ねていた日本芸術

公演をもって、土方の名は広く知られるようになっ

舞踊協会を脱会すると、土方もさらに大野一雄らも

ていった。

賛同して、その叛旗のもとに立つことになる。

いち早く土方を認めた三島由紀夫も時折、ふらっと

当時、「20 人の女流アヴァンギャルド」という公演

アスベスト館に現れていたが、この頃には、名のあ

が行われているように、多くの女性ダンサーたちが、 る、といっても異端的な文学者や先鋭なアーティス
津田のもとで新しいダンスを試行していた。元藤の

トがアスベスト館に集まり芸術サロンともなってい

記述によれば、その数字は誇張があると思われるが、 た。アスベスト館は、ダンスの創造と芸術談義が交
150 人を超える研究生がいたという。

錯するきわめて刺激的な空間と時間が共有される場

彼女たちのダンスはかなり過激なもので、舞台にの

となり、そこで暗黒舞踏は醸成されていった。

せるのにはばかられるほどの作品もあった。ダンス
への情熱や表現への感情の昂ぶりがあって、決して

瀧口修造もこう言っている。
「アスベスト館の宵のはじまりは、村の祭りめいて

広くはないスタジオは若い女性たちの熱気で沸騰し

いて、時に綿菓子などが仕掛けてあったこともある。

ていたことだろう。

興行が終ると、その稽古場は無類の板子一枚のサロ

もちろん、元藤燁子もその女流ダンサーたちの一人

ンであった。夜の明け果てることともしばしば。私
オルタナティブスペースの誕生
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は人見知りするほうだから、おそらく生涯会わず仕

いうべきだが、年末の公演「鯨線上の奥方」ととも

舞いで終ったかも知れぬ詩人たちとも出会うことが

にアスベスト館は「封印」される。

できた。それと対照的に、熟知の、しかも私には図

この最後の公演を見た種村季弘はこう述べている。

星のような画家たちとめぐり合うのもアスベスト広

「こういうものを下駄ばきで観にこられる都会は、

場であった。」

世界中探してもどこにもない。贅沢というのはこう

土方の風貌や過激なダンスが重なって暗黒舞踏のイ

いうものだろう。（中略）封印が錬金術的な文脈で

メージが形成され、アスベスト館はたんなるダンス

のヘルメティスムを意味するのであれば、まさに封

の稽古場ではなくなっていく。その雰囲気を種村季

印興行の名にふさわしい大団円である。この劇場が

弘は次のように書き残している。

密封されることになったのは返す返すも惜しい」

「一見、何の変哲もないそのホールにはじめて足を

この後、土方は弟子たちを送り出し、いわゆる沈黙

踏み入れたとき、しかし、私が即座に思い起こした

の時期に入り、アスベスト館は静かな日々を送るこ

のは、ギュスターヴ・モロー美術館についてアンド

とになる。晩年になって、土方はアスベスト館で舞

レ・ブルトンが語っているつぎのような思い出であ

踏の講習会を連続して実施し、活動の再開を告げる。

った。

再び、アスベスト館に若い舞踏家志望者が集まって

『私にとって、これほど寺院のあるべき姿と同時に、

きた。死の前年、連続公演を行うなかで、土方自身

また《悪所》のありうべき姿を思わせるものはない。 が再び舞台に立つことを宣言する。しかし、新たな
わたしは夜な夜なそこに押し入ることを夢見た。』
（中略）

舞踏の姿を見せる前に土方は鬼籍の人となる。
土方の死とともにアスベスト館も大きく変わらざる

私たちはかくて、『神聖な』という意味と『不浄な』

をえなくなる。1960 年代から土方の舞踏活動を裏

という意味がタブーというただひとつの言葉であら

方で支えてきたのが元藤である。その元藤は、土方

わされていることの真の意味に推参し、神域の恐怖

の舞踏は土方一代のものと考えていた。土方の弟子

と悪所の魅惑にこもごも身をゆだねる底知れぬ恍惚

たちは皆、土方のいないアスベスト館を出ることに

を体験するのである。」

なる。

土方巽とともに、アスベスト館も伝説化されていく。 一方、アスベスト館に土方巽記念資料館が設置され
1968 年の公演「肉体の叛乱」をもって、土方の舞

て、土方の舞踏活動の資料の収集・整備する活動が

踏は大きく転回する。土方は、当時の政治的社会的

始められた。いわゆる舞踏アーカイヴである。この

状況を背景に時代の寵児とも象徴的な存在ともなる。

事業には多額の費用が必要となった。活動そのもの

アスベスト館に、暗黒結社のようなイメージをもっ

の費用、収集・整備にかかる費用、そして映像の著

て、若者たちが土方の弟子志願で集まってくるよう

作権買取りの費用など、要した経費は個人の負担に

になる。アスベスト館は、ダンスというより何か新

耐えられる金額ではなかった。

しい芸術を現前化するための共同体の場となる。土

アスベスト館の維持、及び公演活動を支えるために

方と弟子たちの共同生活が始まった。

も、弟子たちはキャバレーなどでのショーを仕事と

すでに、舞踏は舞踏として成立している。土方によ

していた。1980 年代にはその延長で、ショークラ

る、つまりアスベスト館による舞踏公演だけでなく、

ブの経営を元藤が担うようになり、その収益が土方

笠井叡、高井富子、石井満隆、中嶋夏、芦川羊子、

死後のアスベスト館の事業に充てられてきたといえ

大野慶人といった舞踏家たちによる舞踏公演も頻繁

る。

に行われるようになっている。

ところが、1990 年にアスベスト館は建て替えられ

1972 年の長期公演「四季のための二十七晩」を経て、 ることとなった。旧アスベスト館の取り壊しは、旧
1974 年から 3 年間に及び、アスベスト館では、シ

アスベスト館を知る人に惜しまれた。土方が改造に

アターアスベストの名で劇場として、土方の舞踏作

改造を繰り返したアスベスト館だったが、少なくと

品の連続公演が行われる。この間、土方はアスベス

も稽古場の床板は 40 年近くにわたって、ダンサー

ト館にこもって、いわゆる「舞踏譜の舞踏」を徹底

たちの汗が浸み込み、ダンサーたちによって磨かれ

して構築する作業に没頭する。

てきたものである。その建て替えに要した建築費は、

この頃に、近隣住民からの苦情が頻発し、ついに

後に大きな負債となってのしかかってくる。

1976 年には、「アスベスト館公害」を訴える陳情書

一方、土方のもとで、ダンサーとしての活動を長年

が区役所に提出されるまでになる。それもあってか、 月にわたり封印されてきた元藤は、アスベスト館の
いや「舞踏譜の舞踏」のメソッドの確立をもってと
アスベスト館の床拭き。手前に土方巽 1969 年 撮影：藤森秀郎

新築を契機にその活動を再び始めることになった。
オルタナティブスペースの誕生
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アスベスト館が舞踏の稽古場として甦った。元藤は
ショークラブの経営から徐々に手を引き、本格的に

ホワイトハウスの 季 節

舞踏家として活動することに傾斜していった。もち

田中 信 太 郎 / アーティスト

ろん、アスベスト館を維持するにも、公演活動を継
続するにも相当の経費が求められた。
アスベスト館で開催される公演をはじめ、さまざま
な催しに人が集まり、アスベスト館は賑わいを見せ
るが、経済状態は逼迫を示し始めていた。借入金に
よる不動産を抱えたまま、バブル経済の崩壊も大き
な要因となった。詳しい状況を承知しているのは元
藤のみであったので、外からうかがい知るほかなか
ったが、厳しい現実は如何ともしがたかった。
結局、アスベスト館の土地と建物は競売にかけられ
ることになり、元藤の、というより、われわれの元
から離れていった。その年の秋、川崎市岡本太郎美
術館で土方巽展の開催中に、元藤燁子は急死する。
アスベスト館がなければ日本に舞踏はなかったとい
う仮説は十分成り立とう。その意味でも、アスベス
ト館は優れて残すべき文化遺産であった。現在、慶
應義塾大学アート・センターに土方巽アーカイヴが
設置され、数多くの貴重な資料が保存・整備の対象
となっている。しかし、もっともアーカイヴィング
されるべきはアスベスト館そのものであったろう。

1960 年は私にとっても社会にとっても特別な年で

レスリーの監獄ロックを裸で踊っている夢遊状態の

ある。砂川闘争から、安保闘争へと、その最終局面

若い前衛芸術の卵の中に私の姿もあった。そういう

を向かえる反抗と挑戦に、人々は沸きかえっていた。

狂騒は、ネオ・ダダ解散まで毎夜つづいた。

樺美智子さんが国会デモで殺されたのもこの年で、

読売アンデパンダンに初出品していた私は銀座での

マルクス・レーニン主義から、サルトルの実存主義

NEODADA 第一回展をみに行った。篠原有司男さん

へと、巷ではいろいろな価値観が並列的に並び、一

に会ってみたくてだ。3 月の第 12 回アンデパンダ

種カオス的表情をかもし出していた。歌声喫茶では、

ン展での「ガラクタの反芸術」という新聞の記事に、

ロシア民謡、ポルガの舟歌を腕を組んで合唱する人

一緒に名前だけ並べさせてもらったから、もしかし

達、シャンソン喫茶では、グレコやモンタンの「枯

ておぼえてくれているか不安だったのだが、篠原さ

葉」を口づさみ、黒のとっくりセーターに革のひじ

んに挨拶しての第一声、
「おめえが田中か、まだガ

あてのついたコールテンの服だ。モダンジャズの薄

キじゃねえか」と、でも革ジャンパーとジーパンと

暗い店内では、無言の客達がセロニアスモンクのピ

ショートヘアの私を見て、なりが気に入ったからと

アノに拍子を合せている。そこにはもう戦後という

ホワイトハウスへ連れて行ってくれた。ホワイトハ

季節風が次の段階に差しかかったあがきと、あきら

ウスは 1 年にみたない短い時間で解散してしまった

めがあって、マンネリな衰退がにじんでいた。

のだが、そこに参加でき、熱病にうなされたような

1960 年 4 月、私の 19 才最後の月であった。NEO・

毎日を過ごせたのは、早熟だった私の宝物の時間だ。

DADA・オルガナイザー、「ホワイト・ハウス」。プ

ホワイトハウスは、吉村益信さんのアトリエで、磯

「禁色」の稽古。土方巽（右）と大野慶人 1959 年
撮影：大辻清司
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撮影：菅 章

崎新さんの設計のシンプルな建物であった。新宿歌

肉体の美しさが垣間みられて、いつも涙がにじんで

舞伎町、コマ劇場の前をまっすぐ 500m 位、大久保

しまった。あるとき吉村さんと篠原さんの大ゲンカ

のほうへ入った右側で、百人町という所、今はコリ

が始った。このときは最初から大きなガラス戸が二

アンタウンのはずれに位置するが、そのころは閑静

枚倒れて割れて、ガラスの破片が床にとび散ったそ

な住宅街でまだ畑も残っていた。夜など真っ暗で人

の上でパンツ一枚の二人が取っ組みあって血を流し

ともすれちがわないようなさみしい場所だった。そ

ている。このときは、さすがにまわりのざわめきも

んな街はずれのへんぴな所に短い時間になぜあんな

止んで、ガラスの飛びはねる音と白い下着に滲んだ

に多くのいろいろなジャンルの人々が、絶望をバネ

血の色に、表現とは体をはってやるんだという、形

に明日を希望にかえるために集まってきたのか。安

而下ではあるかも知れないが、表現を追い求める人

保挫折の反抗と挑戦、貧乏と孤独、不安と同居の狂

の極点の美学をかいまみた気がした。最初流してい

気。それぞれの課題を背った表現者たちが、今まで

た私の涙はしだいに嗚咽に変り、止まらない、外に

とちがった明日が来るという、悲劇的なまでの楽天

飛びだして、材木のかげで泣いていた。

性でプレスリーの監獄ロックを踊り続けた。明確な
意識がなくても、眼にみえない地殻変動を予兆する

吉村益信という巨人とホワイトハウスがなかったら

磁場が働いていて、人々はまるで誘蛾灯に吸い寄せ

戦後美術の方向はだいぶちがっていたかもしれない。

られる虫たちのように、ホワイトハウスに足を運ん

かつての、モンパルナスのカフェからエコールドパ

だのだ。

リが、チューリッヒのキャバレーボルテールからダ
ダが、ニューヨークのシダーバーからニューヨーク

ネオ・ダダメンバー達とホワイトハウスとのかかわ

スクールが、そして新宿ホワイトハウスから戦後日

り方はまちまちで、全く約束事や制約は無く、あく

本前衛のひとつの神話が今から半世紀前に誕生した。

まで自由だった。私は午後になるとホワイトハウス
へでかけていって、お酒を飲んだり、ごはんを食べ
たり、プレスリーで踊ったり、風呂に入ったり、会
話に耳をかたむけたりと、高校を出たばかりの私に

食料ビルディング 外観 撮影:林雅之

とっては夢の芸術学校であった。そして中二階には、
ベッドがあって、吉村さんの寝室になっているのだ
が、必ずといっていいほど他の誰かが、重なるよう

アートの 定 点 観 測 佐 賀 町エキジビット・スペース

に寝ていた。家の中に寝る場所がないときは、外の
材木置場の木の陰で寝ていた。終電車をのがした時

竹 下 都 / 元 佐 賀 町エキジビット・スペース

は、新宿二丁目にあった「キーヨ」というモダンジ
ャズの喫茶店で夜を明かし、朝、中野の下宿まで歩
いて帰っていた。その頃は都電が縦横に走っている
ころで地下鉄はまだだった。
短かかったホワイトハウスを振り返って思うこと
は、ひとつの理想的な理念や思想でくくって、グル
狼が餌を求めて集まるような場であって、他流試合
を求める剣客が勝負をかける道場のような所だと思
っている。誰ひとりとして同じ方向を向いて、同じ
方法論で、似た表現をする人はいなかった。酒を飲
んで、ダンスをして、儀式（今でいうパフォーマン
いいほどとっくみあいのケンカに発展していったの
だが、それは酔ってダンスしているのか、ケンカな
のかわからない。二人が三人になり次々とケンカの
輪にはいっていき、私はそこに孤独で、崇高な魂と
18
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た公立・私立の美術館、商業スペースのギャラリー

は活動を開始した。場所は江東区佐賀、隅田川に掛

やホールでの、さまざまな経験から生まれた。それ

かる永代橋のそば。今では見ることができない昭和

に、賛同し支援する “キチン” の女性たちの強い意

初期の洋館「食糧ビルディング」の 3 階の旧講堂だ

思が加わり実現した。

ったスペースで展覧会がスタートした。主宰者であ

ープで行動するというのではなく、あくまでも一匹

ス）をして、論談が過熱してくると、必ずといって

1983 年 11 月 15 日に佐賀町エキジビット・スペース

磯崎新が同郷の友人であるアーティスト・吉村益信の依頼で設計し
た3間立方のアトリエ兼住宅。その設計図を元に、吉村が新宿区に
手づくりでつくったというエピソードがある。内外をモルタルで白
く塗装したことから「ホワイトハウス」と呼ばれ、ネオダダはここ
で旗揚げし、一躍、有名な建物になった。磯崎の住宅の処女作品と
もいわれる。

る小池一子のもと、女性ばかり 8 人のオフィス、“キ

当時、日本においては新しいアートの仕事・現在進

チン” がその空間を支援する形で始まった。建物の

行形の表現を、ジャンルを問わず発表する機会と場

オーナーは江東食糧販売共同組合。ビルの竣工は昭

がほとんどなかった。公共の美術館では評価の定ま

和 2 年（1927 年）東京廻米市場・通称深川ビルデ

った作家の発表が中心となり、ファインアートの

ィングと呼ばれていたという。その建物の 3 階の旧

定義の枠も限られていた。そして沢山の制約があ

講堂だった空間は、縦約 30m、横巾約 8m の面積と

り、冒険をする事は無かった。画廊に於いても然り

5m の天井高、そして連続するアーチ型の窓を 3 方

で、新人や若手を推す自主企画の画廊は非常に少な

に有した自然光溢れる大空間だった。

く、貸し画廊で発表するシステムが通常とされてい
た。しかし、既に海外に於いては幾つかの先例が有

企画・運営を自分たちで行う、自分たちの空間を持

った。NY では 1971 年に PS1 が、1972 年にはアー

つ意思は、主宰者の小池一子が 70 年代から関わっ

ティスト・スペース、1977 年にはニュー・ミュー
オルタナティブスペースの誕生
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すなわち定点観測で現代美術を捉え、持続させてゆ

ができた。しかし、残念ながら幾度かの行政への働

く事とした。異ジャンルの表現者の恊働にも重点を

きかけに対しては、理解を得るまでには至らなかっ

置いた。また、アートの発信基地として、活動・展

た。作家の制作費へのサポート、作品輸送、各展覧

覧会情報はバイリンガルで行い、国内・外の関係者

会の図録作成、教育普及活動、

への可能な限りの連絡を行う事とした。そしてなに

保険や設備の充実、展覧会後の作品の行方など、特

より、既成の枠や約束事には捕われない、自由な表

にファウンド・レイジングは、少人数での運営では

現の実験場になる事を目指し、全て私たちの責任で

限られる事項があったのも確かである。建物の設備

実施する多様な計画が練られた。それらは学術的な

の事で思い出がある。現代美術好きの車いすの若い

研究者の立場ではなく、コマーシャル的な立場とも

女性が何回も来館した。彼女は必ず事前に電話を

一線を引いた、どちらかというとプロデューサー的

下さり、私達は何人かで彼女を 3 階までお連れする。

な自由な発想が、国内外での多くの支持を得、豊か

そして十分鑑賞した後「帰りま〜す」と明るく声を

な交流を生んでゆくことになった。そして学際的な

掛けて下さる。その時の顔が忘れられない。階段や

協力関係も、確立していった。

トイレット・ルームなどの不都合はものともせず、
私達の活動を支持してくれた。

最初の展覧会は『マグリットと広告』1983 年 11 月
15 日から約 1 ヶ月開催した。この展覧会にはマグ

1983 年に 3 階の展覧会場と事務所でスタートした

リットのオリジナル作品も展示された。作品の夜間

佐賀町エキジビット・スペースは、1985 年から 1

警備の為、スタッフが 1 階の警備室に宿泊した事を

階に佐賀町 café、また 1986 年からは 2 階に sagacho

思い出す。その後、企画展を年 4 回〜 9 回行い、展

bis を開いた。この部屋では、小規模ながらもよ

覧会毎に民間企業や財団からの協賛金や基金を受

りエマージング・アーティストの発表が企画され、

けて、2000 年までの 17 年間に 100 回以上の展覧会

30 回を越える展覧会が開催された。

を開催した。作家の選出には、まず日本のアーティ
「戸村浩展」会期:1984年2月4日〜3月4日 撮影:林雅之

ストにフォーカスを当てスタートした。信頼する仲

佐賀町エキジビット・スペースのアートの定点観測

間の意見やアーティストからの推薦はとりわけ大切

は、アートの発信基地として、17 年間の活動を終

にし、主催者が計画を立てた。沢山の交流が生まれ、 え 2000 年に閉館した。昭和初期に米商人によって
ジアム・オブ・コンテンポラリー・アートが、非

非らず。依ってプランニングの上に於ては 表裏と

営利団体のオルタナティブ・スペースとしてオープ

も有効に使用してあることが 他のビルディングと

ンし、エマージング・アーティストの美術の現場が

多少相違する點である。

始まっていた。ロンドンの ICA においては 1947 年
に設立している。海外の多くの事例や情報をいち早

ビルの金庫にあった図面からは、3 階は交流の場と

く捉えて、日本におけるオルタナティブ・スペース、

して作られ、ビリヤード大会や講演会が開かれてい

美術館でも商業ギャラリーでもない、既成の型には

た事を知った。戦後は子供会のクリスマスが開催さ

はまらない美術活動を、自分たちの出来る事から始

れたとも聞いた。町のランドマークとして半世紀余

める事にした。ランニング・コストは出来るだけ抑

を経たこのビルの修復・再生には、空間デザイナ

える事が前提で、空間探索をスタートした。自ずと、

ーの杉本貴志氏の監修と協力を得た。床材をはがし

都心からは少々離れても天井高のある、壁や床のし

てコンクリートに樹脂をしみ込ませた重厚な床。白

っかりとした古い建物を再利用することができれば

く塗り直された壁に、連続するアーチ型の窓枠はピ

と考えていた。そして、一年半余の場所探しの後に

ンク、入り口のドアはイエローと化粧された。平面

出合ったのが食糧ビルディングであった。

作品の為のしっかりとした自立する組み立て式パネ
ルも完成。照明も取り付けられ、空間を仕切る弧の

開館に向け準備をする中で、この東京廻米市場であ

プロセニアムに施された、漆喰の稲穂のレリーフも

ったビルの来歴を調査した。そこで得た日本建築学

修復作業が終了し、我々の活動の場が誕生した。そ

会の資料には次の様な記述があった。

れと平行し、展覧会の企画立案・実施に向けての活
動もスタートしていた。企画領域は、ファインアー

20

建築の特徴：市場の取引はこの中庭面にて行ふ。従

ト、建築、ファッションを含むデザイン、演劇や音

て 此のビルディングの生命は中庭面にありて 他の

楽、文学などと多岐に渡り提案された。企画内容は

建築物の如く中庭は単なる採光通風の為のエリアに

新しいアーティストを発掘し、その成長を支援する、

オルタナティブスペースの誕生

海外のアーティストの展覧会も開催された。そして

建てられた食糧ビルディングは 75 年の歴史を経て

若手だけではなく、エスタブリッシュした作家も加

2002 年に解体された。その建物の中で、新しい文

わるようになった。ʼ 87 年『大竹伸朗展』、
ʼ 88 年『杉

化という種を蒔き芽吹かせたと、活動に関わった全

本博司展』、ʼ 90 年『森村泰昌展』、
ʼ 91 年『内藤礼展』、

ての者は確信をしている。

ʼ 93 年『アンゼルム・キーファー展』などと、ここ
に全てを列記する事は出来ないが、どれも印象深い、
サイトスペシフィックな展示となった。特記すべき
は、どの展覧会においても、作家と主催者は同じ立
場で共に展覧会作りに熱中した。時間をたっぷりと
呑み込み、ゆったりと時が流れる古い建物・食糧ビ
ルディングの空間に、作家たちは持てる全ての情熱
を注いで制作した。それらをどのように展示するか
も共に考察した。火や水や音や香りまで使って、鑑
賞者に問いかける作品もあった。どのような提案が
出てもまず可能性を追求し実現に向けた。突発的な
問題も生まれたが、皆展覧会創出のその時を共有出
来る事を、それ以上の喜びとした。
展覧会毎に得た沢山の企業や大学や個人の、有形無
形の支援・協力が大きな支えとなった。時間と共に、
市民のバック・アップを得る事ができるようになっ
た。そして後半には大学からの資金援助も受ける事

秋野不矩展「INDIA」会期:1992年11月11日〜12月19日
撮影:林雅之
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読み返すとまぶしい。数年後に I さんは担当を外れ
たものの、この精神は「大阪市芸術文化振興条例
（2005 年 3 月）」に反映されている。

畿の記事を紹介しよう。
「大阪市は港区築港地区の空き倉庫を芸術文化村と
して再生する「築港赤レンガ倉庫活用事業」に本格

話はそれたが、この「芸術文化アクションプラン〜」

的に乗り出す。（中略）ただ、施設の活用にあたっ

の「第 3「未来への文化投資」と文化行政の充実に

ては耐震性能を向上させた改修工事を行う必要があ

ついて」の「3 遊休施設の再利用と専門文化施設の

るという。市は、これらの施設設備や運営管理を民

運営について」のところで、築港赤レンガ倉庫は以

間に委託することも検討しており、民間資金を活用

下のように位置づけされている。

した社会資本整備手法である PFI 方式の導入も視野
にいれている。（後略）」

中核施設としての築港赤レンガ倉庫の活用

この記事の期待感に反して、結局最終年度まで、

環境：24 時間使用が可能な大規模フリースペース

PFI の具体案はなく、つまり芸術文化村として赤レ

でもあるレンガ倉庫は、アトリエやスタジオ、制作

ンガ倉庫が再生することはなかった。

室など「生産」に最適である。

しかし、赤レンガ倉庫を開発するとかしないといっ

目的：オルタナティブスペースの特色を生かし、現

たハコモノありきの発想ではなく “新しい芸術文化

代美術を中心とした先端的な文化活動の集積を行う。

の創造と多彩な文化事業の推進” の一会場としての

方法：「築港赤レンガ倉庫活用事業」の展開

赤レンガ倉庫活用に挑んでいた事務局と、その現場

アトリエ機能、サロン機能、研究的交流、データベ

を支える文化行政ワーキングチームは、改修工事の

ース

ような大きな予算がつかなくとも、築港赤レンガ倉

この大阪市による位置づけにより、築港赤レンガ倉

庫で文化事業をすることができると考えたし、そこ

庫での芸術事業がはじまった。

に市民参加の窓口をあけるために事務局の NPO 化
も行った。「不特定多数」が無理ならば「特定少数」

どんなふうに運営したのか

にすればいいいし、多数の集客が予想される場合は

大阪市主催のこの事業は、2000 年 9 月から 2006 年

安全管理に最新の注意をはらって「催し物届」を出

3 月末までの 5 年と 6 ヶ月間続いた。続ける中での

せばいい。建物の使用目的が作業場であるからこそ、

運営や企画内容のうつりかわりを簡単に表にまとめ

常に来客が予想される文化施設では持ち得ない、創

てみた。（P.26 参照）

作に専念できるアトリエにもなる。

築 港 赤レンガ 倉庫 が、 どう終わり、 続 いたか。

筆者は前半、実行委員会事務局として、事務局の法

そんな倉庫での事業はどれも思い入れが深く、ペー

人化後は NPO の代表理事兼事務局長としてこの事

ジ数内に収まるようにいくつかだけ選んでを紹介す

中西 美 穂 / 大 阪アーツアポリア

業に参加した。主な役割は、現場での芸術文化事業

るのは難しい。詳しくは DVD「大阪アーツアポリ

築港赤レンガ倉庫 2 階スタジオ。壁の丸太や、床の鉄板など、倉庫として利用されていた名残をそのままにしていた。 撮影：福永一夫

事業のきっかけ

盛んといわれていた小劇場演劇のための拠点施設

築港赤レンガ倉庫は大阪市港区海岸通にある。貨物

「芸術創造館」の立ち上げを担当した I さんは「ア

港であった大阪港の物流拠点として 1923 年（大正

ートとまちの関係に着目したとき、我が国では、本

12 年）に、住友倉庫が大阪市から土地を借りてつ

当の明日の文化を支えていくような創造活動のため

くり、2000 年に住友倉庫が大阪市に土地を返還す

の環境はまだ整ってないようです。（季刊「劇の宇

るまで現役でつかわれていた。この倉庫は、RC 造

宙」No.5 編集後記、1999 年）」と述べている。じゃあ、

平屋 2 階建て 4 棟からなり総床面積は約 7200 平方

そんな中で、市の文化担当職員として何をすべきな

メートルで、貨物列車の引き込み線の名残が、プラ

のか ? 河内弁で口下手な I さんが考えていたことは

ットフォーム状の段差や、線路のゆるいカーブに沿

「芸術文化アクションプラン〜新しい芸術文化の創

わせた曲面のレンガ壁にみられる。背面が海なので

造と多彩な文化事業の推進に関する指針〜（2001

近隣の建物が迫ることもなく、背景は見通しが良く、 年 3 月）」にまとめられている。現場に関わる者が
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遠くになみはや大橋が見えるだけ。この倉庫は、た

持つ課題を、論理や文脈よりも、切実さを優先して

だそこに存在するだけで美しい。

書かれており、NPO や指定管理者制度などがまだ

ここに一人の夢見る大阪市職員がいた。40 代前半

一般的ではなかった頃の、ハコモノ行政や事業丸投

の男性、ポジションは主査、そんなに偉くない。仮

げといった方向に安易に進みかねない文化行政の現

に I さんとしておこう。大阪の芸術分野でもっとも

場を変えていかなければという “熱い思い” が、今

オルタナティブスペースの誕生

の運営と、行政とのワーキング会議の運営。事務局

ア / 築港赤レンガ倉庫アーカイブ 2000.09-2006.03」

は、音楽家の小島剛、ボランティアコーディネータ

を見ていただければと思う。

ー兼ライブラリー担当の上田のぞ美、筆者の 3 名を

といいつつも、どうしてもひとつだけというならば、

中心に、web 担当として写真家の河上隆昭、サウン

2006 年 3 月に行った「気配をけして piano,piano̶

ドアートコーディネーターの園田純子、馬渕崇司、

87 名の静かなレッスン。レンガ倉庫にて。」を紹介

現代美術研究会コーディネーターの木坂葵が担った。

したい。これは初年度からつづく現代美術研究会「ア

いずれも当時は 20 〜 30 代前半で、社会人経験はあ

ントルポッの放課後」が企画した築港赤レンガ倉庫

るが、文化施設での常勤経験はない。現代美術研究

全体をつかったグループ展である。

会やサウンドアートプログラムに参加する、国内外

「総勢 87 名もの出品者の専門領域は多岐にわたり、

で活躍する美術家や音楽家、関西圏に留まらず圏外

いわゆるヴィジュアル・アーティストばかりではな

からもやってくる大学教員、学芸員らに、さまざま

く、研究者、美術館学芸員、サウンド技術スタッフ、

な場面でアドバイスをもらい、学びつつ、学びつつ、

ボランティア・スタッフ、アートマネージャーなど

事務局が育ったという感じだ。

でこれまで築港赤レンガ倉庫に何かしらと関わった

事業会場であった築港赤レンガ倉庫は古い建物であ

人たちが中心となって参加した。（中略）

るがゆえ、施設使用に問題があった。アートセンタ

そもそも、赤レンガ倉庫は巨大で一室、一室が荒々

ーや美術館のように「不特定多数」の来場者を迎え

しく強烈なテクスチャーを備えている。そこに少々

るには耐震が十分ではなかったのだ。

小賢しく手を加えたところで部屋はびくともしない。

まずは 2001 年 10 月 31 日付け日刊建設工業新聞近

ホワイト・キューブに身を守られたヴィジュアル・
オルタナティブスペースの誕生
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アーティストはそうした環境では脆弱さを晒すだけ
である。ましてや準備期間も予算もかぎられ、証明
設備すらおぼつかない環境で、理論整然とした展覧
会を開催することは難しいことはメンバー一同暗黙
裏に了解していた。そこで誰からともなく言い出し
たのが、出品作が極力見えない、たとえば元々倉庫
の壁にあった傷なのか、あるいは意図的に加えられ
た痕跡であるのかが判然としないような、かたちを
集めてみてはどうか、というプランであった。
（中略）とはいえ、悪（好 ?）条件が功を奏したのか、
散らかし系、癒し系、寡黙系、コンセプチュアル系
など、表現方式もさまざまな、インスタレーション、
映像、写真、サウンド、レディメイド、鑑賞者参加型、
パフォーマンスなどの仕事が参加したバラエティー
に富んだ展覧会となった（森口まどか、2006 年）
」
少し引用が長くなったが、この文章で展覧会のおお
よその雰囲気がわかっていただけるのではないかと
思う。またこの雰囲気は、そのまま 5 年と 6 ヶ月に
及ぶ、築港赤レンガ倉庫での芸術事業のイメージに
重なる。さまざまな立場の人たちがさまざまな方法
で関わるのだが、その姿勢は倉庫空間を支配し変え
てしまおうというものではなく、元々の倉庫の空間
的な持ち味に沿う、まるで元々あったのか、あるい
は意図的なのか、判別がつきかねるような活動だっ
たのである。
音楽家で、現在 NPO 大阪アーツアポリア副代表理
事を務める小島剛は、このグループ展に、家具職
人・只津敦庸との共同制作で「Gitaporia Model 313
（1923 年製）
」という、倉庫の部屋まるごと一つを
使ったサウンドインスタレーションを出品した。倉
庫の屋根を支える六本の木の柱をくりぬき、それぞ
れにギター弦を一本ずつ張り、ピックアップをつけ、
最終的に一つのギターアンプから出力されるエレク
トリックギターの仕組みをそこにつくったのだ。演
奏は、一つの柱に一人、蟬のようにミュージシャン
がくっつき、個々が 1 弦ずつをつま弾き、倉庫の部
屋がまるごと共鳴する。アンプから出力される大音
量の音は、古いレンガ倉庫に響くと、不思議と丸み
を帯び、そこに居合わせた人々の身体の隅々にまで
気持ちよく響いた。
どう終わり、続いたか
倉庫の使用ができなくなることは、2004 年度に市
の担当者よりまず事務局に説明があった。正式には
2005 年 9 月に NPO 臨時総会に、市の担当者を招き、
当時の参加アーティストやスタッフ、ボランティア
に対して一斉に説明をしてもらった。
24
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単年度予算での事業受託契約だったため、毎回次年
度のことはわからない。それでも運営主体が NPO
になったことで、市の方針にたよりきるのではなく、
会員の総意で毎年の計画を確認しながらすすめ、必
要に応じて外部の助成金をとり、それなりに安定し
た事業運営をしはじめており、さらなる展開が期待
できる予感もあった。なので、倉庫使用ができなく
なり、それとともに受託事業がなくなることに、関
係者のショックは大きかった。
ショックであるものの、前述の耐震性能をあげるた
めの改修工事のないままの暫定利用という条件の中
での事業運営は常に安全面で課題がありつづけたし、
レンガ倉庫 4 棟のうちの 3 棟は大阪アーツアポリア

ーツアポリアには、当時のボランティア・スタッフ
が事業ディレクターになったり、プログラムに興味
を持って参加する新顔アーティストが何人もあらわ
れたり、ワークショップ講師に赤レンガ倉庫時代に
出会ったアーティストを迎えたりと、人が “いい感
じ” に動いて、流れをつくり、その流れの各所で新
たな人的ネットワークを育んでいる。それが、NPO
になるかどうかは、わからないが、築港赤レンガ倉
庫を源流にするこの流れは、大音量であっても実験
的であっても、「Gitaporia Model 313（1923 年製）」
の音のように、不思議と丸みを帯び、居合わせた人々
の身体の隅々にまで気持ちよく響くんじゃないかな

参考
アートが知りたいー本音のミュゼオロジー（岡部あおみ、2005年）
アーツ浴をアポリア海で「ようなし」の赤レンガ（小暮宣雄、
2003年）
あっちこっちっこうBOOK（大阪市立築港小学校6年1組、2008年）
大阪アーツアポリアドキュメントブック（大阪市、2002 年度、
2003年度、2004年度、2005年度）
大阪市に吹き始めた新しい風（松本茂章、2002年）
季刊 劇の宇宙 No.5 秋号（企画：大阪演劇祭実行委員会 1999年）
「気配をけしてpiano,piano」展と「アントルポッの放課後」を振り
返る（森口まどか、2006年）
芸術文化アクションプラン〜新しい芸術文化の創造と多彩な文化事
業の推進に関する指針〜（大阪市、2001年）
芸術文化アクションプラン〜新しい芸術文化の創造と多彩な文化事
業の推進に関する指針〜報告書（大阪市、2002年,2003年,2004年
,2005年,2006年）

と、思う。

で、残り 1 棟は通年事業を別団体が実施しているが、
ほぼ閉鎖されたままで無人 ! との不透明な動きがあ
ったりしていたので、このままの延長線上で事業と

築港赤レンガ倉庫アトリエ入り口。 撮影：福永一夫

して発展していくのは無理があるようにも感じてい
た。なので、一端終了することは当然といえば当然
とも思えた。
ショックであったり、当然であったりと、心中いろ
いろであったものの、倉庫の使用終了を主催者であ
る大阪市の予定通りに受け入れることができたのは、
事務局を NPO 化していたからだと思う。場所より
も人的ネットワークが確かにそこに発生したことを、
NPO という組織の存在は表していた。その人的ネ
ットワークは、そこに集うアーティストやボランテ
ィアといった市民にとって「なにか、うけとれたも
の」と思えた。その「うけとれたもの」は、それぞ
れの未来にプラスに働くように思えた。なにか達成
感のようなものとでも言うのだろうか、そういうも
のが、2006 年 3 月の時点で築港赤レンガ倉庫に集
う人々に共有できていたのだ。
倉庫で生まれた人的ネットワークとしての NPO 大
阪アーツアポリアは、その後、同じ地区のアジア
初の大規模な NPO 拠点施設 piaNPO に事務所を構え
る。そこは約 30 団体におよぶ、先輩格の NPO/NGO
が入居している。どの NPO/NGO も、転居はもちろ
ん事業運営の転換期を何度も経験しているようだ
が、その都度、工夫しながら、自分たちの活動を
続けて来たそうだ。ここに事務所を持てたことは、
そういった市民活動の先駆者たち活動に触れ、倉
庫使用の終了とともに人的ネットワークが途切れ
事業運営が行き詰まるなんてことは、あり得ない
ことを気づかせた。
赤レンガ倉庫当時の関係者は、キュレーターとなっ
たり、留学したり、国内外の展覧会で活躍したりと
活動の幅を広げていっている。現在の NPO 大阪ア
オルタナティブスペースの誕生
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7年間活動拠点にしてきた旧神戸移住センター外観

C.A.P. が 15 年 間 にしてきたこと
杉 山 知 子 /C.A.P（芸 術と計 画 会 議 ）

1994 年当時、アーティストとして制作と発表を繰

とめた。その後、月 1 回のペースでミーティングと

り返していた私は、次第に美術界の閉ざされた環境

その都度ゲストを招いてのささやかなパーティーを

と、現代美術と社会との隔たりに漠然とした不満と

開くことにして、任意団体としての C.A.P. が立ち上

不安を抱くようになっていた。丁度その頃、神戸市

がる。神戸が震災に見舞われる約 2 ヶ月前のこと。

のマスタープラン審議会の委員としてお呼びがかか

現在の赤レンガ倉庫
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った。興味半分で参加しているうちに、ここでも行

1995 年 1 月、震災直後の崩れた街を目前に、メン

政が良いと考えている文化政策と、私たちアーティ

バーそれぞれがアーティストとして何ができるのか

ストが望むものとの間に大きな隔たりがあるのが見

を考えさせられた。美術が震災という現実を前にし

えてきた。せっかく行政に意見を言える機会がある

て無力であることを思い知ったのも、今だからこそ

のなら、アーティストの立場で声を出したいと思い、

アートの種まきができるのではないかと熱くなった

親しい 10 人のアーティストに声をかけ、彼らの意

のもその時だ。そんな思いがその年の 5 月に提案し

見を聞くため私のアトリエに集まってもらった。こ

た、街全体が美術館になる「旧居留地ミュージアム

れが C.A.P. を結成するきっかけとなる。そして当時

構想」へと発展していった。しかし、美術館や街作

神戸市が計画していた美術館構想に対してアーティ

りなど現実味のない構想をまとめることにメンバー

ストからの提言書として「これからの美術館」をま

全員が疲れかけていた頃、フランス・マルセイユの
オルタナティブスペースの誕生
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ロジェクトの評価も得て、暫定利用を前提に継続

きたが、今ではアーティストの他に会社員、建築

使用の許可を神戸市より得る。そして 2002 年 4 月

家、学芸員など職種もいろいろで 45 人あまりにな

には、C.A.P. が NPO 法人格を取得し、正式に神戸

っている。C.A.P. メンバーになる為の規約は何もな

市からの委託事業として建物の管理をするとともに、

く、あるとすれば「自分の意見を言う」
「自分にで

C.A.P. 独自の活動として CAP HOUSE プロジェクト

きるコトは進んでやる」「楽しんで参加する」の暗

を 2007 年末まで続けることができた。一方、CAP

黙のルールと 3000 円の年会費を支払うことだけだ。

HOUSE プロジェクトをスタートさせた同じ時期に、

この緩やかなくくりが C.A.P. らしさなのかもしれな

ブラジルの日系人の間で、日本での最終地点となる

い。そして 15 年間で得た何より大きなことは、数

この建物の保存運動が始まり、2008 年 5 月、国と

多くの人とのつながりだ。アーティスト、行政、企

兵庫県、神戸市によって建物保存のための大規模改

業、市民それぞれと、お互い頼り頼られる程々の関

修工事が着工されることになった。

係が保たれているように思う。 そして、今までのい
くつもの局面を、それらのつながりですり抜けて来

2008 年 3 月、C.A.P. は 7 年余り過ごした旧神戸移住

たことは確かだ。今では一番大きな C.A.P. の財産で

センターを後に、神戸港第 4 突堤の上屋 Q2 に引っ

はないだろうか。

越すことになった。山から海への移動だ。上屋 Q2
は、昭和初期に神戸港で最初の外国船ターミナルと

C.A.P. は相変わらずこの先どうなっていくのか確か

して建てられた魅力のある建物で、ここもまた時代

な着地点を持ってはいない。しかし、自分たちがよ

の流れとともに見捨てられつつある場所になってい

り楽しく生活していく為に、アーティストの知恵と

た。C.A.P. 海のうえプロジェクト「STUDIO Q2」と

アイデアを活かして、出来るコトから形にしていく

し、1 年をかけて消えかかっている建物の魅力を引

C.A.P. の姿勢は、これからも変わらず持ち続けてい

き出すとともに、ここで何ができるかを C.A.P. なり

きたいと思っている。

に考える機会とした。一方、改修を終えた旧神戸
移住センターは「海外移住と文化の交流センター」
と改称し、移民ミュージアム機能、外国人支援機
能、芸術の国際交流機能を併せ持つ施設として、運
営は指定管理制度を導入することとなった。そし

STUDIO Q2 メインスペース

て、C.A.P. は指定管理をする共同事業体の 1 団体と
アーティストたちからの義援金が C.A.P. に舞い込ん

へと弾みがついていく。1999 年 11 月から 7 年間に

た。今後、山側の海外移住と文化の交流センターと、

できた。それをもとに、C.A.P. が提案した街作り構

渡り行った「CAP HOUSE プロジェクト」にも、毎

想を広く市民に投げかけ、多くの人の意見を聞く機

年の支援金が大きな力となった。C.A.P. サポーティ

会にしようと、第 1 回目の CAPARTY（CAP ＋ PARTY

ングメンバーシップは、今でも C.A.P. を支える大切

＋ ART）を開催することになった。その後 5 年間に

な活動資金源となっている。

広げていく予定である。

参加型イベントなど、様々な切り口の催しを私のア

1999 年 11 月、CAPARTY vol.8 として、当時廃屋に

C.A.P. は今年で 15 年を迎える。正直なところ、結

トリエのあった旧外国人居留地を中心に開催する。

なっていた神戸市所有の旧神戸移住センターを使っ

渡り CAPARTY として、レクチャーやシンポジウム、

た半年間のプロジェクト「CAP HOUSE 〜 190 日間
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して、再びこの建物で活動を再開することが決まっ

2 回目の CAPARTY を計画した際、C.A.P. に活動資金

の芸術的実験」をスタートさせた。見捨てられてい

がないことに直面する。当たり前のことなのだが、

る建物をアーティストが使うことで、どう変わって

案内ちらしを作るにも、会場を借りるにもお金が必

いくのかの実験だった。オープニングワークの「100

要だ。ある程度の資金がなければやりたいこともで

人大掃除」と、月 2 回のパーティーを行う以外には

きないことに改めて気付く。そこで、C.A.P. サポー

特に決めないで始めたプロジェクトだが、アーティ

ティングメンバーシップを設けて、資金集めをしよ

ストはそれぞれのアトリエを作り、やがてギャラリ

うということになり、神戸の企業を 1 件 1 件まわり、

ー、図書コーナー、カフェ、工作室、暗室と、使わ

支援をお願いした。お金にもならない文化活動をや

れなくなった場所が次々と役割を持つ場所へと代

ろうとしていることへのメセナ的応援と、震災後の

わっていった。そして次第に様々な人が集まり、自

企業としての責任感で、思いの外支援金を集めるこ

然発生的に大なり小なりの催しも企画されるよう

とができた。これをもとに、より自由で柔軟な活動

になっていった。そして、使用期限の半年後、プ

オルタナティブスペースの誕生

海側の上屋 Q2 の 2 カ所を拠点に、それぞれを「CAP
STUDIO」「CAP CLUB」と色分けをして活動の幅を

成当初はここまで長く続くとは思ってもいなかった。
自分たちが面白くなくなったらそこで活動をやめよ
うと思っていたが、この 15 年間、興味のあること
やわくわくすることが途切れなく続いてきたとも言
える。気ままにやっていたつもりが 15 年も続けて
いると、それなりの信用や責任も付いてきた。海外
移住と文化の交流センターの指定管理の仕事を受け
ることは、ある意味 C.A.P. としての自由度がなくな
り窮屈な気もするが、団体としてステップアップ
する時期なのかと捉えている。また、神戸市の新し
い施設として芸術が取り入れられたということも、
C.A.P. がしてきたことのひとつの成果だと思ってい
る。この 15 年間、メンバーも出たり入ったりして

2008 年から C.A.P. の拠点にしている上屋 Q2
オルタナティブスペースの誕生
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日本 に おけるアートセンター 創 成 期 からの 活 動 の 変 遷
― 神 戸アートビレッジセンター の 試 み
木 ノ下 智 恵子 / 神 戸アートビレッジセンター

神戸アートビレッジセンターの設立

画性を打出し、一定数の動員確保と評価を得ている。

1991 年 3 月、かつて大衆文化で賑わった新開地の

なお、開館当初から、大阪ガスグループが施設管理

歴史を踏まえ、芸術によるまちづくりを主体にした

や事業運営の一部の役割を受託しており、指定管理

「アートビレッジ構想」が策定。阪神淡路大震災の

者制度の導入の以前より、類似の体制にある。
（2005

翌年 1996 年 4 月、この構想の核施設として、地下

年度より指定管理者大阪ガスビジネスクリエイト）

一階、地上四階構造のギャラリー、シアター、ホー
ル、音楽スタジオ、会議室、シルクスクリーン工房、 育成型事業「神戸アートアニュアル」から『アート
リハーサル室を備えた複合文化施設の神戸アートビ

イニシアティブ・プロジェクト「メディアとしての

レッジセンターが開館した。

展覧会」
』、『1floor』へ

以後、神戸市で唯一の現代芸術を扱う公共文化施設

「神戸アートアニュアル 」は、センターの設立主

として、まちの活性化と若手育成を主旨目的にした、 旨である若手芸術家の育成の理念に基づいた、美術
演劇・美術・映像の事業展開と貸館運営を実施して

部門のメイン事業として開館年より始動。今を生き

いる。

る同時代の意識を象徴した展覧会として、1996 年

当時は、アートセンターという文化施設は日本国内

から 2005 年の 10 年間、毎秋開催。対象を関西在住

では珍しく、その社会的な位置付けは、事業実施を

の 27 歳未満あるいは学生に絞り、芸術系大学の教

通じた立証が求められた。

員でありながらアーティストとしても活動する有志

開館からの数年、美術事業では施設条件の観点から、 の実行委員会を形成し、水面下の才能発掘に努めて

30

ギャラリーやシルクスクリーン工房を活用した事業

きた。本企画では、展覧会タイトルや関連企画ゲス

を数多く実施すると共に、新規のアートセンターの

トの選出、インタビュー映像の参加、ギャラリート

財産となる人材（アーティスト）の確保に努めて事

ークやプレゼンテーション等が出品作家の主体性に

業を実施し、芸術文化界では一定の評価と知名度を

よって進行。

得ることができた。そして、アーティストとのネッ

プロジェクトタイトルである「神戸アートアニュア

トワークや企画力といったアートセンターの資産が

ル」も初回の作家たちと決定し、以後も「art port」

確保されつつあった 2001 年度から、新開地や神戸

「映像考 /...」
「私⇄ 」「裸と被」「ねむい、まぶた。」

を対象にした地域活性事業に着手。

「ミルフィーユ」
「Grip the Gap」
「トナリノマド」
「眺

全般的な事業形態としては、ワークショップやトー

めるに触れる」といったように、アーティスト達の

クプログラムなどの関連事業を充実させ、独自の企

独特の語彙が感じられる独創的な言葉が、展覧会タ

アニュアルミーティング

ジョルジュルース作品

オルタナティブスペースの誕生
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イトルとして紡がれた。

う発案のもと、美術館学芸員や芸術大学の教師、美

ゲストトーク、エンディングパーティーなど、多岐

地産地消のサスティナビリティー

また、デザイナーも同世代を起用。2002 年度からは、 術作家など 26 名による実行委員会が組織され、140

にわたる表現によって構成。40 名以上に及ぶサポ

2005 年、KAVC は開館 10 周年を迎え、それはまた

これまでの芸術家＝創り手の育成に加えて、繋ぎ手

人ものボランティアが集まり、1995 年夏、ルース

ートスタッフを巻き込んで手がける、KAVC 初の本

震災復興 10 年目を意味し、さらには新開地は生誕

の育成として、インターンスタッフを導入し、作り

の 8 枚の写真作品「廃墟から光へ」が制作された。

格的なアートプロジェクトとなった。

100 年でもあった。

手×つなぎ手×受け手の三位一体による芸術環境整

作品は 1 組が兵庫県立美術館に寄贈、1995 年秋か

『kavcaa2005「HIV/ エイズ 未来のドキュメント」』は、

2002 年度より「新開地アートストリート」を実施。

備を試みてきた。本事業では、約半年に及ぶ、主任

ら 1997 年春にかけて全国 15 カ所で巡回展が行われ、

「第七回アジア・太平洋地域エイズ国際会議」の公

“人・まち・アートが出会い、共生する魅力的なま

実行委員、作家やデザイナー、インターンによる濃

その一つとして、KAVC では、美術館への寄贈式典

式文化プログラムとして「アートの分野からエイ

ちづくりの実験” を主旨に、2002 年度「地質調査」

密な対話によって形成され、訪れた観客は作品やイ

と関わった人々によるシンポジウムを行った。

ズについての必要な情報とインパクトを伝えること、 → 2003 年度「土地開拓」→ 2004 年度「種まき・植

ンタビュー映像を通じて作家の思考と感覚に触れ、

本展は、未曾有の大災害の後、人間とアートのか

予防・治療・ケアへの理解と関心を深めること」を

樹」という段階的なテーマを設け、2005 年度に資

会期中には多彩なゲストによる個々の視点からの芸

かわりについて根源的な問いを投げかけ、芸術の力

テーマに 2003 年から 2005 年まで開催。

産運用編「新開地生誕 100 年の饗宴」を展開した。

術談義が繰り広げられた。

で被災地の人々のエネルギーを結集し、様々な人の

アーティストであり、国際会議のメンバーでもある、

ファーストステップ『新開地アートブックプロジェ

10 年間で 100 名以上のアーティストやアートマネ

思いを作品へと昇華させ、芸術と社会の関係に大き

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ氏が代表の実行委員会を

クト』では、眠っていたまちの魅力の掘り起こしを

ージャーを輩出し、国際展で活躍するアーティスト、

な希望をもたらした。

主催者にして、段階的にプログラムを展開。初年度

開始。メインナビゲーターには美術家の井上明彦氏

芸術財団の職員など、芸術環境に不可欠な一員の育

震災復興から 5 年目の 2001 年、神戸市内の各所で

は、映像や報道写真家によるドキュメント展を開

を迎え、若手アーティストによる「曙団」（かつて

成を担ったと言っても過言ではない。

記念事業が行われた。KAVC では、シルクスクリー

催。二年目は、澤田知子氏と、ゲイ雑誌のフォトグ

新開地を徘徊していた輩の通称）とプロジェクトチ

ンを活用した企画枠と併せた拡大事業『島袋道浩展

ラファーとして活躍する田口弘樹氏による写真展と、 ームを結成し、まちの人々からお薦めの情報や人物

さらにこの試みは、2007 年度より、セカンドステ

HIV 陽性者やその家族らが書いた手記を併設。

のリレー形式で取材を敢行。ライター、研究者によ

プロジェクト」へと発展。パートナーシップを築い

島袋氏は、神戸に生まれ育ち、サンフランシスコ美

最終年度には、約 10 年前にアートを通じたエイ

るワークショップでは、オリジナル写真集・フリー

た後に、様々なキャリアを積んだ「神戸アートアニ

術大学を卒業後、主に海辺の町の旅を続けながら、

ズ・アクティビズムで波紋を投げかけたダムタイプ

ペーパー・音声ナビゲーション CD を製作。対話プ

ュアル」の参加アーティストによる「Exhibition as

人々のコミュニケーションについて示唆に富む作品

『S/N』、その当時のメンバーであった高嶺格氏の一

media（メディアとしての展覧会）」と、新たな若

を制作。90 年代初頭よりサイトスペシフィックな

級障害者への性的介護を描写した『木村さん』の上

「色町探訪」の 3 つのテーマ毎にゲストを迎え、名

手支援企画「1floor」を通じて、芸術による社会へ

プロジェクトやパフォーマンスを中心に国内外の

映とトーク、ドラァグクイーンショー、インド・タ

物喫茶店、キネマ跡地、福原の婦人会館に人々が集

の積極的な提言を目指している。

様々な場所で活動。ヴェネツィア・ビエンナーレな

イ・ウガンダのドキュメンタリーなどを実施。

った。そして、この中間報告をドキュメント展とし

どの国際展にも多数参加する国際的なアーティスト

三年間に及ぶ本プロジェクトでは、HIV/ エイズとい

て再構成し、最終的には、まちの生態系をあらゆる

アートプロジェクトによる社会提言

である。その表現は特殊で、明石のタコを東京観光

うテーマに触れるための情報提供と共に、日本では

角度から検証した『湊川新開地ガイドブック』を出

阪神淡路大震災の翌年より、美術・演劇・映像の複

に連れて行ったり、存在するはずのない鹿を探して

耳慣れない「アート・アクティビズム」について実

版・全国の書店にて流通させた。

合ジャンルの事業によって情報発信を続ける KAVC。

町を散策したり、作家本人と共有する時間や記憶そ

践する機会となった。

この地では、社会的な諸問題をテーマにしたプログ

のものが “コトとしての表現” あるいは “出会いの美

以上のアートプロジェクトは、いずれも、様々な人

で明らかになった、まちの魅力と課題を元に、メイ

ラムも実施してきた。

ンナビゲーターには美術家の藤浩志氏を迎え、プロ

ージとなる創造観賞型事業
「アートイニシアティヴ・

ログラムでは、「まちとアート」「大衆文化・キネマ」

セカンドステップ『新開地楽座』では、
「地質調査」

学” なのだ。

が関わる事が可能なメディアである。個々の問題を

「ジョルジュ・ルース 廃墟から光へ 阪神アートプ

その彼の活動の軌跡を、野外彫刻展の先駆けとして

顕在化したり、解決の糸口を気づかせてくれるとい

ジェクトスタッフと共に “如何にして新開地をもっ

ロジェクト展」は、取り壊しが決まった建物を作品

隆盛を極めた須磨離宮公園と現在のアートの情報発

った結果だけではなく、作品やプログラムを媒介に

と楽しむか” をテーマに、期間限定のコミュニティ

化して写真に残すことで知られたフランス人アーテ

信拠点である KAVC の 2 会場で紹介。屋内外でのイ

したコミュニケーションによって、その主題の意義

スペース「新開地楽座」を運営。新設されたマンシ

ィストのジョルジュ・ルースを招聘し、神戸で作品

ンスタレーション、アーティストブックの出版、シ

や価値に関するリテラシー（読み解き能力）のトレ

ョンなどに住まう若夫婦や子どもなど、新たな新開

を創ってもらい、被災地の希望の光にしよう。とい

ルクスクリーン作品の制作、京都・大阪・神戸での

ーニングを促す、有効な手段だと言えるだろう。

地人達の存在が見えてくるような仕掛けづくりを

KAVCAAP

SAS2002 ガイドブック

SAS2003 楽座

島袋道浩展「帰って来たタコ」
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「帰って来たタコ」』を実施。
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目指し、手づくりの茶店『かふぇ「ラクや !」
』、子
ども遊技場『かえっこ』と『ヌイグルミシアター』
、
アトリエ・オフィス『想造銀行・ラクダバンク』な
どを設置。
期間中には、まちの散策やゲストトーク、オープン
ミーティングを随時開催。最終的には、集まったア

タナティブ・スペースとしての都市空間の可能性を
提案した。
芸術の拡張機能
本来、芸術文化の価値基準は “究極の個＝プライベ
ート” にあり、その多様な価値観の総合体が “公の

イデアを披露した展覧会とクロージングパーティー

価値＝パブリック” になり、文化は形成される。そ

のリピーターが訪れ、今まで見えなかった顔ぶれと

芸術を奨励する］といったプロセスと時間を重視し

を実施し、約 1 ヶ月に渡る共有空間の実験を終えた。 の「culture」の語源「Cultivate」には［土地を耕す。
培養する、
人を教化する。才能や精神を磨く。学問・
ここでは、平日は子ども達が、土日は若い親子連れ
新たなニーズが開拓された。そして、そのアイデア
の活用法としてオリジナルマップを制作し、現在で
も無料配布している。
サードステップ「新開地 Study」では、人と同様に
まちの重要な資産といえる新開地を象徴する場の力
に着目。ポテンシャルの高い場所を選び、その特色
に根ざした 4 組のアーティスト（湊川隧道＝藤本由
紀夫、湊川公園＝藤浩志、新開地商店街＝マスダマ
キコ、メトロ卓球場＝ COUMA）に、2005 年秋の
新開地生誕 100 年の饗宴のプロデュースを依頼。そ
のプランニングのための Study（研究・調査・試作）

た行為が含まれる。
こうした熟成期間と独自の風土や文脈に根ざしたア
ートプロジェクトは、近年、瀬戸内で繋がる西日本
でさかんなようだ。
2009 年には大阪中之島を舞台にした『水都大阪
2009』や造船所跡地での 30 年間に及ぶ芸術実験
『NAMURA ART MEETING'04-'34』。広島ではゴミ焼
却施設をアートセンター化することを目標にした
『旧中工場アートプロジェクト』を実施。大分では
アート NPO を中心とした『別府現代芸術フェステ
ィバル 2009「混浴温泉世界」』が、香川では「瀬戸

を一般に公開する機会を設けた。また、メインナビ

内国際芸術祭」が予定されている。

した。

重視した固有の文化を育む地方の地産地消の試みは、

の後ドキュメント展で半年間の誕生祭を閉幕。4 年

立が可能な芸術文化が、気概のある個人の営為とし

ゲーターには建築ユニットのアトリエ・ワンを迎え、 高度経済成長からバブル崩壊後の現在、政治・経済・
産業が首都圏に集中する一方で、時間とプロセスを
饗宴のナビゲーション装置の開発と制作をオーダー
Study を経た 2005 年「新開地生誕 100 年の饗宴」では、 着実に芽吹いている。この事実は、一つの勢力であ
りながら多様性を失わず、共通性と固有の差異の両
まちを象徴する各所でアートパーティーを実施。そ
間に及ぶアートプロジェクトは、まちのナビゲーシ
ョンツールの開発を試み、“まちでしか出来ないア
ート・アートでしか出来ないまちの使い方” の実践
が可能な機関として、アートセンターの新たな機能
を提示することができた。
2007 年に開催された「神戸ビエンナーレ」。この関
連企画として、KAVC ではアートツーリズム・ワー
クショップ「神戸観考」を企画。
海と山が近くコンパクトな都市規模の神戸の中心地
区（三宮・元町）を舞台に、まちの景観を含む神戸
の地脈の考察と共に、アートの最も根源的な存在と
なるアーティストをクローズアップした独自のプロ
グラムを実施。神戸に縁があり、国際的に活躍す
る 5 名の現代美術のアーティストの思考と感性を廻
「榎忠のアトリエ訪問と食の夕べ」
「束
る 5 つの旅（
芋の部屋への招待」
「澤田知子を巡る 5 つの話」「島
袋道浩と行く港町神戸の旅」
「藤本由紀夫と過ごす
CAP HOUSE の午後」
）を通じて、多文化共生のオル
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1998 年 最初のアートペース N-mark

て不可欠であることを物語っている。
そして、かつて人が、祭祀の氏子として恊働活動に
従事することで価値観や経験を共有していたように、
地域でのアートプロジェクトは、現代における新た

名古屋 からの 新しい 潮 流
武 藤 勇 /N-mark

な地縁関係を創造する秘策であると共に、芸術の文
脈を拡張する新機能なのかもしれない。
そこで今、港町、海と山に挟まれて東西にのびる立

1999 年のこと、名古屋駅から電車で 20 分くらい

地、異人館、トアウエスト、中華街、旧居留地、高

つは dot、ほぼ同時期に立ち上がった組織で、この

の小さな駅を降りてすぐ。2 階建ての小さな空き店

架下、メリケンパークなど、魅力的なまちの財産が

組織は、アーティスト達が中心となって、自分たち

舗を 1 年間限定で借りました。それは “僕らが見た

一日でも堪能可能な “コンパクトシティー神戸” の

をセルフプロデュースする場として、現在も運営を

いアートに出会うための場所” でした。当時は美術

魅力を活かした先駆的 / 実験性に富んだアートプロ

続けています。僕らと彼らが違っていたのは、彼ら

大学や美術館、ギャラリーも名古屋の周辺にはあ

ジェクトが希求される。多様な価値観を育むための

がセルフプロデュースのためのものとしていたのに

り、アートが全くないという訳ではありませんでし

“地産地消” の試みが、新しく多様な「神戸らしさ」

対して、僕らは、自分たちの作品を見せる場として

た。ただ、美術館やギャラリーなどで見られるよう

の創造へと貢献するのではないだろうか。

ではなく、僕らが面白いと思うものを見せる場とし

な作品やその流れと違ったものを求めていたのでし

て、使用していたことでした。僕らがこだわってい

た。そんな小さな活動があとから、既存のアート施

たのはアートが活躍できて、より自由になれる場所

設と画した活動として、オルタナティブと言われる

を造ろうとしていたのでした。僕たちはただアート

ようになっていったのだと思います。もちろん僕ら

が見られるという環境だけにとどまらず、バーカウ

はその中の一つです。名古屋でもこうした動きをは

ンターのついたフリースペースを運営し、アーティ

じめていたのは僕らだけではありませんでした。一

ストトークや、ワークショップ等を毎回行いました。

本稿は筆者が寄稿した、㈶神戸都市問題研究所が発行する「都市政
策 133 号特集 / 文化創生都市づくりとビエンナーレ」を元に再編
している。 掲載画像の提供：神戸アートビレッジセンター

オルタナティブスペースの誕生
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やがてアーティストや若者達が集まり始め、様々な

入により整備をすすめるとの考えで ARTPORT は中

手法を繰り返し、様々な団体を取り込み、取り込ま

事が僕らの意志とは関係なく動き始めたのでした。

止されました。アーティストサイドからも組織とし

れ、活動を広げていきました。そんな場を持たない

僕らが借りた建物を使ってバーを運営しだす者、イ

て、市との交渉等を行って来たが、重く苦い経験だ

N-mark の活動のネットワークの活動から「PEELER

ベントを自ら企画しはじめる者等々、こうして小さ

けが残ってしまった。そんな経験の一部がこの騒動

（全国）」のような web 上のレビューネットワーク

いけれども、アートのシーンが生まれ始めている事

に携わって頂いた、池田さん（現 BankART1929 代表）

や「AAN（横浜）
」などのアートネットワーク・ア

に気がついたのでした。

によって横浜の BankART1929 の誕生にも生かされ

ーカイブ組織なども生まれました。N-mark の活動

また僕らより早く始まったアーティストが運営する

たとききます。

は “僕らが見たいアートに出会うための場所” とし

スペースには、1996 年のアートドラッグセンター

中止になって気がついたことは、事務局や実行委員

てアートスペースの運営から始まり、様々な時代の

があり、ここはアーティストが家賃収入を得て、場

会は、運営の方針を決定するような権限、権利をも

状況に合わせて変化し、アートの担い手を繋ぐ、そ

所を運営するスタイルをとり、若いアーティストた

っていなかったことで、あとの祭りでした。また耐

してアートのシーンを促進するような活動であった

ちの発表の場となり、一人のアーティストが食べ

震設備どころか、トイレもない状況で「芸術文化活

ように思います。

ていける仕組みを作っていました。また 1998 年に

動の場」として「提供」し続け、5 年間もこの状況

中部地区のアートは、一時期前に比べれば減衰して

江南市布袋町の酒蔵で開催された展覧会がきっか

を変えていけなかった事に現れていたのかもしれま

しまってはいますが、現在もなお要素は揃っていた

けで、築 100 年を越える日本家屋が地元の方々の好

せん。行政、事務局、アーティスト、がうまくコン

りします。しかしまだまだ活動がまばらで、一つの

意でアーティスト達が維持・管理・運営するギャラ

センサスをとり、一般市民に対して連帯で責任を負

大きなシーンとして前にうちだせないでいるように

リーへ改装されました。1999 年から 2002 年までは

う。今となってはそんな構造が必用だったのだと思

映ります。このようなアートシーンがまとまって、

、2003 年から「＋ Gallery」
（現
「art house 七福邸」

います。

アートがより社会での位置づけを確保していくため

「Space ＋」）として展覧会やイベントに活用されま

ちょうどこの ARTPORT がはじまって僕らに声がか

には、行政との連携や、市民の後押しが必須なのだ

した。現在その運営メンバーのアーティストたち

かったのが、このにぎわいを港の街につなげてほし

とようやく気がついたような気がします。2010 年

は「＋ Gallery PROJECT」として活動を行っています。

いとの話でした。それで地域住人と共につくった組
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韓国とのネットワークが強く、若いアーティストの

織が「@port」という組織で、2000 年からスタートし、

交流が積極的に行われています。そして 2002 年に

港の街でアートを展開する事業を ARTPORT が無く

は記者や学芸員、有志による批評誌「リア」が創刊

なった現在も、ちいさなアートイベントや勉強会を

されるなど中部地区周辺をとりまくアートの環境は

催しながら細々と活動を継続して来ました。これが

そこそこ熱いのです。

2009 年に僕らがこれまでに関わって来た中部地区

そして僕らが場所をもってすぐに始まったのが、名

のアート関係者と共に「名港タウンミュージアム」

古屋港の巨大な倉庫群を活用したアーティストのス

として、名古屋港の商店や行政との連携、空地、地

タジオ、発表の場としての ARTPORT で、僕らはど

域資源を活用したアートの発表の場を作りだす企画

ちらかというとユーザー側の立場で関わる事が多く

へと、ようやくつながってきたというのが現状です。

ありました。ここは保税地区として一般には立ち入

このような企画が今後も継続して実現できる方向で

りが禁止されている倉庫がアートのために解放され

模索しています。

るというもので、3 階建て延床面積 5,411m2。1 階

話はすこしもどりますが、この @port の企画を切っ

だけでも 1,794m2 天井高 6m もの広大な空間があり

掛けに、僕らは地域住人から無償で場を借り、名

ました。この場所を 8 月〜 9 月の間アーティストた

古 屋 港 ARTPORT の す ぐ そ ば に 2002 年 〜 2003 年

ちに解放し、表現や交流の拠点として活用をしまし

「KIGUTSU」という 2 度目のアートスペースの運営

た。ここでは様々なアーティストたちが集い、交流

をしました。そして、このスペースが使えなくなる

や発進拠点として機能しはじめていた矢先、突然の

のと同時に、この小さな活動の重要性と、弱さに気

中止を通達されたのでした。この事業は名古屋市の

がつきました。これらがもっと大きな力を持つため

長期計画「名古屋新世紀計画 2010」の中の文化観

のヒントを探しに、「ミーティングキャラバン」を

光事業の一つとして提起されたもので「市民と芸術

企画し、北海道から沖縄までの日本全国のアートを

家、異なる分野の芸術家どうしの交流の促進をめざ

訪ね、各地でミーティングを行いました。旅を終え

し、名古屋港ガーデンふ頭にある既存の倉庫を活用

た僕らは本当に膨大な情報とネットワークが出来上

し、芸術・文化活動の場として整備する」というも

がっていました。そして、そんなネットワークをな

のでした。しかし倉庫は 1952 年から 62 年にかけて

んとか生かそうと、アートが流通する仕組みを実験

建設されたもので、耐震改修には 1 棟約 10 億円も

的に行う、
「カフェライン」を企画し、全国のアー

の費用がかかることから所有者である名古屋港管理

トに全国を飛び回ってもらったのです。

組合が民間資金とノウハウを活用した PFI 手法の導

このように僕らは「オープンミーティング」という

オルタナティブスペースの誕生

には愛知県で愛知トリエンナーレが開催されますが、
これを切っ掛けに、中部地区のアートも一つのアー
トシーンとして、“僕らが見たいアートに出会うた
めの場所” としていくためにも、様々な団体と共同
し、今後も試行錯誤して行く場を造っていきたいと
考えています。

北山美那子個展「YA-HOI! MINA SHOW」の様子

オルタナティブスペースの誕生
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ARTPORT として活用されていた名古屋港ガーデンふ頭倉庫群
オルタナティブスペースの誕生
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ARTPORT の 4 号上屋内部。日本初の ISEA（電子芸術国際会議）の展示空間としても使用された
オルタナティブスペースの誕生
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にはすに構えた視線で世界をみつめ、当然ながら、

が多いようです。ユニットであったり、グループで

破壊的な性質をもち続けてきました。彼らは皆、社

あったり、1 人ではない複数で、あるいは多様なバ

会、制度、権力といったものに潜む秘密のパターン

ックグラウンドを持った人々（必ずしもアーティス

を見抜き、引用したり、置き換えたり、転覆させた

トや建築家などの表現者ではなく、普通のサラリ

りすることによって、目に見えない力を視覚化する

ーマンだったりもします）と共同でプロジェクトを

ことによって、強力で毒気たっぷりの作品を生み出

進めています。そして彼らの発表の場は、ホワイト

してきました。そして、その身振りは、今でも有効

キューブや大型の展覧会だけでなく、インターネッ

なはずです。

トであったり、小さなフリーペーパーだったり、時

アーティストの特徴でもある、常に、はすに構えて

にはショップの様な形をとったりしており、むしろ、

社会と接するという身振りを身につけ、最近のアー

そのようなフィールドに、即効性、機動力といった

トを取り巻く状況から一線を画し、別な方法を模索

ものに、重要性を見いだしているようです。

するアーティストや企画者も存在します。彼らは、

それは、大型の展覧会が、アーティストに必要以上

日常的なリアリティーの中でアートを実践するため、

の展示空間を与え、巨大で馬鹿げた、スペクタクル

現代的な制度の枠組みからはみ出ようとして、さま

空間を演出させようとするやり方（そしてアーティ

ざまな場所へ活動範囲を拡げています。

ストは、長い時間低賃金で働かされることになる）
とは、全く違う戦略なのです。

彼らは、日常生活の中で、ストリートで、カフェで、
インターネット上で、誠実でささやかな実践を継続

私は、2001 年から 2003 年にかけて、RE/MAP プロ

しているのです。

ジェクトという企画を共同でオーガナイズしました。

ストリートで、ビルボードや地面にラインだけを引

このプロジェクトは、日常生活の中で新しい地図を

き続けるアーティスト、世界中で野糞を探し、野糞

描き続けるというプロジェクトでした。ここでいう

をした人が見たであろう風景を撮影し続けるアーテ

地図を描くということは、用意された地図を利用す

ィスト、インターネット上からさまざまなプロパガ

るのではなく、境界を乗り越え、私達のまわりに存

ンダのメッセージを集め、チープなポップミュージ

在する様々なレイヤーに、いくつもの線を引き続け

ックにのせて映像作品を作るアーティスト、街の占

る行為であり、それはアートを専門領域や特権的な

い師に、美術館の将来を占ってもらったビデオを作

立場から解放し、生きたアートの可能性を探る行為

っているアーティスト。

でもありました。

彼らは、日常生活の中でリサーチを繰り返し、毎日

参加者は、アーティスト、建築家、ミュージシャン、

日常の 実 践としてのアート

食事をするように、酒を飲むように、昼寝をするよ

社会学者、人類学者、学生、フリーター、会社員、

― Gallery SOAP 北 九 州からアジアへ

遠いどこかにあるサーキットや、準備されたステー

多様な人々が集まり、トーク、展覧会、ライブ、散

ジではなく、日々生活している現場であり、その日

歩、レクチャーなどを次々と行いました。予定調和

常の実践を通して新しい価値観を生み出そうとして

的な結論を求めるのではなく、中心になるテーマも、

います。

中心になる人も設定せずに、飲みながら、散歩しな

また、彼らの多くは、多数性という戦略を用いる事

がら、とにかく語り続けるというかなり乱暴な企画

RE/MAP PROJECT 2002 展示風景

大友良英＋江上計太 @SOAP

宮川 敬 一 / ギャラリー SOAP
アートが社会に貢献するということは、どういうこ

に対して、具体的で常識的な成果を期待されます。

とでしょうか ? アートは今でも私たちに必要なので

アートを、みんなが理解できるように、楽しめるよ

しょうか ? もし、必要ならば、それはどこで実践さ

うにする事が、このような支援の大きな目的になっ

れどのような形態をとるのでしょうか ?

ています。そして、アーティストは、聞き分けの良

うにアートを実践しています。彼らのフィールドは、 社会活動家、高校生、海外からのアーティストなど

い存在となり、その作品は毒気を抜かれ、市民サー
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近年、さまざまなアートイベントや展覧会、ワーク

ビスのひとつのコンテンツとして流通してしまいま

ショップなどが各地で開催されており、多くの市民

す。しかし、もともと、アートが市民生活に受け入

もアートに接する機会も増えて来ました。また、政

れられたことなどあったのでしょうか ? それに、ア

府や地方自治体は、アート活動に積極的に支援を表

ートは難解でないとも言えなし、楽しいものとも言

明し、多くの美術関係者が専門職として仕事が出来

えないはずです。

るようになってきました。

さらに、アーティストが、一般的な意味で社会的で

しかし、それらのほとんどは、他の行政サービス等

あった事はありません。ルネッサンス以降、レンブ

と同様、目に見えない規制を強いられ、市民や観客

ラントが、クールベが、そしてウォーホールが、常

オルタナティブスペースの誕生
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でした。

であれば、そんな社会はどこにもないし、ましてや、

その RE/MAP の共同企画者の 1 人である毛利嘉孝氏

そんな社会にアートが貢献することは出来ないでし

は、
「RE/MAP 北九州再地図化計画」という論考の

ょう。アートは、時には悪意を持つし、市民にとっ

中で次のように語っています。

て不快感を与える事もよくあります。そして、その

「特権的な才能を持ったアーティストのみが、素晴
らしい〈アート〉をつくることができるという思考

理由で排除されたり、規制されたりする時、アーテ
ィストは戦わなければなりません。

法をとりあえずいったん破棄しようとしているのだ。 もし、このように、社会から一見ズレているように
地図を制作することは、絵画や彫刻を制作すること

見えるアーティスト、さまざまな枠組みから逸脱し、

と異なり、日常的にすべての人が行っている実践で

日常の実践としてのアートを切り開こうとするアー

ある。私達が焦点をあてようとしたのはこの日常的

ティストが、何も意味が無い存在であると判断され、

な実践の創造力である。
」

社会から抹消されてしまうとしたら、そして、巷に
は、聞き分けの良い、健康的なアート作品があふれ、

また、私は、1997 年から北九州で GALLERY SOAP

たとえその作品が、現代の権力構造に対抗し、半旗

というスペースを運営しています。ここでは、展覧

を翻しているように見えたとしても、その権力構造

会、音楽イベント、上映会、演劇、レクチャーシリ

が強制する制度の枠組みの中に収まってしまうので

ーズやカンファレンスなどさまざまなジャンルの発

あれば、アートは、その機能を完全に失ってしまう

表の場として利用されています。RE/MAP プロジェ

のかもしれません。

クトを日常的にやっているようなものです。しかし、

そして、この枠組みを強制する現代の権力は、時に

なによりも重要なのは、バーカウンターがあるとい

は、アートに理解のある、政治的、経済的協力者と

うことです。ここは飲み屋でもあるということで

して、時には、アーティストやアート関係者に、就

す。従って、GALLERY SOAP には、アートにそれほ

業の機会を与えるものとして現れるのかもしれませ

ど興味のない人達もたくさん来ます。アーティスト

ん。彼らのアートに対する理解と支援は、アートに、

や建築家、ミュージシャンと一緒に、学生はもちろ

付加価値として社会に貢献することを強制し、アー

ん、街のチンピラみたいな連中が、夜な夜な飲みな

ティストに低賃金労働者として働くことを強制して

がらいろんな話をしています。ここでは、アーティ

くるでしょう。

ストや建築家、あるいは医者である、といったこと
が、特権的に扱われることはなく、有名であるとい

みなさん気をつけましょう。少なくとも、このよう

う事でさえたいして機能しないのです。海外のアー

な状況を認識していることは大切でしょう。彼らの

ティストと、医学部の学生と、スケーターのにいち

搾取の罠をすり抜け、現状を疑い、さまざまな枠組

ゃんが一緒にアートについて語っているという光景

みの外に位置し、はすに構え、それぞれの戦略をた

が珍しくない空間なのです。そして、自然発生的に

て、日常の実践としてのアートを続けていきましょ

いくつものプロジェクトがここで生まれています。

う。私たちの明るい 21 世紀のために。

ここでも、毛利氏が言うように、日常的に全ての人
が行っている実践の想像力が発揮されています。私
たちの社会の中でさまざまな営みを行っている人々
が集まり、語り合いながら、ののしり合いながら、
新しい関係を目指そうとしています。このような実
践もまた、小さな、ローカルなフィールドではあり
ますが、現代の、ひとつの社会の中で機能している
と言えるかもしれません。
さて、私たちが、最近よく耳にする、アートが社会
に貢献するというときの、社会とは何を指すのでし
ょうか ?
それが、行政サービスがいうところの、市民が、安
全で快適に生活する空間だとするならば、あるいは、
そういう社会を前提にアートを機能させると言うの
44
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「街じゅうアート in 北九州 2008」より國府理作品設営風景

ハコ・モノにヒト・コト
― 1980 〜 2000 年代 、 鉄 冷え後 の 北 九 州アートシーン
花 田 伸 一 / 元 北 九 州 市 立 美 術 館 学 芸員、 フリーランスキュレーター

鉄冷えからの脱却を目指して
本稿は副題の通り 1980 〜 2000 年代の北九州アート

国際鉄鋼彫刻シンポジウム
「国際鉄鋼彫刻シンポジウム」は 1987 年、1993 年

シーンについて記す。アートイニシアティヴの視点

の 2 回開催されている。企画の出発点は地元の美術

から、ここでは公立美術館に関する記述を省き、民

家、母里聖徳で、途中から美術評論家の中村信夫

間主導による活動を中心につづる。

が企画協力に加わり美術家が集められた。運営には

国内で「北九州」と聞いてまず思い浮かべられるの

北九州の千草ホテルの経営者、小嶋一碩を中心と

はおそらく、小学社会の教科書に「四大工業地帯」

して青年会議所のメンバーらが走り回り、就任した

の一つとして登場する町ということだろう。1901

ての新市長のバックアップも取り付けながら、地元

年官営八幡製鉄所の操業開始にはじまり、北九州は

企業の協賛・協力が集められた。「鉄冷え」に苦し

二十世紀を通じて工業都市として発展してきた。

む産業界を活性化し、鉄の町北九州のイメージアッ

副題にある「鉄冷え」という語は 1980 年代半ばの

プにつながるものと期待され、準備が進むにつれ計

鉄鋼メーカーの落ち込みを指して言われる語だ。こ

画もどんどん膨らんだ。結果的には国内外から美術

の時期、国内では円高不況のあおりを受けて減産や

家 10 人が北九州に招かれ、新日鉄からの提供資材

合理化が相次いだ。本稿に紹介する美術活動の最初

を近辺の加工所が技術協力しながら作品が制作され、

の事例はこの「鉄冷え」にはじまる。

展示された。
2 回目開催時には市のゴミ分別収集開始にあわせリ
オルタナティブスペースの誕生
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サイクルをテーマとして、市民から百万個の空き缶

同ギャラリーの代表者である美術家の宮川敬一は、

の再興はもはや夢物語だし、また企業協賛や助成頼

を集めて巨大彫刻を作った後、その空き缶を溶かし

同ギャラリーで美術展や音楽イヴェントを開催す

みの活動に限界があるのも北九州に限った話ではな

た材料や企業からの提供資材で、母里聖徳、篠原

る他、小倉や他の町での都市型アートプロジェク

いだろう。関係者の間では「経済的な自立を図るべ

有司男、フランク・ステラの彫刻作品が制作された。

ト「パラサイト」（1996 年）「RE/MAP」（2002 年）、

く収益事業を」というのが共通したスローガンでは

それらの作品は現在、屋外彫刻として市内に設置さ

あるいはラフォーレ原宿小倉での美術展「SEVEN'S

あるものの、よく知っての通りそれは美術関係者の

れている。

DOOR」
「NOISE GARAGE」（1999 年）「DREAM ON」

最も苦手とするところだ。

（2000 年）
「TRANSIT」
、
（2001 年）など、これまで数々

結局のところ、これまでもこれからもアートイニシ

サマーセミナーから CCA 北九州へ

のアートプロジェクトをそのつど異なる共同ディレ

アティヴの出発点は、ヒト・コトに足場を置いた物

初回の鉄鋼彫刻イヴェント終了後、一過性ではなく

クターと展開してきた。ただし、これらのアートプ

語をひたすら紡ぎ続けることにしかないように思う。

長期的な文化活動として継続したいという気運が高

ロジェクトはドキュメントが残っておらず、今後の

その結果ハコ・モノが充実するにせよ、しないにせよ。

まり、中村の提案により翌々年の 1989 年から現代

活字化なり WEB 上でのアーカイヴ化が待たれると

アートのサマーセミナーが開催されることになった。

ころ。

以上、北九州の 1980 年代以降の状況だが、ここで

その運営母体として通称キャスク（CASSK/ 現代美

2007 年には美術家の古郷卓司、宮川、社会学者の

の記述は概論にとどまるので、個々の事例に関する

術サマーセミナー・イン・北九州、後に、CASK/ 現

毛利義孝の三人をディレクターとして「北九州国際

詳細は末尾の参考文献を参照されたい。

代美術ソサエティ北九州）と呼ばれる団体が結成さ

ビエンナーレ」が北九州の門司港地区で開催された。

れた。

世界各地で数々の国際美術展が開かれ観光化・政治

このサマーセミナーは 1989 年から 1995 年まで毎

化している状況へのパロディ。運営の中心は CASK

NPO 法人創を考える会・北九州、街じゅうアート
in 北九州

同セミナーの結実として 1997 年、中村信夫をディ

2004 年には地元の染織家、築城則子を中心に NPO

レクターに市立で現代美術研究機関 CCA 北九州が

法人「創を考える会・北九州」が発足。主に地元企

発足し、現在に至る。毎年各国から学生が北九州に

業からの会費収入で運営される。これまで文化関係

滞在して制作、発表活動を行う。また国際的に活動

者のみならず企業人を対象とするフォーラム「創造

するアーティストが交代で講師として北九州に招か

談義」を不定期に開催。また毎年、美術展「街じゅ

れ、約 1 ヶ月間の滞在後 CCA 北九州にて個展を開催。

うアート」を開催している。当初、同イヴェントは

ほか国内外の都市でのシンポジウム開催、アーティ

企業や個人所有の美術作品を市内の複数箇所で同時

ストブック出版などの活動をしている。

に展示するものであったが、2007 年度からは「も

・
『活動報告書 1993』CASK 現代美術ソサエティ北九州、1994 年
・
『活動報告書 1994』CASK 現代美術ソサエティ北九州、1995 年
・
『活動報告書 1995』CASK 現代美術ソサエティ北九州、1996 年
・
『福北美術往来』福岡市美術館・北九州市立美術館、2003 年
・毛利嘉孝『文化＝政治 グローバリゼーション時代の空間叛乱』月曜社、2003
年
・
『北九州国際ビエンナーレ '07』NPO 法人アートインスティテュート北九州、
2007 年
・暮沢剛巳・難波祐子編著『ビエンナーレの現在—美術をめぐるコミュニティ
の可能性』青弓社、2008 年
・
『街じゅうアート in 北九州 2007 ものづくり・ものアート』NPO 法人創を考
える会・北九州、2008 年
・
『街じゅうアート in 北九州 2008 ものづくり・ものアート vol.2』NPO 法人創

川敬一 都市へ侵入するアーティスト』thinking on the borderland、2008 年
・谷口幹也・花田伸一編『thinking on the borderland − art talk session vol.2 白
川昌生 グローバルとローカルの狭間で』thinking on the borderland、2008 年
・谷口幹也・花田伸一編『thinking on the borderland − art talk session vol.3 森
山安英 日常への抵抗』thinking on the borderland、2009 年

アブラモヴィッチ等の講師が欧米から招かれた。7
年間での講師数はのべ 36 人、そして毎年全国から

第 2 回国際鉄鋼彫刻シンポジウム実行委員会−北九州 '93、1995 年
・
『活動報告書 1989-1992』CASSK 実行委員会、1993 年

を考える会・北九州、2008 年

北九州。

集まった受講生はのべ 297 人に上る。

うたんから鯨—国際鉄鋼彫刻シンポジウム Yahata'87』ぎょうせい、1989 年
・
『
「ザ・リサイクル」第二回国際鉄鋼彫刻シンポジウム−北九州 '93』北九州市・

・谷口幹也・花田伸一編『thinking on the borderland − art talk session vol.1 宮

年夏に約 1 週間ずつ開かれた。フィリップ・キング、 を NPO 法人化した AIK/ アートインスティテュート
ローレンス・ウィナー、ダン・グレアム、マリナ・

参考文献
・加瀬田昭生著、鉄鋼彫刻を北九州市に残す会・北九州市教育委員会編『ひょ

「第二回国際鉄鋼彫刻シンポジウム '93」より空き缶集合彫刻「ガリバー」

のづくり・ものアート」をコンセプトとして企業と
旧百三十銀行ギャラリー、八幡現代美術展

美術家とが協力しながら新作に取り組むものとなり、

1993 年、市立の旧百三十銀行ギャラリーがオープ

現在に至る。北九州を工業のみならず、より広く「も

ンし、その運営が CASK に委託された。同地では

のづくりの町」として捉えるもので、地元でも徐々

CASK の自主企画として、1993 年にダニエル・ビュ

に認知されてきた。

ラン、1994 年にデイヴィッド・マックの個展を開
催されたほか、2001 年度より 06 年度にかけて毎年

再び「鉄冷え」からの出発

4 人ずつ若手作家をリレー個展形式で紹介する「八

さて、ここで紹介したアート活動や NPO の活動は、

幡現代美術展」が開催されるなど、若手美術家の貴

美術家および美術関係者によって企画された点では

重な発表拠点となっている。

アートイニシアティヴだが、その活動の支えとして、
千草ホテルの小嶋一碩あるいは染織家の築城則子と

46

GALLERY SOAP、都市型アートプロジェクト

いう二人のキーパーソンを通じて得られる地元企業

1997 年 5 月、CCA 北九州発足とほぼ時期を同じく

からの物心両面の協力によるところも大きい。その

して、アーティストランによるオルタナティヴスペ

意味では北九州アートシーンは地場産業イニシアテ

ース「GALLERY SOAP」が小倉にオープンし、現在

ィヴと言えるかもしれない。

に至るまで北九州アートシーンの情報発信基地とし

現在の北九州は 2008 年後半から再び深刻な「鉄冷

て機能している。

え」に見舞われている。今のところ工業都市として

オルタナティブスペースの誕生
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しかし、豊かな土壌があるにもかかわらず、「伝統」

った土壌を耕す取り組みをしています。

というイメージを短絡的に消費活動と結びつけてし

そのためにも、社会の多様な個人や組織、機関との

まうことも多いために、経済活動と直結しない先駆

連携は不可欠で、異なる価値観を持つ文化との交流

的な文化活動に触れる機会は極めて少なく、混沌と

や摩擦の中から創造し、発信していく必要を感じて

した社会情勢や抱えきれないほど多くの問題を前に

います。

新たな芸術表現を生み出すことが難しい状態になっ

2007 年 1 月に TAKASAGO ビルが閉鎖することにな

ているように感じます。

り、ギャラリーやイベントスペースのあったこれま

このような状況の中で、沖縄の現代文化について捉

での拠点を失ったのですが、現在は、那覇市内の栄

え直す試みとして、県内、国内のみならず、アジア

町市場内に新拠点「おきなわ時間美術館」をオープ

を中心として海外のアーティストを招聘し、国際的

ンさせ活動を継続しています。市場のより濃密な地

な視点も織り交ぜながらローカルコミュニティ、地

域コミュニティは、外来の価値観にとらわれず地域

域文化の共通課題について考える実践的・創造的

から立ち上がる価値を見つめ直し、生活の中のリア

なアートプロジェクト『wanakio（ワナキオ）
』を

リティから生まれてくる創造的な表現を模索する上

2002,03,05,08 年に開催しました。

で、私たちに多くのことを気づかせてくれます。

「wanakio（ワナキオ）」とは、
「okinawa（オキナワ）」

前島アートセンターは、資金もノウハウも無い中で

を並べ替えた造語で、地域に既にある素材を活かし

関わる人の思いだけを財産として活動を継続してき

つつ、その良さや特徴を内外部の視点により見つめ

ました。この 8 年間で、沖縄のアートを取り巻く環

直し、新しい価値を見いだしていくという意味が込

境も少しずつ変わっています。理念である「沖縄発

められています。地域特有の魅力や課題のある場所

の新しい芸術文化の創造」実現の可能性を拓いたと

を舞台に、アーティストがフィールドワークにより

実感できるようになってきました。

地域の魅力ある素材（人・もの・歴史等）を探し、

これからは、この大きな理念の実現に向け、さらに

地域の方とのコミュニケーションからインスピレー

活動を充実できるよう一歩一歩しっかり取り組んで

ションを得たものを他ジャンルの専門家、ボランテ

いきたいと思っています。

ィアと恊働のもと、現地で制作、作品化し、まちの
人（鑑賞者）とインタラクティブな関係を築いてい
きます。
wanakio は、製作過程を重視した「まちの中のアー

沖 縄 発 の 芸 術 文化を創 造 する試 み

ト展」と世代やジャンルを超え全ての人に開かれた

宮 城 潤 / 前島アートセンター

によって構成されます。トランスアカデミーでは、

2007 年 11 月に沖縄県立博物館と統合され「沖縄県立博物館・美術
館」として開館。
「沖縄県立現代美術館（仮称）
」は、基本計画時の
名称。

教育プログラム「トランスアカデミー」の二つの柱
マチ歩き、アーティストトーク、こどもワークショ
ップ、各種ゼミ、シンポジウムなどが年間を通して

48

前島アートセンターは、沖縄におけるアートシーン

て活動がスタートしたのです。

の活性化と沖縄発の新しい芸術文化の創造を目的と

設立の背景である、沖縄県立美術館の建設凍結によ

するアート NPO です。

り膠着状態にあった「沖縄のアートシーン」と暴力

沖縄県立現代美術館（仮称）建設が県の財政的理由

団抗争の影響で活気を失った「前島 3 丁目地域」と

で頓挫した状態にあった 2001 年、民主導の新たな

いう全く異なるふたつのコミュニティを活性化させ

芸術文化の交流・発信拠点を創造することを目的に

るための手法は必ずしも一致しないため、はじめは、

活動を開始しました。

その活動意義を理解されないことも多く、また、私

活動の拠点となった TAKASAGO ビル（元結婚式場

たち自身も常に悩み、揺れ動いていました。しかし、

高砂殿）のある那覇市前島 3 丁目という地域は、前

その結果、多様な主体との連携を生み、可能性を拓

島アートセンター設立の十数年前に起こった暴力団

くことができたと実感しています。

抗争のあおりをうけて活気を失っていました。そこ

沖縄は、古来より政治に翻弄されてきたために異文

で、地域に活気を取り戻したいと願っていたビルオ

化との接触を余儀なくされ、人やものが交差する中

ーナーと発表の場を求めているアーティストや美術

で新しい文化を創造し生活に根付かせてきました。

関係者が出会い、アーティストの活動を支援するこ

そのなかで生まれた芸能や工芸などの伝統文化芸術

とを通して地域活性化を図る実験的な場と位置づけ

は現在も多くの人に親しまれています。

オルタナティブスペースの誕生

継続的に行われ、それぞれのプログラムがまちの中
のアート展の製作過程とリンクしながら進行してい
きます。
特徴として、美術の専門家だけではなく、地域住民
とさまざまな分野の専門家、学校や企業、行政など
多様な主体によるプラットフォームにより企画・運
営されるということがあげられます。Wanakio での
経験は、前島アートセンターの定常的な活動や組織
体制の在り方にも活かされています。
沖縄には文化を育む豊かな土壌があると信じていま
すが、複雑な歴史背景と現在の社会状況、政治的な
課題などにより、その土壌が固まっているように感
じることが少なくありません。
前島アートセンターは、将来の文化の種となるアー
ティストの表現を社会に提示していくために、固ま
オルタナティブスペースの誕生
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「ラ・マレア横浜」
（2008 年 10 月 3 日〜 5 日） ©Shiori Kawasaki

街 中の 創 作 現 場からのあたらしい展 開 急な 坂スタジ オ
相 馬 千 秋 / 急な 坂スタジオ

急な坂スタジオの第一の機能であり、基軸となる事

くか。クリエイティブシティを遂行する上で最重要

業である。稽古場、つまりアーティストがそこに集

ともいえるこの課題に対して、急な坂スタジオが設

い、作品を創造する場であることが、急な坂のアイ

立当初から展開しているのが、レジデント・アーテ

デンティティそのものともいえる。オープンから 2

ィスト制度である。岡田利規（チェルフィッチュ）、

年を経た現在、5 つのスタジオの稼働率はのきなみ

仲田恭子（空間アート協会ひかり）、中野成樹（中

急な坂スタジオは、横浜市が掲げるクリエイティブ

とり、人材やノウハウをうまく共有することで全体

80% から 100% で推移し、常に高い水準を維持し

野成樹＋フランケンズ）、矢内原美邦（Nibroll）の

シティ構想の一翼を担うべく、創造界隈形成拠点の

的なスキルアップを図っている。

ている。利用者層は幅広く、国際的に著名なカンパ

4 名をレジデント・アーティストとして迎え、稽古

ひとつとして 2006 年 10 月にオープンした創造拠点

経営的には、横浜市からの補助金が平成 19 年度で

ニーから地元に拠点を置く若手劇団までさまざまだ

場の無償提供から人的・制作的・資金的なサポート

である。
「急な坂」という名が示すとおり、野毛山

2680 万円、平成 20 年度で 2730 万円、これらは全

が、彼らに共通しているのは、連続した期間、舞台

まで、個々のニーズに応じた支援を行っている。す

動物園に向かう急な坂道（野毛坂）の途中に位置し

体予算の 5 割〜 6 割を占め、そのほとんどが施設管

装置を組んでの本格的な稽古ができる場所の確保に

でに世界的にも活躍する彼らの周りには多くの表現

ている。平成 15 年に閉鎖した市営の結婚式場「老

理費・光熱費・人件費・修繕費など、基本的なラン

苦労してきたということだ。「たかが稽古場、され

者やクリエーターが集いネットワーク化することで、

松会館」の建物をそのまま転用し、演劇やダンスの

ニング・コストに計上されている。残りの 3 割〜 4

ど稽古場」。そこをホームベースとして集う人々と

ゆるやかなアーティスト・コミュニティが生まれて

ための稽古場として、また舞台芸術を中心としたア

割が、事業収入、つまり稽古場利用料収入と外部の

彼らがもたらすアイディアが有機的に交錯すること

いる。さらにアーティスト・イン・レジデンス事業

ートプラットフォームとして、さまざまな活動を展

助成団体からの助成金によって補われ、自主事業費

で、アートプラットフォームという理念にふさわし

などによって海外からのアーティストも加わり、世

開している。

として支出されている。以下、急な坂スタジオのこ

いユニークな場が形成されている。

界的な視野でアーティスト同士が刺激しあう環境も

運営母体は、公募時に共同事業体を組んだ NPO 法

れまでの 2 年間の活動を、場、人材、プロジェクト

人アートネットワーク・ジャパンと NPO 法人 ST ス

の 3 つの切り口から紹介しよう。

創造都市の担い手たち

の支援プログラムとして、急な坂スタジオとのげシ
ャーレ（横浜にぎわい座）
、ST スポットが連携して

み出すアーティストであり、それを支える現場のつ

立ち上げた創造支援公募プログラム「坂あがりスカ

場としての急な坂スタジオを一言で言うならば、そ

なぎ手たちである。こうした人材をいかに育成し、

ラシップ」がスタート。アーティストが、横浜で創

れは紛れもなく「稽古場」である。稽古場運営は、

実践の場を提供し、ともに新しい価値を創造してい

造し、横浜で発表する、という循環を促進するため

法人アートプラットフォーム」。現場に常勤する職

創造のプラットフォーム「稽古だけじゃない稽古場」

員 4 名のうち、3 名がアートネットワーク・ジャパ
ンから、1 名が ST スポットから出向するという形を
オルタナティブスペースの誕生

生まれている。また、彼らよりもさらに若い世代へ
創造都市の担い手は、自由な発想で都市に活力を生

ポット横浜が 2007 年 5 月に共同で設立した「NPO
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には、彼らが横浜に来るきっかけをつくるだけでな

現場から発想する「第二の公共」として

く、稽古から劇場上演まで一連のプロセスを総合的

これからの急な坂スタジオはどこに向かうのか。そ

にサポートする必要がある。こうした問題意識の上

れは、これからの創造都市・横浜が 10 年後、20 年

につくられたスカラシップ制度では、坂の上の稽古

後にどこへ向かおうとしているのかを、舞台芸術と

場と、坂の下の劇場が連携することで、現時点では

いう現場から問うことでもある。そしてそれは、横

2 団体に限られている支援対象を徐々に増加させて

浜から日本の文化政策を見つめ直し、横浜から新し

いきながら、横浜に若い才能が集まる仕組を実験し

いヴィジョンを探ることでもある。

ていきたいと考えている。また
「急な坂ゼミナール」

自明のことではるが、アートは行政課題を解決する

と題し、アーティストの卵のみならず、キュレータ

ための手段ではない。それはあくまでもある個人の

ーやドラマトゥルク、制作者といった、社会とアー

切実な問題意識から出発した表現であり、アートが

トをつなぐ人材の育成も積極的に行っている。

紛争を解決するわけでもなければ、直接的に地域を
救うわけでもない。そこを履き違え、あたかもアー

都市空間に演劇を挿入する

トを地域開発のツールのように、アーティストを地

稽古場としてのソフトとハードが拡充し、創造の担

域の問題解決者のように扱うことが起こった瞬間、

い手たちが集まるプラットフォームとしての環境が

アートによる創造力は減退し、アーティストの居場

整った今、急な坂スタジオはいよいよ、創造界隈形

所は減少するだろう。急な坂スタジオは、世界中の

成という理念をリアルな都市空間の中に三次元のプ

アーティストが横浜で新たな創造力を発揮するため

ロジェクトとして具現化していく時期を迎えている。

の機会を仕掛け、その産物が都市の現実の中に落と

そこで我々が明確に意識している 2 つの方針がある。

し込まれ、次のアクションへと繋がる流れをつくり

一つ目は、我々がスタジオの内部で作り出すものを

だす存在でありたい。

スタジオの外部の都市空間へと挿入していく、とい

一方で、こうした個々のアクションの集積が創造都

うこと。その際重要なのは、単にアーティストの作

市の実現にも繋がるという理念のもと、行政との真

品を外部で発表する、ということではなく、既存の

のコラボレーターとして、第二の公共性を担うアー

地域資源と、我々自身がもつ人材や発想を大胆に活

ト NPO として、現場と政策をつなぐインターメデ

用し、アーティスト、NPO、行政、そして市民が協

ィアリーとしての役割を果たしていきたいと考えて

働するプロジェクトとして成立させうるか、という

いる。

ことだ。二つ目は、こうして都市空間に挿入された
アートという異物が、単なる異物として終わるので
はなく、現実社会の中で隔てられたコミュニティや
世代を横断し、対話を促す役割を果たしていくとい
うこと。その対話の過程では、既にそこにあるもの、
ひと、そして出来事に新しい価値が見出されていく

大 阪・名 村造 船 所 跡 地 に おける試 み
小 原 啓渡 / クリエイティブセンター大 阪

はずである。一つ具体例をあげよう。2008 年 10 月
に開催された、吉田町の街頭を会場としたサイトス
ペシフィック・パフォーマンス「ラ・マレア横浜」
である。アルゼンチンの気鋭アーティスト、マリア
ーノ・ペンソッティが 1 ヶ月間急な坂スタジオに滞
在し、既存の戯曲から横浜ならではの歴史や背景を
織り交ぜた新バージョンを創作。さらに出演者 16
名をオーディションで選定。吉田町の 9 つの店舗や
路上に挿入された 9 つのショートストーリーが、町
の既存の風景と共鳴し、タイトルの「ラ・マレア」
つまり潮の満引きのように登場人物たちと町の人々
のリアルとフィクションが混ざり合い、町そのもの
が一つの演劇作品となる瞬間が生み出された。
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大阪市西部を流れる木津川沿いは、大正時代から戦

検討したが、地域一帯にかかる開発規制などもあり、

後の高度成長期にかけて西日本有数の造船地帯とし

建物の一部を音楽スタジオに改装（1993 年）する

て栄えたが、1980 年代に入ると韓国メーカーの台

にとどまり、その後、利用の目処が立たない状態が

頭や、船舶大型化などの波に押され、造船所は次々

続いていた。

と撤退、現在は休眠した工場が少なからず存在する

アートプロデュースを生業とする私が、2004 年の春、

エリアになっている。

千島土地（芝川能一社長）のお誘いを受け、初めて

このエリア内に位置する「名村造船所跡地」は、甲

この地を訪れたのは夜であったが、2 本の休眠ドッ

子園球場よりも一回り広い約 4 万 2 千平米の敷地を

ク、鉄骨造の工場家屋などが闇の中にぼんやりと浮

持ち、土地オーナーの千島土地株式会社から株式会

かび上がる廃墟化した景観に大きな衝撃を受けた。

社名村造船所に 1931 年より賃貸されていたが、長

木津川を挟んだ対岸には、「ブラックレイン」（リド

年に渡る造船不況の末、平成元年（1989 年）に返

リー・スコット監督作品、1989 年）のロケ地にも

還された。

なった巨大な中山製鋼所が圧倒的な存在感を持って

その後、千島土地はヨットハーバーへの転用などを

横たわっており、稼働を続けている高炉の煙突から
オルタナティブスペースの誕生
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は、時折激しく炎が立ち上っていた。

当時、ほとんど知られていない空間であったにもか

日常の生活圏から離れた臨海工業地帯、人影の無い

かわらず、結果的に数百人という人々が集まり、大

くかが今後の大きな課題となるが、「NAMURA ART

広々とした空間が醸し出す廃墟的で非日常な雰囲気

半の来場者がこの地の可能性を絶賛、これを機に本

MEETING 04-34」や「バクト大阪」（アンダーグラ

に魅了された私は、後日、中心市街地からの行程を

格的なアートスペース「クリエイティブセンター大

ウンドシーンの祭典）などアニュアルイベントで先

確かめる意味もあり、日中、公共交通機関を使って

阪（CCO）
」が立ち上がることとなる。

鋭性を出し、地域とのかかわりを深める日々の運営

再度この地を訪れた。

CCO は、アートコンプレックスグループの母体で

を地道に展開していくことで「地域に根差したアー

大阪市南部の中心「なんば」から地下鉄で約 10 分、

あるリッジクリエイティブ株式会社が土地オーナー

トの実験場」の実現を目指している。

である千島土地株式会社から賃貸し、場所のレンタ

昨年（2008 年）、アーティストの長期宿泊施設とし

ていたより随分とアクセスがいい。

ル業務を収入源に運営を行っている。

て、木造旅館をリノベーションした「アーティスト・

土地と共に返還された工場棟の一つは音楽スタジオ

オープン以来、外観を変えることなく内部のリノベ

イン・レジデンス大阪（AIR 大阪）」をオープンし、

として改装されていたが、ほとんど稼働していない

ーションを続け、製作から発表に至るすべての行程

同年、
「名村造船所跡地」は、経済産業省によって「近

状態、他の棟の 4 階には、かつて実寸大で船渠を製

が一括して行える施設として整備を進めているが、

代化産業遺産群」に認定された。

図していた無柱のドラフティングルーム（縦 50m

今のところ公的な資金援助が一切ないプライベート

× 横 20m）が残っていた。

経営のため、維持・継続という面において厳しい経

市の中心地では相当の資金がなければ確保できない

済状態にあることは否めない。

であろう広大な空間、アーティストの感性を刺激し

このプロジェクトは、「新たな価値観の創造を喚起

「北加賀屋駅」から徒歩で数分の距離、イメージし

創造性を喚起させるであろう、時間の堆積を思わせ
る朽ちかけた建造物。

良く醸成していくために、いかに活動を続けてい

する」というアート本来のコンセプトをベースに、
「廃墟に眠るポテンシャル」ともいえる魅力的な空

私は、
近代産業遺産ともいえる「名村造船所跡地」を、

間を存分に活用する創造性あふれる人々のパワーが

アートを切り口に再生したいという思いに取りつか

地域に影響を与え、街を活性化するという目標を含

れ、すぐさま、オーナーである千島土地に、この地

んだ長期的な展望に立っているため、30 年賃借と

を賃貸させていただきたいと申し出た。

いう土地オーナーとの約束が、あらゆる活動のベー

2004年9月、
この地で最初に行った催しは
「NAMURA

スとなっているが、同時に経済的に成立させる方策

ART MEETING 04-34」
（Vol,00）
、36 時間連続で開

も模索し続ける必要がある。

催したアートイベントである。
（実行委員：高谷史郎・

現在、立ち上げから約 5 年が経過し、ほぼ毎週末、

松尾恵・木ノ下智恵子・小原啓渡）
。

様々なパフォーマンス、イベントが開催されるよう

シンポジウムやフォーラムなどを通じて、長期的

になり、ウィークデイも、映画の撮影・稽古場や工

な方向性と未来像を探るべく、
「現存する歴史的産

房として利用されるようになってきたが、質の高い

業遺産を、今後どのように活用していくべきか ?」

自主企画を打ち出し続ける体制づくりは必須である。

という問いを主なテーマとした。
（NAM はその後、 「アートの実験場」としての尖った側面と、ソフト
2005 年・2007 年・2008 年開催）
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とを目指し、Art Center Ongoing は現在進行形の挑
戦を続けています。
2007 年のギャラリースペースでは、和田昌宏、東
野哲史、多田玲子、山本篤、柴田祐輔、淺井裕介、
鮫島大輔、井出賢嗣、小川格、Rob Bellman、成田久、
タムラサトルを紹介しました。いずれも Art Center
Ongoing の企画による展覧会で、築 40 年以上の木
造建築空間を舞台に、各々の作家が他では観ること
のできないオリジナリティーあふれる表現世界を展
開しました。
各作家の展示会期中には様々なイベントが催され
ましたが、こうした会期中イベントも Art Center
Ongoing における展覧会の特徴の一つとして上げら
れます。これまでに行なったイベントには、多彩な
ゲストを招いてのトークショーやシンポジウム、展
示作家によるパフォーマンスやミュージックライブ
等があります。
2008 年 2 月に開催された本スペースの設立を記念
したシンポジウムでは、武蔵野美術大学教授（当時）
の岡部あおみ氏と東京都現代美術館学芸員（当時）
の住友文彦氏をお招きし、Art Center Ongoing の未
来について様々な意見の交換がなされました。
「TransformART」展示風景

ゲストトークでは、ジャンルを限定せず、多方面で

この展覧会は、世界 180 カ国以上で玩具やアニメ展
開がされている「トランスフォーマー」をテーマに
したもので、株式会社タカラトミーの全面協力の下、
ライブラリーブースの情報を基に 4 名の若手作家を
選出し、彼らの手によるトランスフォーマーにまつ
わる作品が展示されました。会期中は、全国各地か
ら、多くの観客が会場となった Art Center Ongoing
に訪れました。
ライブラリーブースに集まる作家の情報はデジタル
化し、本施設のコンピューターや web を通じて各
用途に応じた作家や作品の検索が可能となるよう、
データベースが現在進行形で制作されています。
今後の新しい展開としては、作品制作からマネージ
メントまで、現代アートにまつわる実践的な知識を
学べるスクールを開設しようと考えています。現在、
どのような形でスクールを開校することが可能かリ
サーチを重ね、近い将来の開校に向け準備を進めて
います。
Art Center Ongoing は芸術の複合施設としてこれか
らも現在進行形の表現の可能性を探っていきます。
いまアートに何が起きているのか ? 新しいつながり
から表現の未来を開拓する Art Center Ongoing にぜ
ひご期待ください。

活躍される方々をお招きし、展示作家との対談形式
でのトークショーを開催しています。これまでに、

東 京 現 在アート

芥川賞作家の川上未映子氏、脳科学者の茂木健一郎

小川 希 /Art Center Ongoing

写真家のホンマタカシ氏、美術家の藤浩志氏、写真

氏、小説家のいしいしんじ氏、漫画家の天久聖一氏、
評論家の飯沢耕太郎氏などがゲストとしてお越しく
ださいました。
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Art Center Ongoing は、いまの時代を担う必見アー

合い、出展作家を選出するというシステムを基軸に

Art Center Ongoing では、美術展にこだわらず、演

ティストを紹介するギャラリースペース、新旧アー

していました。それは、既存の価値やシステムに拠

劇や音楽ライブ、映像作品やドキュメンタリー等の

トブックの閲覧も可能な交流の場としてのカフェ &

らずに、同時代にどんな表現が生まれているのか、

上映会なども積極的に開催しています。2008 年 9

バースペース、そして独自のネットワークにより編

その面白さとはなにかを考え、浮き彫りにして社会

月に開催された料理ユニットの南風食堂による『コ

纂した広範なアーティスト情報を提供するライブラ

と共有せんとする実験的な試みでした。

コナツチキンカレーと交換したもの』展では、ギャ

リーブースを併設する芸術複合施設です。東京は武

『Ongoing』には様々な意識を持った幅広い層の表

ラリー内に屋台が持ち込まれ、来場者にオリジナル

蔵野、吉祥寺駅より徒歩 10 分の閑静な住宅街にあ

現者が参加し、次第に事実上当初の世代枠もなくな

レシピのスープが振る舞われるなど、印象に残るジ

る木造の一軒家を Art Center Ongoing に縁のある数

って、数百人の独自のアーティストネットワークを

ャンルを越えた企画となりました。

十人の作家の手によりリノベーションし、2008 年 1

築き上げてゆくに至りました。そしてその歩みは同

ギャラリースペースに併設したライブラリーブース

月にオープンしました。

時に、現代の表現にまつわるあらゆる考察と発見の

には、2009 年現在、100 冊を超える若手作家のポ

Art Center Ongoing の基になっているのは、2002 年

時間でもあり、閉鎖的な美術業界のあり方や、表現

ートフォリオが並び、来場者はそれらを自由に閲覧

から 2006 年の 5 年間にわたり、東京や横浜で毎年 1

をいとも簡単に消費してしまう強力な消費社会に対

することができます。Art Center Ongoing では、こ

回開催されていた『Ongoing』という名の企画展覧

する問題意識の高まりが、Art Center Ongoing 設立

こに集まる作家の情報を基に、企業や大学や自治体

会です。
『Ongoing』は文字通り「現在進行形」を

の大きな動機へとつながってゆくこととなりました。

など、外部と連携した展覧会を企画することも行な

志向する企画展覧会で、新しいアートのあり方を模

日常の延長線上で、受動的な消費としてではなく能

っています。2008 年 8 月には、株式会社タカラト

索する 1970 年代生まれの人々が集って同世代の表

動的な摂取として、気鋭の表現作品やそのテーマと

ミーとの共同主催による『TransformART』展を開

現者を公募、参加者全員で作品をプレゼン / 評価し

ふれあう機会を提供するゆたかなスペースとなるこ

催しましたが、この展示もそうした試みの一つです。

オルタナティブスペースの誕生
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風のソシウス

ていった。当たって砕けろ、であった。そうして

要度は増していくだろう。その反面、現代アートを

豊 島 重 之 /ICANOF

結成されたのが同年冬の「ICANOF ＝イカノフ」と

発信する拠点たる市美のほうは、ほとんど整備もさ

いうアート・イニシアティヴの小さなユニットであ

れず放置されたまま、時折り挿入される全国巡回展

る。かつてイカの水揚げ高、全国一を誇った「イカ

以外、旧態依然たる市民文化団体展による内輪のコ

の府＝街」であるとともに、子どもの頃から親しん

レスポンデンスの場でしかなかった。そういってよ

冬の列車で盛岡から青森へ通過したことのある人な

しては喘息や花粉症を悪化させてきたらしい。雪の

できた「イカの腑＝内臓」の苦みと旨みを含意した

ければ、「ソトの眼差し」や「ソトの肉声」を極力、

ら覚えがあろう。雪深い盛岡から八戸に近づくとパ

まちに対する、
風のまちのイメージも「ネガティヴ・

ネーミング。烏賊の塩辛は地元では「イガのキリゴ

閉めだしたと言わんばかりの美術展が少なくなかっ

ッタリ雪が消え、八戸を過ぎて三沢・野辺地に赴く

ストローク」に一変してしまう。そんな時、
「ICANOF

ミ（ゴミではない、細切りをフで漬け込んだ、その

たのである。

につれ、再び雪深い青森が待ちうけていることを。

＝イカノフ」が出来する。

漬け込みのコミ）」と訛っていうのが正しい。訛り

小ぶりながら中心街に位置する市美の側にもまた、

ついでにいうなら、ゴミュニティであれゴミュニケ

買い物帰りの市民が気軽に立ち寄れる地の利にあり

ーションであれ、ないよりはましだという開き直り

ながら、次第にその繁華街からもひと気が失せつつ

まるで八戸の地底には「カムチャツカ＝活火山」の
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ごとき活断層でもあるかのようだが、八甲田方面に

「風のまち」固有のラディカリズムは、1971 〜 86

でも足を伸ばさない限り、温泉らしきものは皆無。

年の様々な試行錯誤をへて 1987 年ミュンスター国

すら、その名に込められていた。

あった 2000 年当時、新たな市民の「ヴォランタリ

実のところ大陸からの寒気団は、八甲田に遮られて

際演劇祭招待公演から始まる。前年の震災でダメー

当初は様々な分野の十数名の市民により自発的に

ー＝内燃的」な動きを期待する気運があった。単に

雪を欠いた冷気「山背＝偏東風」となって、この地

ジをうけたスタジオ再建と重なった 1996 年アデレ

「ICANOF ディレクターズ・ミーティング」が設定さ

一過的な観光ではなく、この街の奥行きの深さを焙

に長年の凶作・不毛の帯域を設らえてきた。いわば

ード芸術祭招待公演はもとより、1999 年フランス

れ、キュレーターである私が企画・提案したものも

りだす光のストローク。単に打ち上げ花火としての

文化芸術のエアポケット「風のまち」
。雪に閉ざさ

五都市公演まで、海外十二ヶ国公演を踏破した私た

通らないことが少なくなかった。その後、毎年一回

現代アートではなく、
「ソト」の眼差しや肉声を交

れたトポスにはぬくもりさえ感じられるが、この風

ちモレキュラーシアターの次の課題が、自らの足下

の企画展を開催してきた「継続的・継起的＝シーク

響させる写真・映像・CD-ROM などのインタラクテ

ときたら、トポスを根づかせるどころか非情にも吹

を見直すことであったのは、当然の成り行きと言え

エンシャル」な実績もあって、いま現在でも「ICANOF

ィヴ・アート。ICANOF の「イ」はインタラクティ

きっさらして、どんな新たな動きもたちまち干上が

よう。モレキュラーの舞台の全作とも、ここで着想

。それが今もって私たち ICANOF の合い
メーリングリスト」には二百名近いアクセスがあり、 ヴの「イ」

らせてしまう。多くの来訪者を魅了してやまない文

され、ここに住む人々によって練り上げられ、都内

数日に一回は更新する「モレキュラー〈provisional〉

言葉である。

化芸術の宝庫たる雪のまちに対して、風のまちなら

や海外で上演されてきたのだから。次なる新作も、

サイト」ほどではないにしろ、その両方があって初

とはいえ、双方向性・相互批評性と口で言うのは簡

ではのラディカリズムは不可避であったのかもしれ

この風のまちの地層をさらに掘削していくほかはな

めて、「二階建て記述＝ two-storied notation」とも

単だが、いざその内実を実践しようとすれば、これ

ない。

い。言い換えれば、やる人もみる人もどんどん少数

いうべき複眼的な思考に基づく、ラディカリズムの

ほど難しいものはない。自他の臨界を絶えず外部へ

今日、私は郊外を車で通りがかった。この地に縄文

精鋭化していくような、さらに間口を狭めていくよ

楕円軌道を描くことができるのではないか。

文化を育んできた新井田川の橋にさしかかると車は

うな方途である。ただし、これのみをもってラディ

大きく揺れだした。三十メートルにも達しようとい

カリズムと称するには、あまりに容易、あまりに不

「ストローク・ハンガー」という飢餓感・危機感に

の「ウチ」は「ソト」を繰り込んだ錯覚に引き裂か

う強風注意報が出ていたのだ。しばし路肩に車を停

用意と言わなくてはなるまい。

立ち向かう ICANOF にとって、三つ強い味方があっ

れたまま、眼前の事業をこなすという「トランズィ

め、目前の切り通しを見るともなく眺めていた。随

この 2000 年の時点で、私がこの街に「ストローク・

た。一つは八戸市教育委員会が運営する八戸市美術

エント＝ transient」な現実の慣性に流されてしまう。

処に大量の監視カメラを配した大型量販店と巨大駐

ハンガー」を感じたのは、黄砂の飛来が日本海沿岸

館との連携である。もともと市教委は、二つの川に

そういう、きわめて危ういウチとソトの「二階建て

車場の反対側には、ぽつんとコンビニのほかには民

に留まらず、太平洋沿岸のこの街にも及んだからだ

挟まれたこの街の原風景たる縄文遺跡と中世根城史

＝ two-storied」の複眼的なナラティヴを、私たち

家すらなく、出来たての環状道路とおよそ似つかわ

けではない。折しも新幹線のターミナル駅と入れ代

跡を主眼におく方針から、いずれも街外れにある馬

が強調するのはその点にある。そのことが黙視され

しくない原野めいた更地へと拡がっていた。林立す

わりに、県庁所在地の青森に人口どころか有能な人

淵川沿いの八戸市博物館と新井田川沿いの是川縄文

るようなら、このユニットの存在意義はない。

る売り地の幟りは風に吹き倒され、一陣の黄色い土

材もあらゆる社会資本もアッという間に追い抜かれ、

館を、伝統継承の柱としても観光の目玉としてもア

一気に「民と官」のアソシエーション＝連動は加速

埃りが繰り返し舞い上がっては、そこが人の住めそ

地域のコミュニティ崩壊と一対を成す、中心街のゴ

ピールすべく厚遇してきたし、今後なお一層その重

する。市美は、財政的裏づけの乏しい私たちに三週

うな土地ではないことを、にもかかわらず、そんな

ーストタウン化も急速に進みつつあった。私たち

棄景にさえしぶとく人がへばりついているという驚

個々人が、タクラマカンのタクラミという自然と人

きをも告げていた。

為の入り組んだ猛威に、太刀打ちしうるなんて傲慢

ひょっとして「黄砂」はタクラマカンのタクラミで

以外の何ものでもないが、せめて「ストローク・ハ

はないか。ちょうど冬も去りかけ、なお春まだき今

ンガー」の自覚くらいは、縮減と分極化の一途をた

頃の時節、私たちの住むエリアが環日本海を介して

どるこの街に住む市民に欠落したままでいいはずは

ユーラシアと隣接している地勢を、黄砂はこれでも

ない。モレキュラーが敢えて間口を狭めていく方途

かと示唆する。中央アジアの砂漠の気流が中国大陸

なら、もう一つ、間口を拡げていく方途が、むしろ

の煤煙や光化学スモッグを捲き上げて日本海沿岸の

間口をこじあけてでも、市民に開かれたオルターナ

津々浦々を襲う。それでも十数年前までは、八甲田

ティヴの、風のまちに根ざしたストロークが、なく

に遮られて太平洋岸にまでその猛威が及ぶことはな

てどうする。

かった。近年になって、未知の微生物やアレルギー

私は 2000 年春ごろから「ストローク・ハンガー」

性化学物質も多く含有する黄砂が、この地にも飛来

の自覚だけを頼りに、手探りで一人一人に当たっ

オルタナティブスペースの誕生

と押し拡げつつ、同時に自己限定を深化させていく
なんて、ほとんど不可能に等しいからだ。たいがい

「68-72*ポスター展」エントランス風景

「68-72*ポスター展」オープニングトーク
オルタナティブスペースの誕生
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間、全館を無償提供し、それに勇気づけられた私た

シウス」としてのオルターナティヴな在り方を共起

るトークショウも市美で行われた。同年 9 月の第五

。す
「telo-meric ＝末端増殖のイメージの不可能性」

ちは、写真家の港千尋氏や詩人の吉増剛造氏をはじ

させるからである。

企画展『メガネウラ＝ mega-neura 展』では中平自

なわち「イメージの寿命」が尽きる、その懸崖に生

め招待作家への打診や展覧会図録の編集作業ととも

ソシウスとは、またなんと大げさな。いや、私たち

身による厳選 26 点が展示され、同時に中平トーク

起する出来事とは何か。そんな主題を背負って私た

に、県民市民を問わず全国的なパブリシティに奔走

はそうは思わない。崩壊したコミュニティの瓦礫の

は文字に起こされ、4 月ゲイダイ講座に参席しえな

ちは、新宿や那覇で悪戦苦闘し、それを八戸に持

しはじめた。そうして 2001 年 9 月、市美全館をフ

一片と、空洞化したドーナツ・タウンの空白のカケ

かった市民も、同展図録で一読しつつ「中平の八戸」

ち込んだ。そうして初めてこれら三つの街が、こ

ル稼働させた ICANOF 第一回企画展『タイムラグ・

ラを辛うじて繋ぎあわせて、私たちの社会の「エ

を巡覧するという愉楽に浸ることができたのである。

の「アーキペラゴ＝群島」の特異点であることを思

ラグタイム展』が開催され、来場者は二千名にも及

マージェントな＝切迫した」現在を浮上させるこ

しかし同展には、中平写真と対蹠的な写真も展示さ

い知らされる。いや、精確にいえば翌 2007 年企画

んだ。ちなみに、安藤忠雄設計による「ACAC ＝国

とができるならば。毎年一回、一定期間、市美を

れていたことを見逃すわけにはいかない。ケータ

展『isthmus/ 地峡＝イスムス展』において、まさし

際芸術センター青森」オープンはその翌年であり、

ICANOF 展に開放してくれるという、たったそれだ

イやデジカメ、トイカメラや暗視カメラなど、一見、 く繰り返される悪夢同然の「再 - 開」において思い

その数年後に青木淳設計による「青森県立美術館」

けのことで、私たちは二年がかり三年がかりで、そ

間口が広いかにみえる写真・映像の、グラフ・ジャ

知らされたというべきか。ディアギレフのバレエ・

や西沢立衛設計による「十和田市現代美術館」が相

うした主題に基づく企画を構想できるのだ。グロー

ーナリズム的な / サーヴェイランス・ウォーズ的な

リュスを軸とした 1920 年代の舞台芸術展を開催し

継いでオープンし、現在、沖縄とともに全国最後発

バリズム世界の一角に私たちも居合わせているのを

側面もまた、アーカイヴァルな社会体として不可避

た「青森県美」からの委嘱で、私たちはバレエ公演

ながら青森県内が現代アートで活況を呈しているの

告知する黄砂と同様、地域社会から健忘されてしま

なのだとしたら、それは広いというより間口が深い、 とシンポジウムを構想・実現し、それを二ヶ月後

を顧みるなら、
そこに八戸の ICANOF の先駆性と「シ

った過去性の古層を遡ったどこかに、いまだ誰もが

ンクロニシティ＝同期性」を窺うことができそうだ。 夢想しえなかった未来性の「エレメント＝境位」が

底知れぬほどに深いというべきだろう。

の「沖縄県美」開館記念『DECOY ＝デコイ』公演と、

2009 年や 2010 年の企画展テーマが耳慣れない語

『写真〇年 沖縄』展シンポジウムに「再 - 現」した。

埋蔵されているにちがいないからである。

感をいささか与えるとしても、いつも ICANOF の提

これを「二階建て記述＝トゥー・ストーリード・ノ

もう一つの味方は、
どんな経済的な根拠もない「民」

それが毎回、新たに打ちだされる企画展のテーマ

起には、くまなく書き込まれた 19 世紀写真史から、

ーテーション」と言わずして何と呼ぼう。無論そこ

である ICANOF に、いかに非力にみえようが「パブ

であり、その問題系に即した招待作家の作品展示

いまだ埋め尽くされてはいない 21 世紀写真史まで

には「民と民」、「民と官」との連動もまた激しく交

リック・ドメイン＝公共圏」としての役割を認知し

と、ゲストアーティストによる「八戸芸術大学」と

も射程に入れた、そしてこのことは意外に思われる

差していたのは言をまたない。

てくれる、
「芸術文化振興基金」
「文化庁ヴォランテ

銘打たれた市民公開講座である。とともにそれがま

かもしれないが、早くもびっしりと埋め尽くされた

ICANOF のことをよく知らない人々からみれば、た

ィア事業」
「青い森ファンド」
「元気な八戸づくり協

た、翌年の「ICANOF 図録＝写真集」出版の原動力

「余白なき未到来」から虫食いさながら「余白だら

とえサイトや図録や企画展を一瞥したとしても、何

働事業」など、
「官」もしくは、それに近い公共的

ともなる。たとえば 2007 年の第七企画展『イスム

けの既到来」まで、という写真史的転倒をもはらん

だかよく分からないことをやっているトンガッてい

な事業団体である。言うまでもなく「ACAC」も「青

ス展』における写真家の比嘉豊光氏と画家の矢野静

だ「メガ・ネウラ＝神経根」が、いぶりだされてく

るだけの連中に、官である北と南の県美が枕ならべ

森県美」も「十和田現美」も、私たちが拠点とする

明氏ら、ヴェネチア・ビエンナーレのコミッショナ

るにちがいない。

て、たとえ一画であれ全面的に委嘱してしまうのは

八戸市美もまた「官」である。「官」ということは

ーとして活躍されて帰国したばかりの港千尋氏と美

「官」としての応答責任があることと同義だが、ひ

術批評家の倉石信乃氏らによるトークショウは、翌

私たちが八戸市美や種々の公共体とだけアソシエー

ら唐突ではあるまいが、その唐突すら粉砕してみせ

とえに「ストローク・ハンガー」という背水の陣に

2008 年の第八企画展『68-72* 世界革命 * 展』図録

トしているわけではない具体例を、最後に述べて

たのが、直近の 2009 年 1 月〜 3 月「青森県美」で

発したヴォランティア・ユニットにとって、それ以

で一読できる。次世代に引き継がれるそうしたアー

みよう。つまり、ICANOF の第三のアソシエィティ

開催された大掛かりな企画展『小島一郎 ̶北を撮

上の応答責任が問われているスタンスでもあってみ

カイヴァルな作業行程は、私たち ICANOF が、民と

ヴな在り方についてである。なかんずく 2006 年の

る̶ 展』における第五展示室の異色の展示、どこ

れば、
「官」や「公」との連動は、
私たちの活動の「フ

官の連動性・継続性を必然とする「社会体＝ソシウ

第六企画展『テロメリック展』は、那覇の「MAC

かタルコフスキーの映画を思わせる「ゾーン」にも

ァセット＝切子面」として積極的に推進されるべき

ス」の分身であることを、微力ながら明証している

＝前島アートセンター」や新宿の「photographersʼ

似た ICANOF による《小島一郎の北海道》展示であ

一要素なのだ。なぜなら、この民と官・公との連動

はずである。

gallery」と八戸の ICANOF を、文字どおりインタラ

った。その詳細を語る紙幅はないが、少なくとも私
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如何なものか。そういった疑義が出てきても、なん

性は、前述した継続性のみならず、市民生活になん

別のケースも紹介しよう。2005 年 4 月の五日間、

クティヴに一触即発させる、ICANOF 初の連続企画

たちを登用した同館の高橋しげみ学芸員のタクラミ

らかのモデルとインパクトをもたらす「社会体＝ソ

フルに八戸を撮りまくった写真家の中平卓馬氏によ

展であった。

は、はるかタクラマカンの黄砂をうわまわるもので

ICANOF第八企画展「68-72*世界革命*展」

ICANOF第六企画展「MEGANEURA展」オープニングトークの様子

八戸を撮影した中平卓馬さんの26点展示風景の一部

ICANOFメンバーによる「68-72*ポスター展」の一部

オルタナティブスペースの誕生
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はなかったろうか。

もし ICANOF という名のソシウスに、なんらかの根

ICANOF がアソシエィティヴなソシウスであること、

源への無根拠きわまりない遡航があるとすれば、き

いわば「associus/ アソシウス＝社会連動的な身体」

っとあるにちがいないが、それを発掘すること。そ

であること。それは当然、そのつどの企画展テーマ

れ こ そ がオル タ ー ナ テ ィ ヴ な 在 り 方 の 別 名 な の

にも反映されるし、ゲストアーティストのセレクト

だ。そのことをどれだけ切実に思い知るか否かであ

にも重奏される。その身体性はどのような二階建て

る。私たちには「官・公」に継ぐ第三の伴侶がいる

構造を成しているのか。端的にディソシエィティヴ

ということ。彼らはソシウスとしては解離的な伴侶

なソシウス、いわば「dissocius/ ディソシウス＝社

であったり、もはや想起することさえ叶わぬ過去の

会解離的な身体」を常に念頭におくこと、のみなら

死者や未来の死者であったりもするが、彼らととも

ず、
おのが身体性の意識せざる地階に、
そうした数々

に彼らを伴侶として「いま」駆動しているというこ

の容易には見えがたい解離的な暗部を抱え込むこと。

と。それを忘れてはならない。「ディソシウス＝社

ソシウスたらんとした際の、得体のしれない息苦し

会解離的な身体」は、ICANOF とともに作動している。

さや生きがたさ。私たちには死者の数をかぞえるな

いまも、そして絶えず。

んて決して赦されてはいないにもかかわらず、ま
るで測った / 謀ったように毎年 3 万 3 千人もの自殺
者が十年あまりも陸続するらしいこのくに、増え
ることはあっても減ることは考えられない「非正
規」雇用者・
「路上」生活者・
「末期」高齢者を抱え
るこのくにの市民生活になんの違和感もなく、社会
体のメンバーとしてなんの不都合も感じないならば、
ICANOF のごとき活動をスタート、
あるいは「再 - 開」
する意味はない。
「再 - 開」とは、常に既に「再 - 開」
なのだ。開始という時、私たちは新たに孤独にスタ
ートしているように錯覚しがちだけれど、常に既に、
ほかの誰かがチャレンジしそこねていた、そういう
「クリプティック＝地階的・秘匿的」な可能態をも
前提しなくてはならない。なぜなら、そこに確かに
実在するにもかかわらず、
「非正規」
「路上」
「末期」
いずれも、私たちにはもはや観測不能・思考不能な

地 域 社 会の 中で の自立と世界 へ の 発 信
中島 諒 人 / 鳥 の劇 場

ゾーニングと化しているからだ。
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場所との出会い

扉を隔ててつながっている。こちらの体育館は、全

廃校になった旧鹿野小学校を鳥取市役所文化推進課

体の広さが 15m×30m、この半分を舞台、半分を

の担当者と訪れたのは、2006 年の 1 月だった。広

客席として、収容数 200 人弱。こちらは「劇場」と

い校庭が深い雪に覆われていたこと。小学校は平成

呼んでいる。こちらの場所は、事実上の専有という

13 年 3 月に廃校になり、体育館は近所の中学校の

状態で、現在、鳥取市と制度的な整備を進めている。

部活動に時々使わるといった程度。古くはあったが、

条例に少し手を加える形で、文化芸術目的の施設と

荒れた感じはあまりなかった。同じ敷地内にやはり

いう位置づけにしてもらおうとしている。余談だが、

廃園になった旧鹿野幼稚園の園舍があった。こちら

旧幼稚園を借りる時、賃料が鳥取市の定める算定方

は平成 17 年に使われなくなったもので、廃園から

式で算出された。それによると年間約 800 万円とい

まだ 1 年程しか経っていなかった。

う提示であった。あきれてあきらめたのだが、鳥取

鳥の劇場は、ここを拠点に活動している。旧鹿野幼

市長の判断で無料ということに落ち着き、06 年の 7

稚園は我々の専有である。鳥取市との契約で無償で

月からお借りした。契約は一年更新、水光熱費など

借りている。二つの教室と遊戯室、職員室などを持

はこちらの負担である。

つ。遊戯室は「スタジオ」と呼び、収容数 80 人か

旧小学校・幼稚園を利用してよかったと思ったこと

ら 100 人の小さい劇場にしている（客席も含む広さ

は多い。空間を探す時、どうしても上演空間のこと

は 11m×8m）。この遊戯室と旧小学校の体育館が、

ばかり考えてしまう。言うまでもなくそれは大切な
オルタナティブスペースの誕生
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のだが、実際にお客さんを迎える段になると、トイ

する。ここから細い通路を経て体育館（劇場）につ

社会と演劇の関係を考え始めたことが、拠点を地方

場所として鳥取を選んだのは、私の出身地であるか

レのこと駐車場のことは、上演そのものと同様に重

ながる。

に移したきっかけだった。東京で活動していた時、

らで、知り合いや紹介者がいることが活動基盤の整

要な問題となる。1 回の来場者は多くても 150 人か

「劇場」は切り妻の屋根で、一番低い所で高さ 8m、

商業化することでしか、活動を社会につなげていけ

備に有利と思われた。実際そうであったが、もう一

ら 200 人程度とは言え、駐車やトイレが対応できな

最頂部で 12m。一番奥に大黒幕を吊り、イントレを

ないという感覚が違和感としてあった。演劇表現の

つ理由があった、鳥取県は全国で人口が最少の県で

ければ活動の継続には致命的である。その点、学校

舞台側に 4 基、客席側に 2 基立て、更に天井約 10m

本質を突き詰めながら、それが社会から受け入れら

ある。経済力も小さい。自立のありようの模索とい

施設は十分な力を発揮してくれる。またこの立地は、

の場所に照明のバトンを吊って舞台の基本形として

れ、活動が必要とされる状況が作れないものかと考

う意味では、もっとも厳しく問題にさらされている。

最寄りの JR 駅から車で 15 分ほどかかる決して便利

いる。客席は 9 列のひな壇で、高さは 30cm ピッチ

えていた。

そういう場所で活動した方が、社会と深く切り結べ

な場ではないのだが、城跡の近くで古くから町の中

で上がる。

社会から必要とされるという意味では、地方都市の

るのではないかと思った。

心にある。周囲の美しさは、アクセスの悪さを補う

方がニーズが高い。グローバリゼーションの中で、

魅力となる。周辺地域の住民の多くが子供の頃通

鹿野町のこと、ここで始めた理由

地方都市は自立のあり方を探している。大企業を中

行政や地域との関係

過して来た場であることも、大きな力である。体育

鳥取県鳥取市鹿野町は、戦国時代に城主であった亀

心にした従来の生産システムの中での、安価な労働

行政や地域との関係は、劇団の活動目標の変遷に沿

館、遊戯室だった空間が、異空間になっていること

井茲矩（かめいこれのり）が行なった町づくりの

力の供給元としての地方都市というスタイルは全く

って、変わって来た。

は不思議なインパクトを与える。この地域の住民で

跡が今も残る、400 年の歴史を誇る小さな城下町だ。

成り立たなくなった。今までは経済活動の外側に置

第一期：劇団としての活動① 2006 年秋 この時期は、

ない人にとっても、その印象はほぼ変わらないと思

鳥取市の中心から自動車で 30 分程の所にあり、平

かれていた文化芸術活動を生活の中に深く取り入れ、 「作品作りの場」として劇場を意識した。活動のオ

う。上演だけを目的とした場合、既存の劇場空間の

成 13 年に鳥取市と合併した。町の活力を保つこと

新しい発想や考え方で社会や産業の成り立ち、基本

ープニングとして 9 月から 12 月まで毎月違う作品

となる価値観を考え直す必要が急速に高まっている。

を上演した。上演する場で稽古ができるという東京

方が便利なのは決まっている。けれど劇場の性能を、 への意識が高く、美しい町並みの維持のための取り
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フィクションを生み出しうる力という点で捉えるな

組みが行われ、町民の参加によるミュージカルの製

東京ももちろんそうだが、地方都市の方が事態は切

の感覚からすればあり得ないぜいたくさに感動しつ

ら、このリノベーションは、用途の転換という以上

作・上演も 20 年を越えた。自立と反骨の気風を備

迫している。

つ、ともかく作品をつくることに集中した。この時

の化学的とも言いうる変化をもたらしているように

えた誇り高い町だ。私は鳥取市の出身だが、鹿野町

地方を選んだのには創作面での理由もあった。演劇

期はまだ体育館は専有できていなかったから、毎月

思える。

とは全く縁がなかった。初めて訪れて、町のたたず

の製作には時間と空間が要る。ともかく集中できる

すべてを仕込み、すべてを撤去するということを繰

空間は図のようになっている。お客さんには幼稚園

まいの美しさと町づくりへの熱意を知り、是非ここ

時間と空間がなければ話にならない。専有できる稽

り返した。

のエントランスから入っていただく。
（平面図参照）

で活動したいと感じた。

古場と上演空間を持つことは、どうしても実現した

第二期：劇団としての活動② 2007 年春夏 この時期

廊下は採光の良い明るい空間。教室の一つを半分に

鳥の劇場は、2006 年 4 月に活動を開始した。2004

いことだった。

も「作品作りの場」であることに変わりはないが、

仕切り、託児スペース、厨房兼のメンバー用の食事

年まで東京で活動していたが、私が 2003 年の利賀

スペースとしている。もう一つの教室も半分に仕切

演出家コンクールで最優秀賞をいただいたことを

って、半分は会議室、残りを倉庫としている。遊戯

きっかけに、静岡県舞台芸術センター（SPAC）で 1

室は、
「スタジオ」という小さい劇場。
「劇場」での

年半仕事をさせていただき、それを通じての演劇活

上演の場合にはホワイエとなる。ホワイエとしての

動に対する考え方の変化の中で、それまでの活動を

利用時には、ここでコーヒーやお菓子などの販売を

解消し、鳥取に拠点を移した。

オルタナティブスペースの誕生
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テーマ性を持って複数作品を見せるということを考

劇団メンバー全員が住所を鳥取に移し、創作と劇場

化芸術活動の位置づけは、実演家とその愛好者の支

や自然の豊かさ、学校教育や生涯学習、加えて例え

えた。
「我々をもてあそぶ見えない力を巡って」と

運営をフルタイムの仕事とするようになったのは、

援という色彩が濃いものであった。これでは対象が

ば鳥取なら環日本海の交流の必要性なども入るだろ

いうテーマのもと、不条理劇を中心に三作品を上演

この時期からである。

あまりに小さすぎるし、全体状況に影響を与えるこ

う。これらの要素も、リレーの登場人物としてとら

した。この時期から体育館の事実上の専有が可能に

第三期：劇場としての運営① 2007 年秋 11 月に初

となどあり得ない。それを転換することを、私は行

え、相互作用を発生させていくこと通じて、芸術活

なった。行政や地域の人たちが、前年秋の我々の活

めて外部団体の上演を行った。ジャパン・コンテン

政との関わりのはじめから主張し続けた。グローバ

動を中心にしたよい循環を創り、それを地域に広く

動を見てくれる中で、
「体育館もそれほど使ってい

ポラリーダンス・ネットワークによる「踊りに行く

ル化により衰退した地域の活力の回復のために、普

浸透させていくことを目指したいと思う。プログラ

るわけでもないので、ずっと使ってもいいんじゃな

ぜ !!」だった。これと前後して、年間を通じての劇

通の人の生活の中に創造性を取り戻すことが必要で、

ムを考えるものとしては、中心に演劇や劇場がある

いか」と考えてくれた。体育館の管理は鳥取市教育

場運営ということを明確な課題と考えるようになる。

それなしに地域の自立的で豊かな未来はない。文化

ことで初めて可能になり、地域の人材、自然や文化

委員会で、そこでの現場判断と、地域の人たちのそ

「踊りに行くぜ !!」は、劇団内部にも地域の人たち

政策は、それを大きな目標に、今までは政策の対

の伝統をつないで、良い相互作用が生まれるような

れを認める空気の両方が必要だったが、なんとかク

に取っても、鳥の劇場の活動を相対化する初の機会

象から外れていた大多数の普通の人に向けられなけ

運営を考えなければいけないと考える。

リアできたということだったと思う。

となり、反省点もあったが、自信につながった。「創

ればならない、という考えである。この演劇祭の実

お金のリレー。我々の活動はフルタイムで、この仕

教育委員会にも地域の人たちにも、まず届いたのは、 る」
「招く」
「いっしょにやる」「試みる」の四つの

施では、その認識、目的意識が明確であったとは到

事のみで 15 人のメンバーが生活しなければならな

我々の作品ではなかったと思う。
「何だかわからな

柱を明確に出したのも、この秋プログラムからだっ

底思えないが、まずはともかく多くの来場者があり、 い。県や市の外郭団体のように人件費が保障されて

いが、ともかくがんばっている」という感じが、ま

た。
「踊りに行くぜ !!」開催とともに、この時期の

成功という手応えを共有できたことは、意味のある

いるという状況と、我々の状況はこの点で全く異な

ずは人々にアピールしたのではないかと思う。

12 月に鳥の劇場の新国立劇場公演があったことも

ことで、2009 年度以降の開催につないでいけるも

る。演劇活動というとアルバイトをしながらと思わ

また、鹿野町は先述の通り町づくりに熱心な町であ

あり、全国につながる場としての鳥の劇場というこ

のだった。2009 年の開催に関しては、鳥取県議会

れる方も多いようだが、フルタイムでなければ、現

り、鳥取地域の中では最も成功した地域として有名

とが、地域の人たちに少しずつ認識された。県外か

の通過もスムーズだった。

在の仕事をこなしていくことは到底できない。現在

である。県外からの来場者が増えて来たのは、この

らの来場者の伸びも、地域には好印象で迎えられた

地域の人たちにも、演劇祭がどういうものであるか

の年間の売上は、メンバーの生活を支えるにはほん

時期からで、町づくり活動に熱心な人たちに、劇場

と思う。

ということを知ってもらえたことは意味が大きい。

とうにぎりぎりのものである。子どもを持ったり、

とか演劇が、使える「道具」だという意識が生まれ

第四期：劇場としての運営② 2008 年「鳥の演劇祭」

「とっとり体験プログラム」という名で、地域の自

始めたのもこのタイミングだったと推測する。08

の初開催が、何よりも大きな出来事だった。この演

然や文化を体験する事業（海釣り、紙すき体験など

るという最低限の金銭的条件は、絶対に必要である。

年秋に実施する「鳥の演劇祭」の構想は、この辺り

劇祭は、鳥取県、鳥取市、鳥の劇場の三者の共同で、

を、上演日の午前中に実施）を開催したのも成功で

10 年以内に劇団の売上を三倍にしなければ、活動

から具体化に向けて動いていく。

実行委員会形式で行われた。行政による従来の文

あった。

は立ちいかなくなる。

家を買ったりという普通のことを、望めば実現でき

お金にはもう一つの面もある。芸術活動は、ややも
上演前のホワイエ 撮影 : 米井美由紀

最後に。本書のテーマ、リレーということ。

すると自分で何でもやってしまって、あるいはボラ

リレーと場所。リレーはつないで行く行為。場所が

ンティアの力を借りて、かかるコストを抑えること

なく、ただ連なるだけのようにも聞こえる。しかし、

ばかりを考えてしまう。それはそれで良いが、地域

つながり、相互作用を起こしていくためには、やは

の中で、社会的存在として普通に位置づけられてい

り定まった場が必要だ。場所がある、そこにいつも

くためには、お金で外部の人とつながっていくこと

アーチストがいる。芸術行為そのものは少しわかり

も必要だ。

づらいものであっても、歩き、食べ、話しをする人

芸術活動を公共政策の中に位置づけ、劇場活動の一

間がそこにいることの意味は大きい。人を通じて、

定部分を公的な費用でまかなえる体制が欲しい。

芸術行為に出会うことができる。そこに誰でも集ま

地域全体にリレーする。東京圏の演劇の観客数、市

ることができる。その場所は、芸術家の「家」であ

場規模はどれくらいあるのだろう。20 万人から 30

る。私的な場所である。公立ホールのような空間に

万人だと、私は推測する。鳥取県の人口は 60 万人、

においがあるのは好ましくない。一方我々の空間に

劇場のある鳥取市の人口は 20 万人。東京での演劇

は、人が住まい、場を磨くことから生まれる何かが

活動は、1200 万人の中の 30 万人程度にしかリレー

染みついていけばいい。人の手のぬくもりや思いは

できない。鳥の劇場は、鳥取で同じくらいの数の普

においとなり、空間を親密にして人をリラックスさ

通の人に、演劇や劇場の存在意義をリレーしようと

せる。しかも我々の場は、かつて幼稚園や小学校だ

試みている。到底達成できてはいない。でも、やる

った場だ。場の記憶の上に我々の手の跡が積もり磨

価値のある仕事だと思う。少しずつだが手応えも感

かれて、どこにもないあたたかさが生まれればいい。 じている。
誰がリレーするか。リレーの登場人物は、行政、地
域の人たち、そして鳥の劇場ということだろう。こ
の構成は、どこの地域でも変わらないと思う。しか
し、それらに更に加えるべきものがあるのではない
か。地域が直面する経済や社会の課題、地域の歴史
66
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います。 この 章ではそういった事例を取り上げます。

ジ

グラムも 増え、 アーティスト同 士 の 化 学 反 応 に留まらず、 地 域
を 巻き込 む運 動 体として 機 能しはじめているケースが 目立って

年 間 / 本 町 ビ ル シ
の3
ゴ

うか ? 最 近では 、自然 発 生 的ではない意 識 的に計 画されたプロ

ト

ティストが 集まるということはどのようなことが 起こるのでしょ

ク

要なマンガ 家を輩 出した「 ときわ 荘 」 が 有名で すし、 海 外で は
ピカソなどの「 洗 濯 船 」 が 歴 史 的 によく知られています。 アー

、 集 合 す る「 場 」
な く
/巨

アトリエ」 的なスペースが増えてきています。 古くは数 多くの重

は

全 国 で 空き家・空きビル・学 校 等 を活 用した、 いわゆる「 集 合

で

カ

団

イ

集

の

生

活

/

ス

タ

ジ
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様々あるが、ここでは二つ挙げたい。

は人は何も生み出せない。では、最初の初期設定の

一つは、これからの価値や文化の未来という視点か

段階で、建築やしくみに何をどこまで設定しておく

らだ。20 世紀においては、一つの業界、一つの国、

か。それが「場」づくりをするプロジェクトにとっ

一つの世代、など一つの中で完結していれば良かっ

ての大きな役割である。そしてその重要な設定の重

たし、完結できることばかりだった。しかし、業界

要な軸が、多様性、なのである。

は硬直化し、国はグローバリズムの中で存在意義を

多様な環境は、そこを関わる人の発想を呼び起こし、

失い、世代は他の世代との格差が生まれてしまい乖

その発想同士が衝突し、思いもよらぬ新たなことを

離している。一つの中だけで成立することは不可能

生み出す。

になったのだ。一人の人間としても、一人のクリエ

だが、この多様な環境はつまり、ものすごく、関わ

イティブな職に就いている者としても、このままで

る個々の影響に左右されるということと同義である。

は、21 世紀を生きる人にとってこの先あまり良い

冒頭に「頼り合い」の話をした。

未来があるとは思えない。21 世紀には、業界や国

それは、この手のプロジェクトが往々にして悪い方

籍など既存の枠組みを超えて行く価値と文化が生み

の「頼り合い」の関係を生み、お互いがお互いに依

出せなければ、楽しい未来は描けないのではないだ

存するようになり、何も生み出さなくなることが多

ろうか。

いように思うからだ。誰も最初からそうなりたいわ

もう一つは、建築のこれからのあり方という視点か

けではない。しかし、いつの間にか、助け合いはじ

らだ。建築は、これまでの 20 世紀のような箱づく

めたり、境遇などを慰め合いはじめる。そしてそれ

りでは、もはや社会の多様な要求には応えられなく

が、いつの間にか集団として意識し始めることに繋

なっている。学校であれば学校、オフィスであれば

がる。そして、悪い「頼り合い」になっていく。

オフィス、などといった単一的な空間は魅力に乏し

トラベラーズプロジェクトは、そんな「頼り合い」

く、その機能が不要になると同時に建築も不要にな

の場ではなく、あくまで『自立した個の「集合」』

ってしまう。そんな箱づくりのような、機能が人の

でありたい。

行為を規定する建築ではなく、人の行為が機能を規

あくまで個々で自立して活動し、個々だけでもかな

定する建築のあり方。21 世紀には、そんな多様で

り面白いこと・新しいことが生み出せている。でも、

有機的な建築でなければならない。

更にそれ以上の、個々では生み出せないような、想

この二つが大きな理由であろう。そして、この二つ

像もつかない新たな価値や文化を生み出そうとする

に共通するのは、人、ということだ。つまり、トラ

時に必要とされる場。それが、自立した個が集う、

ベラーズプロジェクトにとって重要なのは、人なの

理想の「場」である。

である。

そしてそんな場がまちや社会へと広がって行った

トラベラーズプロジェクト 集 団では なく、 集合 する「場」

冷泉荘は、築 50 年の古いアパートだったところ

時、アートイニシアティブという言葉自体が存在

に、20 組のデザイン・アート・アパレル・フード・

意義を失う、理想的な社会へとリレーされていく

野 田 恒 雄 /TRAVELERS PROJECT

リラクゼーションなど様々な業種の個人が入居し、

はずである。

2006 年 4 月から 2009 年 3 月までの 3 年限定で活動
する、というものだった。
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頼り合いからは何も生まれない。私は常々こう考え

ために日々努力するからだ。しかし、私が今まで見

ている。

て来た「頼り合い」は、「頼る」ことを前提に解釈

一聞すると「頼り合う」という言葉はいい言葉に聞

「依存し合い」になっているものばかりだった。
され、

こえる。しかし、頼り合う者同士の意識の程度によ

だから、頼り合いからは何も生まれない、と考えて

って、
大きく意味が変わって来る。この言葉には
「頼

いる。

る」ことと「頼られること」という 2 つの行為が含

2005 年 4 月。私は、トラベラーズプロジェクトを、

まれている。頼り合う者が互いに「頼る」ことを前

翌年にスタートすることになる「冷泉荘」の企画を

提にした時「頼り合い」は、間違いなく悪い結果を

きっかけに、立ち上げた。

生む。それは、
「依存し合う」こととなんら変わら

トラベラーズプロジェクトとは、「日々挑戦するこ

ないからだ。

とを旅のように楽しめる人」をトラベラーと呼び、

一方、
「頼られる」ことを前提にした時、その「頼

そんなトラベラーのための「場づくりをする」プロ

り合い」の関係は理想的なものとなり、間違いなく

ジェクトである。

良い結果を生む。それは、それぞれが「頼られる」

このプロジェクトを立ち上げようと思った理由は

クリエイター集合アトリエの実験

08 年度を準備期間として部分スタートし、2009 年
4 月に正式に全体オープンした紺屋 2023 は、築約
45 年のビルの 17 部屋に、様々な業種のディレクタ
ーが集い、2023 年までの 15 年間活動するというも
のである。
場所も違えば、環境も違い、何より利用する年数が
違うため、コンセプト・外見・雰囲気などは、だい
ぶ違う。しかし、どちらも、多様な業種・国籍・年
齢・用途、ということでは同じだ。
プロジェクトとして魅力的な「場」をつくっていく
ためには、なるべくそこに関わる人に制約をかけな
いことが重要である。その人が自由であればあるほ
ど良い。しかしだからといって、何も無いところで
クリエイター集合アトリエの実験

71

イターが参加を決め、2005 年 5 月から 18 ヶ月の期

居者の数名から北仲でイベントをしたいという提案

間限定プロジェクトがスタートした。

をいただいた。
こ の イ ベ ン ト が 北 仲 OPEN!2005 で、 企 画 に 賛 同

巨 大クリエイターステ ーションとしての 北仲プロジェクト
佐 藤 朋 子 / 元 北仲 BRICK & 北仲 WHITE 管 理 人

72

はじまり

建てられた印象的な建築物で、駅出口から 30 秒と

2005 年、横浜臨海都心部中心に位置する帝蚕倉庫

いう好立地。レンガ貼りの意匠を有する建物を北仲

株式会社本社の移転に伴い、森ビル株式会社が同敷

BRICK、白い壁面の建物を北仲 WHITE と名付け、プ

地を取得。周辺エリアを含む複数の地権者による北

ロジェクトの名前もそのまま、『北仲 BRICK& 北仲

仲通北地区再開発事業が進められるなか、工事着手

WHITE』
（以下、北仲）とした。

までの短期間とはいえ街の中に空白をつくるべきで

入居団体の選考については、BankART1929 副代表

はないという考えから、敷地内の事務所建物 2 棟を

（当時）池田修氏の協力を得た。BankART1929 は北

アーティストやクリエイターに安価で貸し、創作活

仲の向かいにあり、同じように歴史建造物を利用し

動の拠点として利用してもらうことで、街の賑わい

た文化芸術拠点で、2004 年からその活動をスター

を継続していこうとプロジェクトの準備を始める。

トさせていた。
（BankART1929 については、本書参

横浜市の進めるクリエイティブシティ構想の一助と

照）池田氏のネットワークにより、アーティスト・

なればという考えもあった。

デザイナー・建築家・キュレーター・ミュージシャ

2 棟の事務所建物はそれぞれ大正末期、昭和初期に

ン・劇団・大学の研究室等々、幅広い分野のクリエ

クリエイター集合アトリエの実験

18 ヶ月＋ α

した 40 組の有志が 1 ヶ月間オープンスタジオや展

北仲で 18 ヶ月を過ごした 57 組のクリエイターの

示、ワークショップなどを開催。来場者数約 3000

うち、

人。同時期に横浜トリエンナーレ 2005 が開催され

横浜以外から移転してきたチームが約 7 割

ることもあり、トリエンナーレの応援企画として助

初めて独立したアトリエを構えたチームが約 7 割

成金を受け、さらに近隣の商店街などから寄付を募

クリエイターが一同に介する環境が初めてのチーム

り、紙媒体や WEB デザイン、キュレーション、デ

が約 9 割

ィレクションなど、すべて事務局のみなさんが手弁

ということもあり、スタート時は戸惑いと緊張があ

当でやってのける。これにより、入居者間のつなが

ったという。元々知り合いだったチーム、会ったこ

りはさらに増し、加えて北仲を知ってもらう機会に

とがある程度、名前を知っている程度、全く知らな

なる。取材や撮影の依頼が増えたのもこの時期から。

いチームもあったが、各部屋の内装工事や引っ越し

年が開け 2006 年。北仲 OPEN!2005 によりコミュニ

作業をしているうちに、隣のアトリエとのつながり

ケーションをとりやすくなったことで、コラボレー

ができていく。6 月にオープニングパーティが開催

ションが発生する。画家と建築家、デザイナーと

され、各アトリエを公開、そこでまたつながりが増

画家、イラストレーターと建築家 ......。左右上下に

える。

様々な分野のクリエイターがいて、困ったり行き詰

それでも毎日同じ時間にスペースを使用しているわ

まったりしたらすぐに相談ができ、打ち合わせがで

けではないし、私も含め個々の活動を把握している

き、新たな作品が生まれる。後にとったアンケート

わけでもないので、共用部であいさつを交わす程度

で、この環境だからできた作品があったという意見

のまま、それぞれの活動が続いた。そんな折に、入

をたくさんいただいた。
クリエイター集合アトリエの実験

73

春になり、プロジェクト終了まであと半年。全員

は、見学や来訪者をいつでもウェルカムな人もいる

参 加 の 公 式 イ ベ ン ト の 企 画 が 上 が り、 夏 に 北 仲

し、仕事の内容によっては守秘義務があるなどクロ

OPEN!!2006 を開催。全 57 組が 10 日間に渡り、オ

ーズにしたい人もいる。専有スペースは基本的に事

ープンスタジオ、展示、ライブ、ワークショップな

務所・アトリエとして使用しており、恒常的にオー

どを開催。こちらも事務局のみなさんのネットワー

プンしているスペースがあるわけではないので、取

クとフットワークにより、北仲内の様々な頭脳が相

材・見学・撮影などの依頼にも管理側が対応した。

互作用して成功し、1500 名を超える来場者があった。

入居団体が 57 組、部屋の大きさも 6 平米〜 210 平

大きなイベントは 2 回の北仲 OPEN だが、それ以外

米と様々、利用の仕方もメインオフィス、サテライ

にも入居者単位で、展示、ワークショップ、トーク

ト、アトリエ、共同スペース等々、利用時間帯もそ

セッション等々、管理側で関知しているだけで 100

れぞれで、ほぼ毎日 24 時間使う人もいれば、週 2

回以上行われ、たくさんの来場者が訪れている。

〜 3 日昼だけ、夜だけという人、ほとんど使わない

終了までの 3 ヶ月間は、落ち着いて創作活動ができ

人もいる。100% 稼動していなかったことを揶揄す

るとの声が聞こえてきたが、実際には次の活動場所

る意見もあったが、でも管理上はかえってそれで良

を探したり、北仲の活動を本にまとめる作業、さら

かったと思う。いずれも築 80 年の建物は趣があり、

に増えた来訪者の対応などで、かえって慌ただしか

天井が高くて、それが気に入って入居を決めたチー

ったように思う。

ムも多かったのだが、現実的には配管も古いし、冬

2006 年 10 月 31 日までに全チームが退去完了し、プ

寒くて、夏暑い。水道が出にくい、トイレがつまっ

ロジェクト終了。

た、ブレーカーが落ちたなどに対応するため建物内

12 月にクロージングパーティを開催し、できあが

を駆け回っていたので、これがもし稼働率 100% で

っ た 冊 子「 北 仲 BRICK& 北 仲 WHITE EXPERIENCE」

240 人が常に創作活動をしていたら、さらに様々な

を配布。その後、BRICK は横浜市指定有形文化財と

問題が発生しただろう。18 ヶ月間、入居者のみな

なり保存が決まり、WHITE は解体され、現在はない。 さんが気を配り、用心してくださったおかげで、火
災・事故等なく、無事に終えることができた。
運営・管理体制
暫定利用の実験的プロジェクトとして注目され、地

社会とのリレー

方自治体や企業、美術関係者、さらには一般の方々

入居者は次の活動場所として、ZAIM（ザイム）、急

もたくさん見学にみえた。プロジェクトの背景や概

本町ビル 45（シゴカイ）、桜荘等々（本
な坂スタジオ、

要、公的支援・補助、管理・運営体制についての質

書別ページ参照）への入居が決まり、7 割のチーム

問を多く受けた。

が横浜で活動を続けることになる。本町ビル 45 の

入居者単位やイベント毎に補助又は支援されてい

ような民間のビルがこのような活動に踏み切れたの

るものはあるが、プロジェクト全体として補助金

も、運営条件を含め北仲が成功裡に終わったことと

など公的支援は受けていない。行政側からは手続

も関係していると聞いている。

き面において、迅速な対応を受けるなど協力を得

この冊子の焦点でもある社会とのリレーという点で

た。プロジェクトが正式決定されてからオープン

言えば、北仲に参加するために横浜にクリエイター

まで約 3 ヶ月しか要さなかったのもこの協力があ

が集まり、北仲終了後も多くのチームがそのまま横

ったからである。

浜で活動を続けていること、そこに社会の関心が集

運営体制は、入居者から WHITE の各フロアに 1 人、

まり、興味をもち、さらに続いていくことが、北仲

BRICK に 1 人の責任者を選び、これに BankART 池田

が次へ送ったバトンであってほしいと願う。

氏、森ビル担当者を加え、計 7 名で運営ボードを組

プロジェクト終了から 2 年半経過した現在も、北仲

織し、この運営ボードが主体となって北仲を運営し

を参考にしたいという問い合わせをいただく。北仲

た。各フロアの責任者はフロアの意見等を集約、月

に関わったみなさんが、それぞれの立場からの意見

1 回ペースで行われたボード会議でこれらを話し合

を伝えていくこともバトンとなるだろう。

い、運営に反映させた。
全体の管理は管理人である私の役割で、WHITE1 階

北 仲 の 活 動 に つ い て は「 北 仲 BRICK& 北 仲 WHITE

に常駐して、入居者のみなさんが安全に安心して活

（発行：森ビル株式会社）に詳細に紹
EXPERIENCE」

動するためのお手伝いをした。先に述べたような見

介されているので、参考にしてほしい。

学者の対応も私の仕事のひとつ。入居者のみなさん
74
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ZAIM プロジェクトの 3 年 間
菅原幸 子 /ZAIM、 横 浜 市 芸 術 文化 振 興 財 団、 アーツコミッション・ヨコハマ

日本大通りの玄関口に位置する ZAIM は、1928 年に

アーティストや NPO のアトリエや事務所、別館は

日本綿花横浜支店として建設された建物で、戦後は

オルタナティブなイベントスペースという新しい役

国の所有となり、本館が関東財務局、別館が労働基

割を持った施設となり、再始動した。横浜市から建

準局として活用された経緯を持つ。現在の名称で

物二棟の無償貸付と運営補助金を受けて当財団（以

ある「ZAIM」はこの関東財務局時代の名残である。

下「運営者」）が運営を行っている。

2002 年に横浜市が取得、その後、現在横浜市が推

財団としては従来の企画型の事業展開に加え、中

進している創造界隈形成の拠点施設として位置づけ

間支援機能の充実を図っている時期であり、この

られ、「横浜トリエンナーレ 2005」ではトリエンナ

ZAIM 運営を通じてアーティストやクリエーターの

ーレステーションとして活用され、「トリエンナー

活動を支援しつつ、市民との接点を作っていくた

レ学校」の開催など横浜のアートシーンにおける市

めのプロジェクトでもあったと言える。ちなみに、

民協働を象徴する施設となった。

ZAIM という表記は、ZA ＝「座」＝人々が集い、交

「横浜トリエンナーレ 2005」閉幕後の 2006 年から、

流する場。IM ＝ intermediary ＝「中間支援」機能（若

トリエンナーレのアーカイブ機能に加えて、本館は

手アーティストや NPO などの活動を支援するため
クリエイター集合アトリエの実験
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の環境整備）にも拠っており、「場」と「機能」の

館入居者との相互協力（テクニカルなアドバイスや

月 8 日までの 10 日間開催され、約 1,300 人の来場が

得られた評価が、新生 ZAIM の方向性を決めるひと

相乗効果という意味を込めている。

コラボレーションなど）も、運営者が意識的に仲立

あった。別館でもライブペインティングや作家によ

つの指標になる。ZAIM 運営者として、ZAIM が創造

2006 年、ZAIM は 2 か年（2008 年 3 月末まで）の暫

ちを行ってきたことで、かなりの成果を挙げている。

るガイドなどが連日実施され、アーティストと直接

界隈そしてクリエイティブシティ推進において大き

定活用でリスタートを切った。本館には公募で選定

本館と別館の間の共有空間にあるカフェが交流の場

話せる場が豊富にあり、コンテンポラリーアートに

な役割を果たしつつも、更なる可能性を持つと考え

された 25 団体が入居、別館は展示やシンポジウム

として役立っている。

接する機会の増加に貢献したのではないかと考えて

ている。途半ばである。

など、創造界隈拠点としての優先順位付けを行いつ

財団が運営者であることの効果として、ZAIM の活

いる。

つ、やや幅広く一般利用も受け付けている。その後、

動を都心部以外の地域や市民にも波及させていく

昨年は「横浜トリエンナーレ 2008」の開催年でも

暫定活用期間がさらに 2 か年延長され、2009 年 3 月

様々な事業枠を持っていることが挙げられる。入居

あり、ZAIM のもうひとつの顔である「トリエンナ

現在、本館には 33 団体が入居している。

者が地域の青少年の居場所づくりのプロジェクトに

ーレのサポーター拠点」としての活動も行った。本

2006 年のスタート時に当財団が掲げた方針は、次

関わったり、市の北部地区にある市民ギャラリーあ

館 3 階にサポーターズ・ルームを置き、広報に協力

の 6 点である。

ざみ野で創造界隈のアーティストをテーマにした

するとともに、トリエンナーレ期間中のサポーター

横浜トリエンナーレ及び現代美術に対する市民の理

展覧会が開催され、多くの ZAIM 入居者が出展した。

や本展ボランティアからの膨大な問い合わせにも対

解を促進し、参画につながる事業を実施。

また、「こどもとアート」に関心を寄せる入居者も

応した。

自主的な芸術文化活動を行う市民、NPO 等団体な

多く、学校でのアート体験ワークシップへの講師派

このような 3 年間の活動の中でいくつかの課題も見

どに活動拠点及び交流の場を提供。

遣なども実現可能な状態となっている。創造界隈と

えてきている。ハードで言えば、施設の老朽化によ

アーティストや芸術団体に制作・発表の場を提供。

いうとコンテンポラリーアート中心のいわゆる「と

る設備等の故障が頻発、別館は防災設備の観点から

一般市民とアーティストが接する場を提供。

んがったもの」という印象があると思われるが、夏

自由に興行を行うことができる仕様ではないため、

芸術文化に関する様々な情報を提供。

休みにはこどもや親子を対象にしたワークショッ

利用範囲が制限されている。運営面では、入居者

以上を通して、横浜市が目指す「創造界隈」の形成

プを行うなど、幅広い層に働きかける努力も運営

各々の活動目的や形態や異なるため、音漏れや活動

に寄与。

者ならではのものだと考えている。また、同じ運営

時間のズレ等によるトラブルなども若干見受けられ

現在もこの方針に添って事業展開を行っている。

者による「アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）」

た。来館者の増加やアーティストの集積により日本

入居者の選考に当たっては、特定のジャンルや活動

も本館 1 階に相談窓口を置いているため、ZAIM と

大通りの活性化にも寄与したと考えているが、経済

内容に偏らない幅広い団体を選考した。現在入居し

ACY が密に情報交換しながら、共通の使命である「創

効果や ZAIM 誘発による企業の転入例など、目に見

ている 33 団体も、美術、音楽、演劇、ダンス、映像、

造の担い手支援」に取り組むことができた。

えた経済的効果を発揮するには至っていない。

建築系のアーティストに加え、情報系、キュレータ

年に一度開催される「ZAIM フェスタ」は入居団

横浜市は建物を耐震補強した上で継続的に芸術活動

ー、プロデューサーなど多種多様な人材が揃ってい

体のその年 1 年間の活動成果の発表であり、また

の場として活用する計画であり、ZAIM も 2010 年 3

る。入居者にとってのメリットとしては「立地条件

ZAIM プロジェクトを街や市民に還元する機会でも

月末を持って一旦閉館となる。4 年間に渡る ZAIM

のよいエリアに格安の賃料（1,300 円 /m2）でアト

ある。このフェスタへの参加は入居者募集の際の要

プロジェクトをどう保存するのかが ZAIM 運営者に

リエを構えることができる」
「暫定活用施設である

件にもなっている。本館ではオープンアトリエが開

課せられた 2009 年度の大きな命題である。そこで

ために極めて自由度が高く、改装等がやりやすい」

催され、市民にとっては日ごろは縁遠く感じられる

「別館と連動した制作や活動発表が行える」などが

アーティストやクリエーターの仕事場を見る機会と

挙げられるが、入居者同士の相互刺激や協力関係の

なる。また、別館全館を使用し、展覧会やライブ、

構築といった効果もあり、実際に複数のコラボレー

シンポジウムなども開催されている。3 回目となる

ション活動も誕生している。更に、別館利用者と本

ZAIM フェスタ 2009 は去る 2009 年 2 月 27 日から 3

「横浜トリエンナーレ2008」サポーター会議・第1回市民応援隊会議

76

クリエイター集合アトリエの実験

フランシス真悟《Bound for Eternity》ZAIM2009出展
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「BankART 金庫室」常設展示 みかんぐみ「シゴセン」

本 町ビルシゴカイの 生 活
西 田 司 /On Design Partners

本町ビルシゴカイの生活

ず、手作りでビルの旧さを活かした空間が生まれ

昭和 5 年に建てられた煉瓦造りの建物に、建築・都

た。（※2）入居団体「PH スタジオ」の主宰者でもあり、

市・デザイン・アート・環境系のクリエーターが

BankART の代表でもある池田氏は、このシゴカイ

14 組入居している「本町ビルシゴカイ（以下「シ

を「長屋的オフィス」と呼ぶ。長屋のように軒を並

ゴカイ」
）
」
。2006 年に始まり、3 年目をむかえる創

べ、路地のような廊下や共同の水場で住人同士の会

造拠点である。もともと港湾運送業を営む会社「八

話がうまれ、お互いの部屋も行き来する。オープン

楠」の創業時から使用する現役ビルの 4 階、5 階を

イベント時には、各部屋から廊下までが一体となっ

現状復旧しなくてよいという条件でフロア借りし、

て作品の発表場となったり、パーティ空間となった

その中を入居者達が思い思いにリノベーションし、

りしている。互いが自分の部屋を持ちつつ、共有空

分割使用している。もともと金庫室だった部屋もギ

間を共有財産のように上手く活用することで、ビル

ャラリーとして使用され、建物の歴史の趣を感じる

の旧さが日常風景に馴染み、セキュリティの利いた

場所となっている。（※1）。

現代オフィスでは得られない隣人感を得られる。廊
下にはみ出し、また扉を全開で作業しているアトリ

「長屋的オフィス」というワークスタイル
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エの前を通ると、制作風景がチラッと垣間見え、彼

入居者に建築・デザイン系が多いこともあり、入

らの日常に突然触れる機会が生まれ、それは刺激的

居の際の改装や設備投資はそれほどコストをかけ

で楽しい偶然である。

クリエイター集合アトリエの実験

「シゴカイ住民会議」と名付けられたイベントとオ

合なので、都市政策レベルの数値をイベント集客な

ープンスタジオを年に一回開催している。横浜の同

どで体感することはほとんどないが、住人の創作活

じエリアにある拠点と議論（※3）を行い、街なかに

動は様々な角度から横浜に絡んでいる。一端を紹介

バラバラに存在する点を線的、面的に相互補完する

すると、地球環境問題をテーマにライフスタイルの

ことを図ったり、国内の他地域でのアーティスト長

変革の活動を行う「ステップチェンジ㈱」は産官学

屋（※4）の活動を紹介し、今後のシゴカイ的拠点の

民の未来都市研究コンソーシアム「UDCY」の監事

在り方を議論している。このような機会に恵まれる

を務め、環境面から横浜の将来構想に尽力している。

と、普段日常的な場面でなかなか意識することのな

建築事務所の「小泉アトリエ」は、開港 150 周年事

いシゴカイの社会的意味や街との関わりを再認識す

業である象の鼻地区整備計画をコンペでとり、新し

ることができる。

い横浜のランドマークを設計デザインしている。ま
ちづくりを実践する「櫻井淳計画工房」は、昭和

シゴカイのある馬車道・日本大通りエリアには、昭

30、40 年代に全国的知名度をもった伊勢佐木町の

和初期の建物や倉庫を保存改修し、シゴカイと同様、 再活性化プロジェクトとして、芸術文化を継承する
現役オフィスとして使用されている場所も多い。そ

試み「ザキ座」
（映画、演劇のネットワーク）を草

のなかで文化芸術創造系に関わる団体が入居する拠

の根的に仕掛けている。

点群を横浜市は創造界隈と呼び、ここ数年拠点が増
え活動団体も多様化している。市の発表では、創造

建築、デザイン、環境、アートなど長屋を彩る住人

界隈拠点群の経済波及効果は 3 年間で 120 億円 !!（※

の個性は現代的で力強い。加えて町の中に溶け込ん

5） に及び、横浜の文化芸術創造都市政策を牽引し

でいる煉瓦の外観と 70 年という歴史の空気感に包

ているようだ。シゴカイは日常的にはオフィスの集

まれているシゴカイは、どこか懐かしさと洗練さを
クリエイター集合アトリエの実験
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あわせもち、訪れた人の記憶に残る場所になってい
る。住人だけでなく、建築の打ち合わせに来たクラ
イアントがアートに触れて帰るような、ジャンルの
垣根を軽々と乗り越えていく軽やかさをシゴカイは
もっている。この長屋的オフィスがもたらす時間的
価値が、入居者や来訪者に発見を与え、この場所を
彼ら自身にとって何か特別な記憶として読み重ねて
いく日常こそが終わりのない時間芸術となっている。
※1 もと金庫室だった部屋をギャラリーとして活用。元入居者み
かんぐみ作「シゴセン」は常設コレクション。
※2 各オフィスの内装や仕事風景は毎年夏に行われているオープ
ンスタジオで誰でも内覧できる。
※3 第一回シゴカイ住民会議パネラー、鈴木伸治（横浜市立大学・
黄金町バザール）
、相馬千秋（急な坂スタジオ）
、櫻井淳（櫻井淳
計画工房・伊勢佐木ザキ座）
※4 第二回シゴカイ住民会議パネラー、小野田泰明（東北大学）
、
野田恒雄（福岡冷泉荘）
、杉崎栄介（アーツコミッションヨコハマ）
※5 対象期間は H16 〜 18 年の 3 年間で、対象拠点は BankART
1929 Yokohama（H16 〜 ）
、BankART Studio NYK（H17 〜 ）
、万
国橋 SOKO（H18 〜）
、本町ビルシゴカイ（H18 〜）
、北仲 Brick &
White（H17 〜 18）
、ZAIM（H18 〜）, 東京芸大馬車道校舎（H17 〜）
、
東京芸大新港校舎（H18 〜）
（開港 150 周年創造都市事業本部 H19.7.1 記者発表資料より抜粋）
©Ai Iijima

スタジオ食 堂とあの 時 代
中山ダイスケ / アーティスト
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第一期 「場所」

備軍たちにとって、バブル崩壊とともに訪れたアー

1994 年、アーティスト須田悦弘が立川の駅近くに

ト界の変革には少なからず困惑していました。多く

廃工場を見つけ、アトリエとして借りようと動き始

の企業系ギャラリーやアート施設が閉鎖し、アート

めたところから「スタジオ食堂」（スタ食）は始ま

のメッカだったパルコやスパイラル、セゾンもその

りました。バブル崩壊で使い道の無くなった立川の

威光を失いかけていたにもかかわらず、生き残った

ミシン工場跡地はあまりにも広大で、まだ次の事業

アートスペースはバブル期と変わらず海外有名作家

も未確定で、意外にも簡単に我々への賃借が決ま

ばかりを取り上げていました。我々のような若手日

りました。設立メンバー 5 人（須田悦弘、中村哲也、

本人作家を紹介するような場所はどこにもなかった

笠原出、藤原隆洋、中山ダイスケ）は、当初自分の

のです。スタ食のインフラ整備と平行して各メンバ

作品制作スペースを求めていただけだったので、単

ーの作品制作は軌道に乗り始めたところで、肝心の

純に場所の通称として「スタジオ食堂」と名付けた

発表の場がありません。また、スタ食のサイズが規

のが始まりです。広さ 1000 平方メートルの、まる

格外だったため、アトリエでのびのびと制作したも

で体育館のような巨大な元社員食堂跡を自分たちで

のを、発表のためにギャラリーサイズに合わせてス

リノベーションし、次第に間仕切りや共有スペース

ケールダウンするという奇妙な現象も起こりました。

も出来始め、ゆるやかな集合アトリエが出来上がり

当初我々若手作家が発表する場所といえばもっぱら

ました。当時の家賃は 40 万円で、雑費を含めると

銀座界隈の貸画廊で、バブル期に増えた貸画廊が崩

一人 8 万円以上の負担でした。

壊後も高額な料金設定のまま銀座に溢れていました。

美大生時代にバブル末期を経験し、アルバイトにも

当時 1 週間で 15 〜 30 万円ほどかかる貸画廊のシス

就職にもさほど苦労せず、危機感の薄かった作家予

テムは、プロを目指しながら日々アルバイトと制作
クリエイター集合アトリエの実験
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に追われる我々にとっては大きな負担でした。ハガ

追われる日々で、新しい作家を発掘することを職務

第二期 「活用」

中山がスカラシップによって渡米し、跡を引き継

キサイズの案内状数百枚だけでは当然集客できませ

だと考える人はまだまだ少なく、公共美術館の学芸

二期目のスタ食は、またもや食肉加工工場跡と、そ

いだ菊地敦己がプロデューサーとなってからは、さ

んでしたし、実際に友人と家族しか来てくれない一

員はあまり来訪してくれませんでしたが、フリーの

の社員食堂に使われていたプレハブでした。大きな

らにそのアートの社会化活動は活発化します。菊地

週間弱の展覧会は値段と見合いませんでした。メン

美術ライターや批評家、若手キューレター、まだギ

中庭スペースを囲うように大型倉庫 2 棟と事務所ス

はスタ食を単なる賃貸アトリエに留めるのではなく、

バーの多くが、同時期に貸画廊での発表を経験した

ャラリーを始めた頃の現在活躍中のコマーシャルギ

ペースを持ち、不特定多数の人の出入りが自由に許

現代美術に限らず多くの表現が可能なオルタナティ

事はその後のスタ食の方向性に大きく影響します。

ャラリーのディレクター達は沢山訪れてくれました。

されるスペースを得た我々は、第一期では実現でき

ブ・スペースとして展開し、アーティスト・イン・

贅沢な制作場所を確保し、徐々にネットワークを作

そうして少しずつ育ったネットワークの中から、メ

なかった展覧会やイベントを行うようになりました。 レジデンス化までをも視野に入れた運営を試みます。

り始めていた我々にとって、次の課題はいかに多く

ンバー達は各々コマーシャルギャラリーとの関係を

各々のスタジオスペースは縮小したものの、共有ギ

しかし作家メンバーの多くは、ようやくアート界に

の人々の前に作品を曝すか ? という事でした。せっ

築き、取り扱い作家となったり、国内外のグループ

ャラリーは街の商業ギャラリー並みの設備を作り周

定着しかけていた矢先だったこともあり、自分の作

かく大きな場所を確保しているのだから、スタ食で

展への参加が決まり始めます。

囲の住民にも親しみやすい場所を目指しました。そ

品制作とスタ食のオープン活用を両立することは困

展覧会を開き、都心の関係者を招待してみようとい

1996 年、マンション建設によって突如我々の立ち

れぞれのネットワークから新たなメンバーも加わり

難でした。「作家は自分の作品表現のみをもって社

う試みは自然に始まったと言えます。ちょうどロン

退きが決定します。短期間で新しい場所を探すた

ます。小金沢建人、フロリアンクラール、池田光宏、 会と関わればいい」「アートはもっと広く社会へ浸

ドンの「FRIZE」系アーティストの動向や、ベルリ

め、初めて共同で作品ファイルを制作し、あえて戦

ロンドン・ゴールドスミス帰りの眞島竜男と佐藤勲

透させるべきである」という 2 つの命題を残しつつ、

ンで空きビルをアーティストが占拠したという情報

略的に「グループ感」を強調したプレゼンテーショ

らアーティストに加え、グラフィックデザイナーの

98 年スタ食は方向性の違いにより解散しました。

も入ってくるようになると、
我々も積極的に「場所」

ンを試みました。「アートと地域文化、若者と活力」

菊地敦己（現在はアートディレクター、bluemark

スタジオ食堂は決して「結成」されたものではあり

を活用すべきだと考え始めました。とはいえ、第一

をキーワードに、地方自治体や各地の不動産業者へ

代表）、ライターで仏語通訳の沼田美樹（現在エル・

ません。アトリエ場所を欲して集まった作家の卵達

期のスタジオ食堂は厳しい管理施設内にあったため、 精力的に働きかけました。我々の転居地探しを記事

ア・タブール編集長）などの他、編集者、デザイナー、

が、各々にアートシーンと社会に対して起こした等

敷地内への入館手続きが面倒で、不特定多数の観客

として取り上げてもらったり、地元ケーブルテレビ

など多彩な顔ぶれとなりました。訪れる人々も次第

身大のアクションが重なっただけなのだと思います。

を招き入れることができません。そこで我々はピン

にも出演したりしながら、多角的にアトリエスペー

に増え、中庭は即席カフェとなり、常に人が集まる

もっと言えば、自然に集まったそれぞれの思惑が束

ポイントで興味のあるキューレターや学芸員に手紙

スを求めました。そうした結果、途中からメンバー

小さな文化施設のようでした。リーダーでありプロ

となり、外部の人々からの欲求とも合致し、奇跡的

を出し、直接招待するという方法をとりました。街

に加わっていたグラフィックデザイナーの坂東慶一

デューサーであった中山は、企業との関係作りやメ

な「場」と「時間」を成立させていたのでしょう。

のギャラリーには固執せず、共有スペースに作品を

のネットワークから、駅からは離れるものの、同じ

ディアへのスタ食の紹介などアートと社会を繋ぐ活

スタ食に関わったクリエーター達は、現在各々異な

設置したり、制作中の作品を見せることによるオー

立川市内に大きなスペースを得ることに成功します。

動に積極的で、作家が家賃を払うのではなく、文化

る分野で活躍しています。スタ食はまさに巨大な工

プンアトリエ的なプレゼンテーションを始めたので

1 日だけのグループ展「STARTS」を最後として、ミ

活動として自治体から支援を受けようと試みたり、

す。当時の多くの学芸員は所属機関での事務仕事に

シン工場跡地に別れを告げました。

企業の文化部との関係を築き始めました。97 年に

クリエイター集合アトリエの実験

場の大勢の工員達が、昼休みのひと時だけ集合する
「社員食堂」のようなものだったのです。

クリエイター集合アトリエの実験
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いうことが 議 論 の 対 象になるケースも 増えています。 横 浜 の 先
駆 的な 例を土台に全 国の 新しい動きを紹 介したいと思います。

略

保 存 的な活 用法ではなく、 もっと現 代 的な活 用が できないかと

（
団

されるケースが 増えてきました が、 一方 でそういった 建 物 群 を

動 / 街 ・ 建 築
・文
想 始

や 経 済 の 論 理でその 保 存 のハードルが上 がってしまい、 取り壊

構

明 治期の 建 物 はそれほど数はありませんが、大 正後 期 、昭 和 初
期 の 建 物 はまだ 全 国 に多 数 残 っています。 建 築 基 準 法 の 改 正

舞 鶴 赤 れ んが アートスクール 構 想 始 動

活動が評価され、明治の赤煉瓦建物 7 棟が国の重要

を行ない「舞鶴赤れんがアートスクール構想」を策

文化財に指定されることとなった。こうした国の認

定した。引き続き、「赤れんがアートスクール活用・

定、指定で近代化遺産の宝庫であることが認知され、

デザイン検討委員会」に名称変更し、この構想に基

今後の赤れんがを活かしたまちづくりを進める上で

づき、赤れんが倉庫群及び東港周辺のアーバンデザ

弾みとなるものと期待している。さっそく、舞鶴港

インと赤れんが倉庫群の具体的な活用方策について

市政記念館および智恵蔵の二棟については、舞鶴市

遊覧船が「海軍ゆかりの港めぐり」と銘打ち土・日・

検討を行った。

舞鶴市では 20 年ほど前から、戦争の遺物としてそ

から指定管理者として 2006 年より NPO 法人赤煉瓦

祝日に運行を始めた。これは海から海軍ゆかりの造

その整備内容は、舞鶴港を中心とした歴史的遺産の

れまで見向きもされなかった、明治から昭和初期に

倶楽部舞鶴（2000 年 8 月法人認証、以下、赤煉瓦

船所、海上自衛艦、赤煉瓦倉庫などを巡るもので、

価値を確認したうえで、赤れんが倉庫群に隣接する

かけ建てられた赤煉瓦建造物を、まちづくりに活か

倶楽部という）が管理運営を任されている。これら

アイデアが受け、観光客に喜ばれている。

臨海部全体のまちづくりの中で、赤れんが倉庫の役

そうという市民運動の高まりが行政を動かした。取

3 棟のコンヴァージョン（再生活用）に要した額は、

り壊しを予定していた二棟の赤煉瓦倉庫を、見事

約 24 億円である。旧海軍倉庫の再生による異空間

にユニークな「赤れんが博物館」（延床面積 842m2）

が、アート空間としてアーティストに注目されだし

明治の旧海軍の面影を残す象徴的な場所である北吸

として、また、市民の交流の場として「舞鶴市政記

た。今では、「赤れんがの街・舞鶴」としてのイメ

地区の赤煉瓦倉庫群を「赤れんがパーク」として整

プロムナード、倉庫やワーフと一体となった広場な

念館」
（延床面積 1,204m2）に再生された。赤煉瓦

ージに転換したと言える。

備しようと舞鶴市は動き出した。今後の整備対象

どの環境整備を行う必要性を強調している。

の赤れんが倉庫 5 棟の総床面積は約 7,300m2 で、改

2009 年から環境整備に着手し、今後 4 年程度で新

修済 3 棟の床面積を加えた総面積は約 10,870m2 と、

たな文化の創造空間を完成させる予定で、公園など

馬 場 英 男 / 赤 煉 瓦倶 楽 部 舞 鶴

「赤れんがの街・舞鶴」へイメージ転換

建造物が、舞鶴市の個性を象徴するものとして脚光
を浴びることとなった。
また、2007 年 4 月には、市政記念館西隣の民間所

2007 年 11 月には、経済産業省がわが国産業の近代

の魅力的な環境を最大限に引き出すため、遊歩道や

環境整備と建物の耐震化に要する費用として約 15
億円を見込んでいる。

化に大きく貢献した「近代化産業遺産」を認定した。

ぼ同面積の規模を誇り、今後多様な用途に使用可能

る智恵蔵」
（延床面積 1,521m2）として再生させた。

その狙いは、今後の観光の周遊コースとしての活用

である。

や、歴史的な役割を検証することで、地域経済活性

舞鶴市はこれまでにない画期的な計画を策定しよう

設当時（1902（明治 35）年）の姿そのままに残し、

化のアイデアづくりに役立てる一助になることにあ

と、
「舞鶴赤れんが倉庫群保存・活用検討委員会」（委

先人の智恵を継承し、育む場として活用し、オープ

る。この中に舞鶴市の建造物16件が認定されている。

員長・北沢猛東京大学教授）を 2007 年 9 月に発足

ン 1 年目には来館者が 5 万人を突破した。ちなみに、

さらに、2008 年 6 月には、官民一体となった保存

させ、約半年かけ、市民公開での 5 回の検討委員会

歴史的建造物の保存活用

である赤れんが倉庫や北吸赤れんがワーフ（入り江）

横浜赤レンガ倉庫 2 号館の延床面積 10,755m2 とほ

有の赤煉瓦倉庫（旧海軍弾丸庫）を取得し「まいづ
「舞鶴の近代化遺産」を象徴する建物として、建
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赤れんがを活かしたまちづくり

割を明らかにしまとめている。中でも、近代化遺産
「赤れんがパーク構想」検討

「赤れんがアートスクール構想」がめざす文化創造
の場づくり
1 世紀を経てきた倉庫群の中で、自分たちで考えて、
新たなものをつくりだしていくスクール的な機能を
歴史的建造物の保存活用
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持たせたいとの想いから、赤れんが倉庫群の保存・
活用の方策を、
「舞鶴アートスクール構想」とネー
ミングしている。アートの語源には、
「芸術」はも
とより、
「人間が作り出していくすべてのもの」と
いう意味がある。赤れんが倉庫群の活用にあたって
は、4 つの機能を考えている。まず第一は、舞鶴か
ら芸術・文化といった新しい要素を創って発信して
いく機能、第二には、次世代のために、子どもの創
造的な力を伸ばしていく機能、第三に、近代化遺産
を市民の身近なところに豊富に持ったまちとして、
近代化のあゆみをきちんと伝えていく機能、第四に、
舞鶴の豊かな食材・食の文化を市民・観光客が楽し
んでいくことができる機能である。
さらに、活用の基本的な考え方は、第一に、都市文
化の創造とし、舞鶴の新たな文化創造の拠点として、
市民活動を通じた文化力向上を目指す。具体的には、
アート活動、ものづくり、文化、教育、体験機能な
どを充実させ、市民が創造活動の現場に出会える機
会を創出、また、アーティストや職人等と、市民や
地場産業の連携等による新産業創造の場を創出する。
第二に、賑わいの創出とし、舞鶴の新たな集客交流
施設として、また日常的にも市民が集う賑わいの創
出を目指し、観光利用及び市民利用の物販機能、飲
食機能のほか、人の動きの見える場づくりを進める
としている。

2002 年の伊勢崎市黒羽根内科医院旧館の曳き家移築イベント

今後の展開
今後については、赤れんがアートスクールを運営す
るセンター機能の設置、民間投資を誘引する環境整
備、アートスクールの社会実験と全国への情報発信
などを進めることが必要となる。中でも、社会実験
を運営するアートコーディネーター等の人材の確保

街・建 築・文化 再生 集 団（略 称 RAC ）とは
“ Stock and Create ” の 旗 印 の下に
中 村 武 / 街・建 築・文化 再生 集団（RAC）

により、多くの市民や活動団体と連携し、倉庫群周
辺およびウォーターフロントを活用したアートイベ
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ント、アーティストインレジデンスなど社会実験を

設立の経緯

街並や都市周辺部に開発された分譲地の中に辛うじ

行い、赤れんが倉庫群および周辺の魅力、可能性を

1998 年末、後藤治氏（現工学院大学教授）の「こ

て点在し、何時失われても可笑しくないような状況

向上させることが求められている。

れからの歴史的建築物の保存・活用、さらに、まち

でもある。さらに、都市計画事業や区画整理事業が、

今後数年の社会実験に際しては、広域的に全国のア

づくりの担い手は、市民と市民の目を持つ NPO で

まちづくりと称してかつての街や歴史的建築物を歴

ーティストとも連携し、智恵と協力を集め、資金調

す。」との示唆から、星和彦（現前橋工科大学教授）

史と共に消し去ろうとしている。それらを失うこと

達して地域を巻き込んで実際に行動し、公益的で経

を先頭に、私たちは 1999 年 4 月に NPO 法人 RAC を

は、私たちが生きてきた証と次世代に継承すべき地

済的な効果を継続的に地域社会に還元する仕組みづ

設立した。

域特有の文化と、地域の歴史を踏まえた新たな文化

くりの構築に取り組み、オンリーワンの新しい文化

メンバーは、建築家・研究者を中心とし多岐にわ

創造の場づくりを目指すことになる。この構想実現

たっている。テーマは、歴史的建築物や景観等の保

私たちは、“Scrap and Build” といいながら壊し続け

に向け市民組織赤煉瓦倶楽部としても舞鶴市と両輪

存・再生を通じて、市民の歴史や生活文化を活かし

てきた反省から、蓄積されてきたものを基礎にこれ

となって推進していきいいと考えている。

ながら地域コミュニティを市民の力で再生すること

からを創造していく “Stock and Create”、それが 21

にある。RAC が活動を始めた地域は何処にでもある

世紀のまちづくりと考えた。今、声高に叫ばれてい

地方中核都市である。歴史的建築物は、雑然とした

る循環型社会・共生の社会へ向けた地域コミュニテ

歴史的建造物の保存活用

創造の場を失うことにほかならない。

歴史的建造物の保存活用
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ィ再生の方途は、“Stock and Create” という中にあ

る事が出来たと思う。その後も市民の施設として有

フィールド（養蚕集落と養蚕文化）とは違うが、こ

ると思っている。

効に活用されている。

れからの活動に大きな示唆を与えて貰ったような気

様々な地域からの情報では、まちづくりに地域の歴

がしている。これらの活動は、地域の歴史に根ざし

歴史的建築物と景観

史や文化、個性有る地域資産を核に進めるという方

た新たな文化創造の活動である。

RAC が考える歴史的建築物や景観とは、指定文化財

向は、いまや常識化している。RAC の活動はこの常

これからは、私たちからも刺激を与えられる活動を

級の建築物だけを指すのではなく、長屋や戦後のバ

識を普及させることでもある。

発信したいと思っている次第である。

市民の生活文化が息づいている場所全てを指す。そ

自治体との協働

RAC のこれから

れは、地域の伝統文化や現代にも通じる先人たちの

RAC は設立当初から自治体に企画提案を行い、協働

近々のテーマは「養蚕文化」が中心となる。ここ数

知恵が、建築物を始めとして隣近所の付き合いや路

は上手くいっていると思っていたが、これは、信頼

年続けている群馬県の山村に残る養蚕集落景観の保

地裏の喧噪の中に埋め込まれていると思えるからで

関係で結ばれていた担当者の異動と共に協働事業は

全と継承から、今、辛うじて生きている養蚕を次世

ある。

消えていった。

代に伝えることができるか、RAC には重すぎるテー

私たちの周辺には、いまだに戦前の軍需工場の工員

地方に於いては NPO 活動に関しての理解度は低い

マになるが研究して行こうと考えている。そして、

社宅や戦後の劣悪な状況の中で建てられた戦災復興

ようである。一般的には無償のボランティアの延長

「養蚕文化」の継承だけでなく、“Stock and Create”

住宅が健全な状態で、健康な環境の中で使われてお

上にあるとの考え方が主流である。また、NPO 法

の旗の下、新たな文化創造を目指して行きたい。

り、明治から大正期の長屋やアパートも現役である。

人を使いやすい下請けと思っている行政担当者がい

刻まれてきた歴史と住人（高齢者の方が大部分であ

たり、全てを否定するわけではないが、企業と入札

ラック、かつてガキ大将が飛び回っていた路地裏等、

る）を含めて残すべき歴史的景観と見なしても良い

で争う NPO 法人がある。

と思っている。

RAC の活動領域に於いては、自治体との真摯な協働
作業を行うには、まだ時間が必要である。

活動の内容
活動は、まちや集落の中にどの様な歴史的建築物や

NPO 活動の目指すこと

景観が存在するか、また、それがどの様な状況にあ

NPO の使命は、公共（自治体）と市民の間を埋め

るか調査を行うことから始めた。地域の宝探しで

る役目だけでなく、積極的な政策提言と成熟した市

ある。設立時から 2005 年まで、RAC の企画を基に、

民社会醸成のために必要な人材育成にあると考えて

労働省（現厚生労働省）の緊急地域雇用特別基金事

いる。活動は 11 年目に入るが、RAC は十分に機能

業を活用して、数カ所の市町村の調査や歴史的景観

していたと思っていない。特に人材育成に関しては

を活かしたまちづくり提案等を行った。高崎市では、

失敗と言わざるを得ない。要因としては、活動理念

約 7600 棟の歴史的建築物を確認し、調査結果を基

の不徹底の下で、教育プログラムも持たずに安易に

に市民と共にまちづくり方針策定等を行うこととな

協力を求め、事業の進捗を図ったことにあると考え

った。

ている。事業終了と同時に、多くの人たちが人材と

また、毎年県内各地で研究集会を開催し、シンポジ

して育つ前に活動から離れていった。しかし、RAC

ウムや見学会・まち歩きや写真展等による歴史的建

の活動を通じて、全国に多くの理解者や仲間ができ

築物等の保存・活用のための市民への啓発活動、歴

た。これを糧に新たな活動に踏み出すつもりである。

史的建築物を国の登録有形文化財に登録するため
の調査・推薦（2008 年現在 35 件登録）
、公益財団
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BankART1929 の「集まれ ! アーティストイニシア

からの助成による調査研究（近年は養蚕集落調査）
、

ティブ」に参加して BankART1929 の池田修さんと

建築物の耐震相談等の実質的な保存・再生を NPO

は、RAC の 2007 年研究集会「甦れ麻屋デパート」

活動として続けている。

にご参加頂いた以来のお付き合いである。この研究

出色の成果としては、伊勢崎市指定重要文化財黒羽

集会は、現在は廃屋状態となっている昭和 9 年に新

根医院旧館の曳き家イベントがある。文化財建築物

装開店された呉服店の本館が、登録文化財に答申さ

の移築を、市民参加の曳き家イベントにして公開す

れたことを機に、保存再生を議論するためのシンポ

ることを提案し、伊勢崎市・警察・東京電力・通り

ジウムであった。

道にあたる銀行・市民団体等の協力により曳き家移

「集まれ ! アーティストイニシアティブ」では、様々

築が行われた。工事の準備段階から市民も参加する

な活動を目の当たりにして RAC の位置を知ること

ことにより、今まで堅苦しく思われていた文化財が、

ができたと考えている。特に横浜の岡部友彦さんと

市民共有の財産であり、身近なものとの認識を高め

福岡の野田恒雄さんの活動は、私たちの現在の主な

歴史的建造物の保存活用

2007 年度研究集会
「甦れ麻屋デパート」見学会
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日本の住まいを意識した内装を施しました。具体的

住感覚はそんなには変わらない。それは歴史的には

には展示室は土壁、和紙を貼り遮光した格子戸、漆

まだまだかつての住空間の延長にあるというのが私

喰壁、和紙を貼った板壁などで構成されています。

たちの見方であり、その意味で歴史的建造物、とく

そのため展示作業は楽ではありませんが、かつての

に住宅空間をギャラリーとすることの意味を考えて

日本の住まいは実際そのような多様な壁（襖や障子

きました。

も含む）でできていました。絵屋では建物の構造体

新潟絵屋は改装で住空間に近づけようした一例です

である柱も壁に隠されない真壁としています。その

が、洋室 2 室、和室 9 室からなる砂丘館では文字通

点でも古い日本の住まいに近い姿になっています。

り古い住まいそのものをギャラリーとして活用する

そうした理由は単純ではありませんが、一つには発

ことになりました。実はこの建物は奥に大きな蔵が

足当初より絵（額裝された絵）を住まいに入れるこ

あり、そこがギャラリーに改装され企画展の主会場

とを画廊の仕事のひとつと意識したためです。かつ

となっているのですが、住まい部分の洋室や和室

ての日本の家には床の間＋軸装された絵、ふすま絵、 （場合によっては庭）も合わせて使われます。床の
屏風絵などの形で住まいに絵が入り込み、その需要

間や長押の回された土壁などに囲まれた部屋に、額

に応じる町絵師という職業が存在していました。そ

裝された絵や「現代アート（あまりしっくりこない

のような絵師を現在のアーティストとしての画家と

言葉ですが）」が置かれる（掛けられたり、文字通り、

そっくり重ねることはできませんが、ともあれその

置かれる）
。その難しさや抵抗感、あるいは面白さ

ような形で絵は日本人の生活とともにあったわけで

を体験しながら、改めて「作る人」が百数十年をか

す。しかしずいぶん姿を変えてきた現在の住まいに

けて押し進めてきた日本の絵意識の解体が、住まい

その現在の絵の主要な形である「額裝された絵」が

の中でそれを「見る人」の場においてはほとんど放

同じように入り込んでいるかと言えば、そうではな

置されてきたのだということを、日々再確認してい

い。それでは軸装された絵、ふすま絵、屏風絵など

る現在です。

が継承されているかといえばこれもそうではない。
かつて「作る人」の側で「絵画の危機」や「終焉」
が語られた時代がありましたが、それとは異なるレ
砂丘館の座敷に飾られた木下晋の鉛筆画と佐藤公平の陶作品

ベルで日本の絵は実は大きな危機に瀕しているよう
に見えます。この問題は考えると案外に深い。「額
裝された絵」というもの自体、もう過去のものだと
する考えのあることを承知していますが、しかし歴

住 空 間と絵 ― 新 潟 絵 屋と砂丘 館の 場 合

史的に振り返ってみれば現在「平面」と称される「額

大 倉 宏 / 美 術 評 論 家、 新 潟 絵 屋、 砂丘 館

た「現代アート」さえも、実は額裝された絵の延長

縁から放たれた絵」も、さらにその平面から放たれ
にあると考えることもできます。そのような意味で
額裝された絵の現在の問題は、今の美術の問題自体
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新潟絵屋は 9 人のメンバーが 2000 年 6 月新潟市内

となり、同年より新潟市が所有する旧日本銀行新潟

に残る大正時代の町家のミセ（かつては米問屋の店

支店長役宅（昭和初期建設の近代和風住宅）を文化

舗だったとのこと）を改装してスタートした企画画

施設「砂丘館」として管理運営する指定管理者の一

廊（企画展のみを行う画廊）です。メンバー（運

員（自主事業担当）として企画展を中心とした催し

営委員、現在は 11 人）の職業は建築家、家具職人、

を開催しています。

デザイナー、大工、写真家、美術評論家、俳人、イ

新潟絵屋も砂丘館も「歴史的建造物」ですので、そ

ベントプロデューサー、雑誌編集人など。月に一度

の点では古い銀行や倉庫を再活用しているBankART

の会議で運営、企画について話し合い、月 3 回を基

とも共通点があります。しかし当然ながら違う点も

本とする企画展を中心に活動してきました（企画展

あります。そのひとつは新潟絵屋や砂丘館が住まい

は 2009 年 3 月末現在で 267 回になりました）
。一つ

の空間であるという点です。厳密に言えば新潟絵屋

の特色として案内状に企画者の名前を明記すること

は住まいではなく町家の住まい部分（現在はありま

がありますが、これはこの画廊が「作る人（アーテ

せん）と連続した店舗部分だったのですが、事務所

ィスト）
」ではなく「見る人」によって運営される

仕様に変更されていた旧状を改装するにあたって、

場であることを示すためです。2005 年に NPO 法人

ホワイトキューブにするのではなく、逆に伝統的な

歴史的建造物の保存活用

と実は深く関わっているのだと考えます。住まいと
いうかつて絵を迎え入れていた場から絵が姿を消す
一方、美術学校などは絵を描く人（アーティスト）
を大量に育成してもきたわけで、住まいに替わる器
として展覧会や今日のさまざまなアートスペースが
作られてきたのだとも言えるでしょう。しかし売買
という行為の伴うことの少ないそれらの場が、かつ
ての町絵師のように生業としてのアーティストを成
り立たせてきたかと言えばそうでもない。新潟絵屋
は画廊の仕事を展覧会を開催し絵を売ることにとど
まらず、絵を現在の住まいに入れるということを意
識の隅に常に置いて活動してきました。現代の住ま
いはかつてとはすっかり変わったという見方もある
でしょうが、額裝された絵と同様に、姿を変えても
歴史的建造物の保存活用
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この章では行政が主導で行っている事例の総括も含めてレジデン
スプログラムとして独自な展開をしている施設を紹介します。

大

で気づかなかった様々な眠っている時間と空間が開きはじめます。

ら

らがそこで生活し、地域の人たちと対話がはじまることで、それま

か

との中に潜む可能性を見ようとする視 線を持ち込むことです。彼

A I R /小さなア
ート
よる
の
Cに

アーティストが街に住むということは、生活や風景の他愛のないこ

して、生活も発表のチャンスも厳しい若いアーティ

これら地域のアート活動に参加した海外のアーティ

ストのことを考える時、AIR やギャラリーはいった

ストには、異文化を知る良い機会となり、生活者と

い誰のものなのかと常に自問しています。AIR では、

しての共通性や相違などを感じ、大きな刺激を得て、

アーティスト自身の意思による滞在計画を第一に尊

帰国後それぞれの地域や社会へ、アート活動を広げ

重し、一人一人の多様なニーズに答えるため、きめ

るきっかけともなっています。ここでの活動体験の

細かくフレキシブルな対応を心掛けています。滞在

成果が、地域社会へ、世界へ広がり、街と街、人と

の目的がスムーズに進められるよう、地域のネット

人を繋いでいきます。

ワークによる専門的・人的サポートを充実させ、ア

最後に、Res Artis のことをお話ししたいと思います。

ーティストの日常生活や、活動のバックアップに努

Res Artis, Worldwide Network of Artist Residencies

力しています。また、アーティストの希望があれば、

とは、世界 50 カ国以上、240 以上の AIR 実践団体な

地域でのワークショップ、展覧会・講演等の活動機

どで構成される国際的ネットワークです。1993 年

会もあります。ギャラリーでは、国内のアーティス

ベルリンで設立、AIR の実践を通し、芸術創造や文

トが、自主的な活動として主に現代美術の展示を定

化政策への提言、アーティストの移動・創作の活性

期的に行なっていますので、相互交流も容易です。

化を目指し、隔年のペースで世界各地を持ち回りと

AIR に滞在する海外のアーティストとギャラリーで

して総会が開かれ、活動の向上、交流などを積極的

展示する国内のアーティストが、其々に刺激しあえ

に展開しています。昨年 2008 年は第 10 回の総会が、

るような交流や協働の機会を大切にしています。こ

本部のあるアムステルダムで開催されました。これ

れまでに、20 カ国地域から、150 名のアーティスト

までにも欧州の各都市で開催され、2010 年は、カ

を迎え、数々の交流プログラムが滞在と交流を通し

ナダ・モントリオールで開催される予定です。海外

て派生していることを考えると、アートに国境は無

のさまざまな形態の AIR 活動の存在を知り、これら

いと実感します。

の活動に積極的な参画をすることで、国境を超えた

2002 年より地域に溶け込んだ活動として、地元の

国内外のアーティストの活動の実態を、より多くの

アーティストや関係者との協働で、身近にアートが

日本の若いアーティストが体験することを期待した

受入れられるような環境づくりを活発に行っていま

いと思います。そのためには、Res Artis への参加や、

す。たとえば、近隣の都立公園で、野外アート展「ト

日本国内の活動が広く認知される工夫が必要だと感

ロールの森」、小学校の土曜日教室でのアート創作

じています。

教室「アートキッズ」などの地域に根付いた活動です。
「トロールの森」は、難解と思われがちな現代美術を、
小林史子 @ 遊工房ギャラリー

身近な環境の中で、できるだけ多くの方に見て知っ
ていただこうと、始まった野外美術展です。都会の

小さなアートの 複 合 施 設 から大きな可 能 性を !

オアシス、善福寺公園で毎年国内外の若手作家によ

遊工房アートスペース www.youkobo.co.jp
ResArtis www.resartis.org
NPO 支援機構すぎなみ www.nposuginami.jp

るユニークな造形達が、会場を行き交う人を楽しま

― 元 診 療 所 兼 結 核 療 養 所、今 は、アー ティスト・イン・レジ デンス

せ、考えさせ、日常生活のささやかなスパイスとし

村 田 達 彦 / 遊 工 房アートスペース

主導の企画、公園を利用する住民や鑑賞者との対話、

て定着してきました。この活動では、アーティスト
国際交流を柱に、地域活性化のシンボリックな動き
となるよう、住民、観客、アーティストなどの接点

遊工房アートスペースは、都内としては希少な、緑

連資料をそろえ、独自データベースの検索やインタ

豊かな武蔵野台地の端、杉並区の住宅地域に在りま

ーネットを自由に活用できます。

す。ギャラリー、創作スタジオ及び滞在施設を備え

建物は、70 年代まで診療所兼結核療養所として、

て、
アーティスト・イン・レジデンス・プログラム（以

また 80 年代からは、芸術活動の場として、多彩な

下 AIR と略します）を行なうアートの複合施設です。 アート活動やアートを通したコミュニティ活動を展

96

ここでは、国内外のアーティストが、東京という魅

開してきました。活動の成果は地域を越えてアート

力的な都市に滞在しながら活躍を広げる機会をつく

を通した諸活動へと拡がっています。

り、地域の人々が、さまざまな分野のアートを身近

私達は、自己の表現活動に真摯に取り組む、特にク

に触れることができます。ギャラリーに隣接したラ

リエイトするアーティスト（Creative Artist）、生活

ウンジでは、美術関連の書籍の他、国内外の AIR 関

費を稼ぎながら制作を続けているアーティスト、そ

アーティストインレジデンス

を意識的に設けています。小さな規模ではあります
が、“住宅地の中にある開かれた都立公園” を生かし、
特徴となっています。
「アートキッズ」は、創作プログラムとして、地域
の子供たちが、国内外のアーティストと一緒にアー
トに触れ、創造性を高める試みとして、地域の多く
の子供たちが参加しています。7 年前、公立学校に
5 日制が導入され、土曜日の子供たちの過ごし方が
議論され、文化芸術スポーツ活動への積極的な取り
組みとして開始しました。

Dutch Artists@ トロールの森野外アート展
アーティストインレジデンス
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インタークロスクリエイティブセンター（ICC）と

のアパートを二部屋保有しており、施設面も官民ミ

の関係

ックスした分散型 AIR となっている。

S-AIR と行政との関係を説明するために、事務所を
置くインタークロスクリエイティブセンター（ICC）

官民共生の問題と対処

の施設の特性を述べる必要がある。ここはさっぽろ

この施設の一番のキーポイントは、市が経営して

産業振興財団が管轄するクリエイティブビジネスの

いながら 24 時間使用可能としたことだろう。行政

インキュベーションである。市の経済局系の施設に、

と民間が一日中同じビルにいることもあり、同じ

日本では文化系とされている AIR 事業が入っている

建物で共同生活しているような感覚を覚えること

というのがひとつの特徴である。一階に市側（さっ

がある。

ぽろ産業振興財団管轄）の事務所があり、この施設

しかし、設立当初は様々な官民共生におけるルール

を管理運営している。二階以上は、民間のテナント

づくりの戸惑いが見られた。例えば、廊下の照明が

事務所が 20 室以上あり、その他に図書室やミーテ

市の職員の退出時間の 6 時に消されたり、施設管理

ィングルーム、大型プリンターも含むコピー室など、 と称し、テナントの部屋に無断で入って台所の汚れ
いくつかの共有施設がある。

をチェックするなどということもあった。市側の管

スタート時は申請書手続き以外、経済面などの地元

理が強すぎた場合は、当然、民間テナントに反発を

行政支援をほとんど受けられず、民間主導の組織体

くらう。共有部分の消灯については市側の職員が帰

として始動した S-AIR だが、平成 13 年より、この施

宅する 6 時以降、夜中に共有スペースの照明がつき

設（ICC）の設立に際し、事務所を移転。元教育研

っぱなしという管理面の問題も会ったため、ML で

究所を転用した建物の 4 階、理科室と準備室を事務

討議し、現在では遅く残ったテナントが自主管理す

所兼スタジオとして借用。タイアップ事業として無

ることになる。また、設立当初は市職員は正装して

償提供を受けている。また、平成 17 年度から AIR

いたのだが、民間のコーディネーターが事務局に入

事業に関しては、助成金申請の関係で主催を ICC 側

ったこともあり、いつのまにかほぼ全員私服に変わ

に受け入れていただき、S-AIR が主として運営する

っているのもおもしろい。

という恊働関係になってきている。
ここは、一般テナントは市価より安い料金で賃貸す

官民長屋としての ICC

るのだが、基本的には学校のように三年で退出する。

同じ建物で長い時間共に過ごして、恊働の仕事をし

クッションのためにいくつか空き部屋があり、その

ていると、いつのまにか長屋のように情も通うよう

うちの二部屋をスタジオとして借用しているが、基

になる。そして、お互いの悩み事や足りない部分を

官民 共 生は可 能 か ― S-AIR ＋ ICC による AIR

本的にフローティング（固定していない）スタイル

少しずつ理解できるようになってくる。

で、ICC 全体の空き部屋状態と作家の特性、希望（広

われわれアート NPO の一番の悩みのひとつは“経済”

柴 田 尚 / S-AIR

さ）や位置などでその都度場所が変化するのだ。創

問題だ。とくに助成金を受けている団体が多いため、

作における音や匂いなどが隣室テナントと相性の悪

特にランニングコストの確保は大きな負荷である。

い場合に他の部屋に移動できたりすることもある。

欧米の文化助成は事前に受け取るものが多いようだ

住居は、そこから自転車で 15 分。都市近郊に民間

が、日本は一般企業のように事後収入がほとんどだ。

円山動物園との交流

スノースケープモエレ IV

アーティスト・イン・スクール

NPO 法人 S-AIR は行政、自治体、企業とのパートナ

滞在制作と、4 名の地元作家の海外派遣を行ってい

ーシップ、そして自主事業など様々な事業により運

る。年間ペースとしては、2、3 ヶ月間滞在者が 4

営されている。ここでは事務所を置くインタークロ

〜 6 名、派遣 2 名というところが近年の基本ライン。

スクリエイティブセンター（ICC）との関係を中心

招聘対象は設立当初の現代美術専門から、現在では

に、恊働する AIR（アーティスト・イン・レジデンス）

ウェブデザイナーや、映画監督など、受け入れ作家

事業がどのように運営されているかを解説したいと

の幅が広がって来ている。また、学校の空き教室に

思う。

アーティストが転校生として通うという北海道型ア
ーティスト・イン・スクール事業や、冬の公園活用

NPO 法人 S-AIR の活動

をテーマとした SNOWSCAPE MOERE や、まちの除

平成 11 年、札幌市内の芸術関係者を中心に札幌ア

雪問題と関わった SAPPOROII などの文化事業も行

ーティスト・イン・レジデンス実行委員会として設

っている。

立。その後、平成 17 年に NPO 法人化。中心となる
アーティスト・イン・レジデンス事業は、現在ま
での 10 年間に 27 カ国、57 人のアーティストの招聘、
98
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当然、活動が大きくなればなるほど、大きな立替金
が必要となる。ときおり、銀行などから借金をする
団体もあるが、まだまだ経営基盤が脆弱な日本のア

行 政 主 導 のアー ティスト・イン・レジ デンスの 実 例
村 田 真 / 美 術ジャーナリスト

ート NPO にとって、高額のランニングコストの確
保はかなりのハードルとなる。
S-AIR の場合、たまたまパートナーが経済局系だっ

アーティスト・イン・レジデンス（以下 AIR と略）

たこともあり、相談してみたところ、彼らにとって

といえば、欧米などではアーティスト主導の NPO

活動の中心になることを願って命名されたという。

この問題解決はそれほど難しいものではないとのこ

による運営が一般的だが、日本では行政主導型の

発端は、91 年に取手校地を開設した東京芸術大学

と。われわれへの支払いを一時立替払いにしてくれ、

AIR が少なくない。行政主導であれば経済的な面も

学長だった日本画家の平山郁夫が、茨城県知事と対

年間 8 回くらいの分割払いの方法を採用。この処置

含めて運営が比較的安定している反面、「アーティ

談したとき、平山の所属する日本美術院がかつて同

でわれわれはそれまで 3 年間苦しんでいた借金と資

スト」という不確定的な人種を相手にする事業だけ

県北部の五浦に拠点を移して共同生活を送ったこと

金ショートの重苦しい問題から解放されるのだ。

に、お役所仕事になじまない部分があるのも事実。

があり、同様の芸術村をつくってはどうかと進言し

反対にわれわれが施設のためにできることとしては、

にもかかわらず、90 年代なかば以降ここ 10 数年の

たことだ。茨城県としても、筑波大学芸術学群に加

公的に活動を公開することだ。

あいだに各地に AIR が設立され、それなりの成果を

えて東京芸術大学が取手に来たことで、芸術分野で

この施設にはとても視察者が多い。ICC 自体は経済

挙げてきたことは高く評価しなければならないだろ

も世界に発信していこうという気運が高まっていた。

をテーマにしているのだが、市が関わっていること

う。以下に、行政主導型の AIR の実例をいくつか挙

場所は県内で首都圏にもっとも近く、廃校となった

もあり、公共的な側面も持つ。しかし、テナント側

げてみる。

ある。ここが国際的な芸術家の登竜門になり、芸術

小学校の校舎が再利用できる守谷町に決定。05 年
にはつくばエクスプレスも開通し、ますます東京と

はオフィスとして借りているわけで、
「公共」とい

の距離が縮まった。

う意識がほとんどない。当然、視察にも自らの仕事

アーカスプロジェクト

が優先となり、いつでも外部のお客さんを受け入れ

まずは、茨城県が主導するアーカスプロジェクト。

招聘アーティストは毎年 5 人前後で、欧米とアジア

られるわけではない。また、コンピューター上の仕

ここは日本の AIR では早い時期に設立され、以後

からそれぞれ 2 人ずつ、日本から 1 人という割合だ。

事が多いので、視察者に活動内容が伝わりづらい。

続々と誕生するレジデンス・プログラムのお手本と

これまでアメリカ、フランス、台湾、タイ、インド

S-AIR は視察には積極的に協力し、無料の印刷物を

なったもの。

ネシア、ドイツ、カナダなどのアーティストが滞在。

常時用意し、AIR 滞在作家にも協力してもらい、で

県南部の守谷町（現在は市）で AIR のパイロットプ

そのなかからドミニク・ゴンザレス・フォレステル、

きるだけ生の情報を公開するように心がけている。

ログラムが始まったのは 1994 年のこと。翌年から

テレジータ・フェルナンデス、島袋道浩ら国際的に

また、ときおり、トークショーをしたり、展覧会や

99 年までパイロット事業として実施され、2000 年

活躍するアーティストも巣立っている。

ワークショップをしたりして、なるべく公共に活動

からアーカスプロジェクトとして本格的に稼動して

当初は推薦委員の推薦したアーティストのなかか

を開くようにしている。

いる。ちなみにアーカス（ARCUS）とはラテン語で

ら選考されていたが、03 年から公募制が導入され、

「門」の意味で、
「アート＋フォーカス」の造語でも

世界中の応募者のなかから選考委員が決定するシス

官民のパートナーシップによる AIR
AIR は様々な運営法が可能だと思われる。S-AIR で
は官民どちらかが上の立場でなく、お互いの苦手な
部分を補完し合えるようなパートナーシップによる
AIR を今後も模索していきたいと考えている。

インタークロスクリエイティブセンター（ICC）
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テムになった。滞在期間は毎年晩夏から冬にかけて

ィストでなければ選ばれない。部屋に閉じこもって

境のなかで創作活動に集中できる点はアーカスと異

の 4 〜 5 カ月間。教室を改装した 5 つのスタジオと、

油絵を描いてるだけのアーティストはお呼びでない

なるものの、ワークショップやレクチャーを催した

近くのアパートが借りられ、渡航費、宿泊費、制作

のだ。こうした傾向も、多かれ少なかれ行政主導型

り、地域イベントに参加して地元の人たちとの交流

費などの経済的助成のほか、専門スタッフによる人

AIR の特徴といえる。

が求められる点は共通する。とくに近年は予算削減

的支援も受けられる。また、滞在中の記録として活
動記録集も作成・配布される。こうしたシステムは
多くの行政主導型 AIR で共有されている。
運営主体は茨城県で、財団法人地域創造や文化庁な

もあり、こうした地域還元型の交流プログラムが重
秋吉台国際芸術村
「芸術文化の創造と発信」の場として、美術だけで
なく音楽、ダンス、演劇などの多ジャンルに対応で

視される傾向にあるようだ。また、アーカスとは違
って充実したハードがあるので、ホールやスタジオ
などのレンタルもおこなっている。

どからの助成をはじめ、ACC（アジア・カルチュラ

きる秋吉台国際芸術村がオープンしたのは 98 年の

ル・カウンシル）や各国大使館などの海外連携機関

こと。その施設の核となる事業が AIR だ。運営主体

国際芸術センター青森

の後援、民間企業からの協賛により運営されている。

は山口県文化振興財団。

秋吉台とは正反対の本州の北端に位置する AIR が

01 年からディレクター制が導入され、これまで辛

山口県秋吉台といえば鍾乳洞で知られる町。山口宇

美沙、帆足亜紀、遠藤水城らが歴任。レジデンス・

部空港から車で約 1 時間、JR 新山口駅からも 40 分

プログラム以外にも、アーティストや市民が参加で

かかる秋芳洞にほど近い山あいの傾斜地に、磯崎新

きるさまざまなイベントを企画してきた。

設計の立派な建物がデンとひかえる。32 ヘクター

新しい芸術文化をつくりあげることを目的としてい

このようにアーカスは典型的な行政主導型の AIR と

ルの広大な敷地に本館と宿泊棟が連なっている。本

る。浜田剛爾館長によれば、
「ACAC はコミュニケ

いえる。そのため設立目的も地域貢献に主眼が置か

館は約 300 人収容のホールをはじめ、ギャラリー、

ーションを媒介とする『人間美術館』といってもよ

れている。
『アーカスプロジェクト 10 周年記念誌』

スタジオ、研修室、楽屋、カフェなどが入り、宿泊

いだろう」とし、続けて「美術館というより精神の

をひもとくと、その「目的」の冒頭に、
「アーカス

棟は和洋合わせて 36 室、最大 100 人が泊れる。

工房」と位置づけている（AIR プログラム 2007/ 秋

プロジェクトは、若手芸術家の招聘・創作活動の支

秋吉台では 88 年から毎年「秋吉台国際 20 世紀音楽

援を通して、地域の人々が世界の最先端かつ多様な

セミナー & フェスティバル」を開催し、世界的な

が、こちらの言葉のほうが伝わりやすい。

芸術表現に直に触れ、自らその創作活動を体験して

音楽家を招いてきたが、これが AIR 設立の発端にな

場所は、青森駅から八甲田山方面にバスで約 40 分、

創造性を高めるとともに、芸術を通して地域内外の

った。したがって音楽が出発点だ。

青森市郊外の自然豊かな森に囲まれた青森公立大学

人々が交流を深めることによって、国際性と創造性

レジデンス・プログラムには、世界的に募集をかけ

の隣に建つ。安藤忠雄設計の施設は、円形を基本と

をもった個性的で魅力ある地域づくりを進めていく

た公募から選び、約 2 カ月半の滞在で渡航費、滞在

した展示棟と、細長い長方形の創作棟および宿泊

ことを目的としています」とある。

費、制作補助費などが受けられる「サポートプログ

棟からなる。展示棟は 2 つのギャラリーに映像関連

つまり AIR の目的は、アーティストの支援を通して、

ラム」と、以前滞在したアーティストや研究者など

の AV ルーム、ライブラリーを兼ねたラウンジ、野

地域の人々の創造性を高め、交流を深めることにあ

のための短期滞在型の「フェロープログラム」があ

外ステージなど。創作棟には、周囲に木が多いせい

るというのだ。芸術支援事業とはいえ、県民の税金

る。また、03 年にオープンした山口情報芸術セン

でまかなわれるのだから当然といえば当然だろう。

ター（YCAM）との連携事業もおこなっている。キ

したがって招聘アーティストは滞在期間中、レクチ

ュレーターの原田真千子氏は、「現代美術には縁の

キッチン、ダイニングなどが備わっている。ここも

ャーやワークショップなどを通して市民と積極的に

ない田舎だが、ここでしかできないことをやってい

秋吉台と同じく、ギャラリーやスタジオはレンタル

交流を図り、最後にスタジオを公開して成果を発表

きたい」と語っている。

可能で、宿泊施設も一般に利用できる。

しなければならないし、また、それができるアーテ

招聘アーティストが都会の喧噪から隔絶した自然環

アーティストは毎年春（公募）と秋（推薦）にそれ

©ARCUS Project 2008

秋吉台国際芸術村 © Michihiro Ota
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ぞれ 4 人前後ずつ、2 〜 3 カ月間滞在・制作し、ワ
ークショップや展覧会を開いてきた。なお、09 年 4
月から青森公立大学国際芸術センターとなる。
トーキョーワンダーサイト青山
トーキョーワンダーサイト（TWS）青山は、秋吉台
や青森とは正反対に東京のど真ん中に位置する AIR
だ。正確には「アーティスト…」ではなく、「クリ
エーター・イン・レジデンス」と称している。アー
ティストだけでなく、デザイナー、音楽家、ダンサ

ー、キュレーター、建築家など幅広いクリエーター
国際芸術センター青森（ACAC）だ。ここもやはり、 たちを対象とするからだ。
芸術の創造と鑑賞の機会を提供するとともに、ア
もともとワンダーサイトは石原慎太郎東京都知事
ーティストと市民との交流を図り、青森市独自の

『裏糸 UnderThread』より）。いささか文学的表現だ

の強力なバックアップにより、「東京から新しい芸
術文化を創造・発信するアートセンター」として
01 年に本郷に開設されたのが発端。05 年に渋谷に
2 館目の TWS がオープン、06 年には青山に 3 館目の
TWS であるクリエーター・イン・レジデンスの開
設となった。運営主体は東京都歴史文化財団。
場所は青山通り沿いの国連大学の裏のビル内で、5
つのスタジオ、16 室の宿泊室、2 部屋の交流サロン、
ライブラリーなどを備えている。滞在アーティス
トは、国内外の公的機関や個人からの推薦や、TWS
の指名または公募によって決定される。支援内容は
ほかの AIR と同じく、渡航費、滞在費、創作活動費
などの助成と人的サポート、成果発表の機会の提供
などだ。また、ここでもクリエーター同士の交流と

ともに、イベント、トーク、オープンスタジオ、ワ
か木工機器をはじめ、世界最大級の銅版画プレス機、 ークショップなどを通して、幅広く一般の人々との
暗室など。宿泊棟にはシングル 8 室、ツイン 2 室に
交流が望まれる。
ただここは石原都知事の肝煎りで始まったプログラ
ムだけに、知事が交代してからもこのまま続けられ
るのか、一抹の不安はぬぐいきれない。

トーキョーワンダーサイト

アーティストインレジデンス

103

都市

を 求 め て / 取 手 ア ート

プロ

ジェ

ク
ト

19

99

iC

ン・

/W

セ

ン

08

タ

20

ー

〜

の

試

み

/住

む

の
ため

コミュ ニ ケ ー ション デ
大学

大阪
発

―

ィ

の

テ

研

ー

究

ア

開

―

て

る

大学

が担

う役 割

とは 何 か / 社

学連
携

によ

る

文

化

事

業

少しずつで すが大 学も街も変わりはじめています。
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ト

を逆 手にとったプラクティカルな活 動も活 発 になってきており、

育

経て、 現 在は 街 の中 へ の 揺り戻しや、 郊 外 に 立 地していること

を

様 々な 取り組 みが 始 まって います。 大 学 の 郊 外 移 転 の 時 代 を

ト

そんななか、 各大 学 で は 独自に 街との 関 係 を構 築しようとする

ス

件に 至り、 大きな障 壁 が 立ちふさがっているようにも思えます。

/ 広 島 ア ートプ
ロジ
6 以後

題 は 兵 庫の 池 田 小 学 校 の 悲 劇から、 最 近で は中 央 大 学 で の 事
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開かれた大 学が 求められてから久しいで すが、 学 校と地 域 の 問

取手リ・サイクリングアートパレット

TAP2006「仕掛けられた取手」戸頭終末処理場

取手アートプロジェクト 1999 〜 2008

なうことにより、子供たちやその父兄にアートへの

な立場で対等に意見を交わし合い、自主的な企画運

渡 辺 好 明 / 東 京 藝 術 大 学 、 取手アートプロジェクト

関心を着実に育んでいる。

営がおこなえるようになってきた。今日では、TAP

TAP は、その始まりこそ 1999 年に東京藝術大学取

としての意思を持ちながら、それぞれ TAP が自分の

手校地に新設されたばかりの先端芸術表現科が授業

プロジェクトであるという自覚を持てるまでに至っ

の一環として学外に出ていったプロジェクトであ

た。彼らの尽力によって市民への浸透度は確実に増

取手アートプロジェクト（通称 TAP）が始まって 10

この間、大勢のアーティストが取手を訪れ、様々な

ったのだが、次第に市民を巻き込んで運営体制を学

してきたし、対外的にもアピールして高い評価をい

年が経過した。1999 年、取手駅東口駅前の区画整

場所で思い切った実験的、先駆的なアートプロジェ

外・市民側に移すことによって、より地域に根付い

ただけるようになったといって過言ではない。

備事業完成に伴い計画された野外展示スペース「ス

クトを実現してきた。TAP でデビューし、その後全

た発展を遂げることができたと言えるだろう。TAP

そして、TAP への評価とともに芸大生、卒業生など、

トリートアートステージ」に、放置自転車 20 台を

国的、国際的に活躍している若手アーティストも多

の 10 年間においては、最初の 4 年間が先端芸術表

アーティストの取手市への定着率も確実にあがって

カラーリングして設置。それらを貸し出して街中に

く、TAP は当初のもくろみ通り、若手アーティスト

現科のプロジェクトとして行なわれた第 1 期として

きている。市内には東京藝術大学と取手市との連携

展開するアートプロジェクトを巡るという
「取手リ・

を発掘し、育てる役割を果たしてきたと言えるだろ

位置づけられる。大学が社会との積極的な関わりを

事業として、団地内の空き店舗を改装した共同アト

サイクリングアートプロジェクト」を取手市に提案

う。また、TAP が一過的なアートイベントに留まら

模索して学外に出て、次第に市民や地域との結びつ

リエ「井野アーティストヴィレッジ」が 2007 年 12

した当時を思い返すと、TAP がこれほど長期にわた

ないのは、在住作家による「オープンスタジオ」を

きを深めていく中で、第 2 期として 2004 〜 2006 年

月にオープン。7 つのスタジオに三十数名の若手ア

り継続し、今日のような発展を遂げられるとは予想

通じて多くの作家が相互に、また住民や地域との交

にかけて行なわれたアートマネジメント人材育成講

ーティストが入り制作拠点としているし、その他に

もしなかった。この 10 年間、基本プログラムとし

流を深めてきたことによるところが大きい。東京芸

座「TAP 塾」（塾長：熊倉純子東京藝術大学音楽環

も芸大の学生や卒業生たちによるアトリエが増える

て「全国公募による現代アート展」と地域在住の作

大があり、多くのアーティストの制作活動の拠点と

境創造科准教授）では、取手市内外から新たに集ま

とともに、ギャラリーやアートショップなども続々

家たちによる「オープンスタジオ」を毎年交代で開

なることが取手市ならでの特色としてアピールでき

ったインターンたちが鍛えられ、TAP の実践を通じ

とオープンしている。それらの活動の多くに TAP 関

催してきたが、毎回地域性にもとづいたテーマ設定

ることを、市民や行政に自覚してもらえるようにな

て成長してくれた。彼らの多くが、その後も TAP へ

係者が関わり、あるいは連携して新たな広がりを見

で工夫がなされ、スケールも拡大し、今では市民と

りつつある。初年度から続けられてきた「こどもプ

の関わりを継続してくれた結果、第 3 期に入った今

せつつある。TAP の波及効果によって、取手はアー

大学、自治体との連携によるアートプロジェクトの

ログラム」も回を重ねて、市内小学 1 年生全員によ

日見られるように、長らく TAP を支えてくれている

トのまち、アーティストの集まるまちとしてようや

モデルケースと評価されるまでになった。

る児童画展や学校へのアーティスト派遣などをおこ

市民スタッフや行政（取手市文化芸術課）など様々

くその基盤が形成されてきたと言えるだろう。
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しかし人口減により市街地の空洞化の進む取手市で
は、この 10 年間に 3 人もの市長が変わり、その度

TAP2001
「オープンスタジオ in 取手」

ティストのアトリエを結んでバスツアー「TAP トラ

市景観のあり方に新たな提案をおこなった。駅前整

ベル」を実施。また、ゲストアーティスト・藤浩志

備区域内に仮設された会場拠点「はらっぱ 2007」は、

による「かえっこ」を市内各所で開催した。

人びとが集う交流の場所となった。児童作品展でも

に様々な見直しがおこなわれて、中・長期にわたる

作家や制作の現場に直接触れられる「オープンスタ

まちづくりのヴィジョンが描かれないまま、このと

ジオ」19 件に加え、年間を通じて様々なゲストを

ころの地元企業の収益悪化もあり、文化予算は大き

迎えたシンポジウムや公開セミナー、ワークショッ

TAP 2006

く減額され始めている。こうした中、実行委員会形

プを開催。またアーティスト イン レジデンスとし

取手アートプロジェクト「一人前のいたずら̶仕掛

TAP2008

式をとっている故に、単年度予算で事業を行なわな

て、文化人類学者でもあるリチャード・ノナス氏が

けられた取手」

取手アートプロジェクト「取手井野団地̶電気・ガ

ければならないこと、ボランティアスタッフにより

滞在して、学生や市民とともに「Unhouse Project」

ゲスト・プロデューサーに、野村誠（作曲家）・藤

ス・水道・アート完備」

の公開制作をおこなった。

本由紀夫（サウンド・アーティスト）
・ヤノベケン

建築家ユニットのみかんぐみをゲスト・プロデュー

ジ（現代美術家）の 3 人を迎え、「街・音・かたち」

サーに、六千人の人々が暮らす取手井野団地で展

運営されていることなどにより、予算的にも人員的
にも常に不安定な運営を強いられていることなど課

M1 に見立てた箱を題材に作品を制作、展示した。

題は多いが、それでも東京芸大や取手市との協力関

TAP2002

をテーマに全国公募をおこなった。応募されたアイ

開。ゲスト・アーティスト 4 組と「団地でレジデン

係を持ちながら TAP がアートイニシアティブとして

取手リ・サイクリングアートプロジェクト「Take

ディアやプラン、総数 253 件から総勢 39 組の企画

ス、あなたならどうする ?」をテーマに公募で選出

地域に果たしてきた役割と実績とは、すでに無視し

Me to the River 〜川を知る・川に学ぶ〜」

参加者が選出された。メイン会場となった旧戸頭終

された 13 組のアーティスト、韓国との国際交流プ

えないものとなっている。
TAP は今春から実施本部事務所を井野アーティスト

野外アート展では、利根川河川敷周辺を舞台として
「川」をテーマにした 12 作品が展開した。また、市

末処理場、宮ノ前ふれあい公園など取手市内各所で、 ログラム 6 組の計 23 組が、団地で一ヶ月間の滞在
制作をおこなった。国際交流プログラムでは、韓国
さまざまな「仕掛け合い」が繰り広げられた。
のアンヤン市の Seok-su Art Project と互いにアーテ

ヴィレッジのある井野団地内に移し、そこを一種の

民が中心となって進めた「舟プロジェクト」では、

アートコミュニティースペースとして新たな拠点形

取手市周辺の旧家に保管されていたサッパ舟を古利

TAP2007

成をおこなっていきたいと考えている。美術館や

根沼に集め、取手市と我孫子市を結ぶ舟橋を架けて、

オープンスタジオ「はじまりは隣の家のアーティ

ギャラリーなどの箱ものを敢えて持たずにきた（事

ィストを派遣した

地域の歴史と環境に新たな視点を導入した。

スト」

務所だけで転々と 5 回の引っ越しを余儀なくされて

利根町まで広がったオープンスタジオは TAP 史上最

きた）TAP が今後、どのような変身を遂げられるか、

TAP2003

大の 48 件。また中村政人をプロデューサーに展開

期待して見守っていただきたい。

オープンスタジオ in 取手「アーティストの仕事場」

した「メタユニット _M1 プロジェクト」では、ユ

人口：110,951 人（平成 21 年 3 月 1 日現在）
アクセス：鉄道＝ JR 常磐線で上野駅から約 40 分

アトリエ公開に加え、白山商店街の空き店舗を利用

ニット住宅セキスイハイム M1 を再利用。建築や都

車＝常磐自動車道谷和原 IC より約 20 分

TAP1999

した出張スタジオを開設。参加型、体験型のスタジ

取手リ・サイクリングアートプロジェクト＋オープ

オにより商店街が賑わった。壁画プロジェクトでは、

ンスタジオ「始動 !」

東京芸術大学壁画研究室の大学院生と市民ボランテ

駅前に設置された 20 色にカラーリングされたリサ

ィアにより、取手の歴史や自然をモチーフにした壁

イクル自転車を貸し出し、市内各所を巡るアートプ

画が制作され、取手市街に新たな都市景観がもたら

ロジェクトが始動。全国公募による野外アート展

された。

□茨城県取手市
面積：69.96km2

TAP2008「unspoken words」Woo-Young Kang

「リ・サイクリングアートプロジェクト」と、取手
市内および近郊在住作家のスタジオを公開する「オ

TAP2004

ープンスタジオ」を同時開催。この 2 つのプログラ

取手リ・サイクリングアートプロジェクト「1/2 の

ムは以降 TAP の核となり、毎年交互におこなわれて
いる。

ゆるやかさ」
「1/2 のゆるやかさ」というテーマのもと『4 人の作
家に若手が挑む』コンペ方式で 11 作品を選出。さ

TAP2000

まざまな形の現代アートが街中に出現。ワークショ

取手リ・サイクリングアートプロジェクト「家・郊

ップにもたくさんの人が参加した。また、実践的ア

外住宅」

ートマネジメント講座「TAP 塾」が導入され、取手

「家・郊外住宅〜家と郊外をめぐる再発見〜」とい
うテーマでおこなわれた公募には、全国から 131 点

市内外から参加したインターンたちにより、プロジ
ェクトの運営にも新しい風が吹き込まれた。

のプロポーザルが寄せられた。公開選考会で選出さ
れた 6 名と招待作家 3 名による大がかりな作品を実

TAP2005

現。街中にある廃屋などを作品化して、人びとの記

オープンスタジオ「はらっぱ経由で、逢いましょう。」

憶に残る出来事となった。

取手駅前の旧茨城県学生寮を「TAP ヒルズ」と称し、
その前にひろがる「はらっぱ」を含めて会場拠点と
して、さまざまなイベントプログラムが展開された。
「オープンスタジオ」では、取手市在住 32 組のアー
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アートプロジェクト検 見 川送 信 所 2000-2002

学に先例のない試みとなる。②［アートの新しい可

WiCAN 2003-2006

「さようなら代官山
能性］：「IZUMIWAKU Project」・

トを可能とする工夫・大学事務等の理解が必要で

同潤会アパート」展・
「体感する美術」展等に参画

あった。②［学生主導］教員が授業に全責任を負

― 千 葉 大学《 文化をつくる》 とアートプロジェクト

してきた担当教員は、98 末 /99 初国際交流基金「草

い、実現の努力を行うことは言うまでもない。しか

の根文化交流」で英・独のコミュニティに根ざすア

し《文化をつくる》は、それを前提とした上で、学

長 田 謙 一 / 首 都大 学 教 授（元 千 葉 大 学 教 授 ） 神 野 真吾 / 千 葉 大 学 准 教 授

ート展開を具に見て、アートプロジェクトが「文化

生主導プロジェクトの可能性と意義をひらく試みで

をつくる」学び / 実践を可能にすると確信。アート

ある。大学院（修士）授業「アート企画演習」の新

/ プロジェクトは既存「文化」システムの一角に新

設連結で、芸術学研究室所属院生のプロジェクト参

たな意味秩序の可能を可視化し、別の文化の生まれ

加を正規に可能とさせるとともにマネジメントを学

2000 年、
「アートプロジェクト検見川送信所 2000」
（略称ケミプロ）がたちあがる。千葉大学《文化を

の中に先駆的に始めた「総合科目」（多数講師が 1
テーマを学際的に講じる）のなかに、1991-95 年度、

つくる》受講生及び芸術学研究室が中心となって千

哲学教員佐藤和夫と長田の共同（94 年から長田単

葉に展開するアートプロジェクトの始まりである。

独）で《文化をつくる》
（実践的な動詞形名称に注意）

03 年には「千葉アートネットワークプロジェクト

を開始。
「カルチュラル・ターン」後の文化概念に

WiCAN」へと発展改編、06 年からの WiCAN 第 II 期

依拠し、国内外の文化形成的実践（ネグロス島無農

でさらに改変を重ね、本年 10 周年を迎える。

薬バナナ民衆交易、
『谷根千』、ミニFM放送局から「ア
パルトヘイト・ノン」展等）の担手を招き、話を聞

［準備期］普遍教育科目《文化をつくる》と学生主

く。しかし講義形式に限界と矛盾を感じ、95 年度

導アートプロジェクトのコンセプト

で一旦中断。99 年に再開する《文化をつくる》は、

後に始まるアートプロジェクトの基本的性格が用意

アートプロジェクトを総合大学一般教育授業枠で学

される。①［大学教育の新しい可能性］
：千葉大学

生主導によって実施する点、したがって美術外の多

が一般教育科目（教養部改編後「普遍教育科目」）

分野の学生の参画を可能とした点において、全国大

磯崎道佳「みんなでドーム in 大やぶ池谷津」2005.10.23

出る余地を創出する営みとして再定義された。ここ

生主体に内在するよう配慮。こうして 00 年、学部・

では、アートは専門家の占有物から、「
（創造的たる

院併せて実質約 50 名が集う。毎週、長時間にわた

かぎりの）万人」（ボイス）のものとなる。

る議論が重ねられた。③［検見川の人々と］手がか
りゼロから、公民館長、旦那衆、町内役員、送信所

アートプロジェクト検見川送信所 2000/2001/ 2002

元職員等々との出会いが重ねられ、次第に受け入れ

プロジェクトは、千葉市検見川の旧逓信省東京無線

られていく。他方、千葉市・NTT への許可申請、助

局検見川送信所跡ならびに隣接する検見川のまちに

成金申請やパブリシティ活動が展開される。これら

展開した。検見川送信所本館は、1926 年に吉田鉄

の努力は以後の財産となる。

郎ら逓信省建築家グループに設計の表現主義建築

大学と街づくり

以上の基盤の上に、アーティストが迎えられた。

で、近代産業遺産・戦争遺跡等としても重要。千葉

彼らの下で、プロジェクトはそのつど具体化し、深

市は撤去計画を確定していたがバブル崩壊で宙に浮

化する。
（紙幅の制約上プロジェクト内用の詳細を

き、放置された送信所は住民からは「怖い、危ない」

挙げるゆとりはない）。

と忌避されていた。他方、検見川の旧街道筋の家並

2000 年［迷彩から明彩へ］（田補律子、佐藤時啓）、

みは、かつて、打瀬舟漁等の漁業の活気に溢れ、市

2001 年［澪が見えるよ］（川俣ゼミ、中村正人、南

も立って、地域の中心をなす町として賑った。東京

村千里）、2002 年［たまり場・陽だまり・舟だまり］

湾埋め立てのために昭和 30 年代に漁業権を放棄し

（間島領一、藤 浩志）等である。

て浜を失い、新興団地に囲われたまちは、間口狭い

アーティストの下で各年のプロジェクトの骨格を構

家屋の並ぶ特有の村落形態を、「時の忘れ物」のよ

成するとともに、学生達は独自にひらいていった（寄

うに海岸段丘の下に取り残してきた。高齢化が進み、

贈された大量の木造椅子・机を用いたカフェと「チ

シャッターも目立つ。その一方で商店街の若旦那衆

ャリカフェ」、ダンボール仮設展示空間など）
。特

が地域振興の取り組みを始めてもいた。プロジェク

に 02 年には、住民の好意で空き家をテンポラリー

トは、この地に送信所とまちの「記憶」と未来をつ

なアートセンターとすることも可能となった。アー

なぐ文化形成的・意味形成的な《場》と《時》を、

トプロジェクト検見川送信所は、結果として次のよ

まちの人々とともに、創出しようと開始された。

うな複合的性格を備えた。①アーティストによるプ

まず基礎的条件が確保される必要があった。①［大

ロジェクト、②学生達が、まちの人々・アーティス

小沢 剛「
〈Vegitable Weapon〉いずみ版」 2003 年
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学の授業枠組み］「総合科目」枠内でのプロジェク

山田うん 身体表現ワークショップ「みんなで踊れば怖くない」2005 年
大学と街づくり
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ト・まちと送信所と海の記憶と夢をつなぐところに

して参加を表明した：［NPO まちづくり千葉］千葉

佐倉をつなぐより広範なアートネットワーク形成の

WiCAN2006 以後 〜千葉アートネットワーク・プ

成立するプロジェクト、③参加する学生達・まちの

市美術館お膝元の事業主たちが中心となって結成し、

試みに、文化庁芸術拠点形成事業の助成をうけた。

ロジェクト WiCAN 第 II 期〜

人々自身がアーティスティックな生成プロセスのエ

千葉中央振興の多彩なプログラムをすでに展開して

レメントとなる、④その様なものとしての大学の授

きている：
「ワークホーム《里山の仲間たち》」知的・

マンド N（千葉市栄町）、
アトリエワン（佐倉市弥富）、 東京に異動するのに伴い、その後任として赴任した

業、⑤この授業を通して大学と地域の連携の可能性。

精神的障がいをもつ人々が通い野良作業や表現活動

山田うん（里山）
、散在するプロジェクト現場をつ

神野が、この事業（授業）も引き継ぐこととなった。

しかし、このプロジェクトは 02 年での終了が決断

などに取り組む千葉市認可の通所施設：多彩な諸

なぐバスをも企画、等］
。鞘堂ホールでのドキュメ

前代表の長田が「学生主導」というコンセプトを理

された。理由は次の諸点である。①検見川でのプロ

個人：千葉大学の学生集団。（2003 年はまた、千葉

ント展。

想とし、学生の主体的な取り組みを期待していたの

ジェクトについに最低限安定した財政的見通しを得

市内の小・中学校との連携もプログラムの中に加え

ることが不可能：②ネットや電話等で、匿名の、思

られていた：ただしこの諸企画については、その基

WiCAN2005

た。その一つは、アートを通して社会に働きかける

い込みに基づく一方的非難攻撃が町内会役員、大学

本コンセプト提示および実行が、千葉大学側から行

ネットワークに移行したこともあり、プロジェクト

という WiCAN の目的にもかかわらず、学生たち自

学長、市役所等にくりかえされ、市は 02 年送信所

われていたにもかかわらず、美術館のアウトリーチ

は互いに離れた地域の、異なるコミュニティのなか

身がアートの可能性について実感を持てていないと

跡地使用を拒み、02 年改選の新町内会役員も町内

プログラムとしてのみ表示されるなど、美術館にと

で、別々に展開し、WiCAN 全体としての統一的な

いう点にあった。もう一つは、様々な団体とネット

公園使用を拒むにまで立ち至った（結果的にその年、

って初めての試みであったがゆえの混乱も生じた）。

像と、ミッションを拡散しかねないと同時に、学生

ワークを形成し、その団体の社会的使命に乗っかる

氏子総代の好意によって三峰神社境内という、最良

こうして千葉に大学・美術館・NPO・福祉機関・市

がそれぞれのプロジェクトサイトに忙しく振り回さ

形で社会への関わりを持とうとしたため、学生たち

の《場》を提供された）
：③町により深く根ざそう

民などがつながるアートプロジェクトのネットワー

れてしまいかねない問題が前年までのプロジェク

自身の問題意識や動機付けが薄く、無批判に「良い

とすることで、プロジェクトに熱心に協力参加する

クが誕生した。プロジェクト名称は、ネットワーク

ト検討の中で議論された。検見川の最後の年に短

こと」へ参加することに陥りかねない点であった。

まちの人々のなかの、町の記憶をはらむ微妙な対立

を端的に表明するものとして、「千葉アートネット

期間実現したアートセンターを、千葉中央部に開き、 そうした状況では、アートのオルタナティブな視点

も顕在化。

ワーク・プロジェクト」と定められた。その英語名

WiCAN の収斂点でありまた集中的な展開・発信の

称は Work in Chiba Art Network ＝ Project とし、略

場を確保することを WiCAN2005 の軸に設定。実行

ろう。WiCAN2006 においては、従来のやり方を尊

称をその頭をつないで WiCAN プロジェクトとした。

委員会の様々なつながりの中で、千葉市栄町に元ク

重し、学生たちにイニシアティブをゆだねる形で進

第I期

綾取りのなかに W の文字が浮かび上がるロゴも生

リーニング屋の空き店舗が提供され、千葉市助成金

行させたが、危惧したとおり、自分たちの活動につ

新たな枠組み・条件によるプロジェクトが構想され

み出された。WiCAN の始まりである。WiCAN も年

をえて、池田修ディレクションのもとリノベーショ

いて未消化のまま、各サイト（千葉中央、佐倉、里山、
栄町）で疲弊していく姿が多く見られたのだった。

「千葉アートネットワークプロジェクト WiCAN」

［藤原靖子（佐倉市）、中村正人（千葉市中央）
、コ

WiCAN を始めた長田謙一が千葉大学から首都大学

に対し、実際の現場ではいくつかの問題が生じてい

による社会への働きかけが、難しいのは事実だった

た ①学生が落下傘で降り立ちそれをまちの人等が

毎に性格を少しずつかえ、実行委員会構成も変化し

ンに取り組む。アートセンター Wi-CANP 開所によ

応援するだけという構造からの脱却（匿名誹謗に対

ていく。しかし、少なくともその第 1 期においては、

って、WiCAN の新しいステージが始まる。しかし、

この状況を整理するため、2007 年度からは活動す

してはまちの人自身が自分達のプロジェクトを守る

そのネットワーク的性格・千葉市美術館サイドでは

この年、従来の各サイトでも、それぞれの場とアー

るエリアを絞り、ワークショップ型の授業を学生対

ために反論できる）②最低限の経済的基盤の確保

アウトリーチプログラム・千葉大学サイドでは《文

ティストにそって全面展開。既述の問題が臨界に達

象に行うこととした。アートプロジェクトの担い手

③多様で広範な人々のネットワークの創出：ネット

化をつくる》等が撚りあわされて始まるという性格

したといえるかもしれない。それについては、神野

になる学生たちのアートの経験値を上げるために始

ワーク提携諸団体等が、必ずしもそれ自体アートを

が共有された。それは、プロジェクトの新しい段階

による次項にゆだねる。［池田修（アートセンター・

めたこの授業では、講師として、デザイナー、建築

固有に目指さずとも、それぞれの課題（医療、街づ

での継続を可能にする、この時点での強力なサポー

リノベーション）
、KOSUGE1-16/ 北山美那子（Wi-

家、現代美術家、舞台音楽家といった人たちを招き、

くり、福祉等）に関りながらそこにアート次元をひ

トであったと同時に、都市のアートシーンとクリエ

CANP）、朝岡あかね（千葉市栄町）、布山タルト（佐

技術ではないデザイン、街を見る眼差し、日常の中

らき共有することをそれら諸団体等が望む限り共同

イティヴィティをひらくアート・ネットワークを千

倉市）、磯崎道佳（千葉市緑区大藪池谷津田）山田

に潜む音階の面白さ、などを体験的に学び、その中

できると考えること。

葉に生み出す試みという意義を持ったのは確かであ

うん（千葉リハビリテーションセンターほか）等］。

で、アート的な回路が各人の中に開かれていくこと

各方面と打診が行われ、2003 年度には、次の諸団

ろう。それとともに、後に神野真吾が述べるであろ

Wi-CANP で総括シンポジウム。

を目標とした。

体等が新しいプロジェクトを支える実行委員会を形

う様に、ネットワークによる展開は新たな困難を《文

成することとなった：
［千葉市美術館］
千葉大学の
《文

化をつくる》内にはらむ要因ともなった。

Wi-CANP オープニング 2005 年

岡田裕子
《レディオ栄町 2057》
アートセンターでの生放送の様子
（ゲ
ストは小山田徹氏）2007 年

化をつくる》のプロジェクトを、2003 年度から館
の「アウトリーチプログラム」として位置づけ、予

WiCAN2003

算措置も執られた。それは、同館に対し、千葉大で

上述の小中学校連携のほかに各アーティストを迎え、

美術館実習コーディネイターをもつとめる長田から、

地域ごとのプロジェクトを展開［小沢剛（千葉若葉

開館以前から、いわゆる教育普及事業にかかわる提

区いずみ地区）、間島領一（千葉中央花町・蓮池）
、

携協力を折に触れ提案・申し入れし、協議等を重

南村千里と緑町の子どもたち（市内小学生）
、辰野

ねてきた経緯もあってのことである：
［NPO 千葉ま

登恵子（千葉市緑区アガペの里）、等］。千葉市美術

ちづくりサポートセンター］県内多数の NPO と行

館鞘堂ホールにてドキュメント展。

政などの間をつなぎ、市民主体のまちづくり環境を

112

作り出すハブ的 NPO で、県市等から「アートによ

WiCAN2004

る下田分校有効活用 = 農村部・都市部交流」などを

実行委員会にさらに佐倉市立美術館、川村記念美術

受託し、アートの関る事業推進の可能性などを提案

館をも加え、佐倉市立美術館を基幹館として千葉〜
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ワークショップ型の授業を経て、学生たちがアート

のだった。ユーモアをもって未来を憂える《レディ

プロジェクトの主体となっていくという流れを構築

オ栄町 2057》は、千葉市中央区栄町の商店街のス

したのだが、同時にアートプロジェクトの内容も変

ピーカーを通して町中に放送された。単なるアー

化していった。街に直接働きかけようという色彩は

トごっこを学生たちが行うというのではなく、ア

薄まり、既存のものの見方を揺さぶるような活動を、

ートのあり方についても、学生たちがアーティス

まずは学生たちがアーティストのリードの元で試み、

トと共に開拓する可能性があることを示したと言

そしてその後社会の中へ働きかけるという順序にな

えるだろう。

っていった。その中でも、2007 年の岡田裕子によ

横浜トリエンナーレに対抗（便乗）し、等身大を

る《レディオ栄町 2057》は、大きな転換点であった。

テーマとした「〜ひらがなアート〜 チバトリ」を

2057 年のラジオ番組を制作しようというこのプロ

WiCAN2008 において開催するなど、徐々に知られ

ジェクトでは、当初アーティストとして全てをコン

るようになってきた WiCAN の活動だが、その特徴

トロールしようという姿勢で岡田は取り組んだが、

として挙げられる、美術大学・芸術大学ではない総

はかばかしい進展が見られない中、多くを学生たち

合大学がアートプロジェクトの主体となっている点

にゆだね、本人は自由なアイデアの生まれる場作り

や、「文化不毛の地」とさえ言われる千葉という土

と、最終的なクォリティの管理に徹していった。遺

地で行われている点は、ある意味、最も日本的な状

伝子操作や気候変動といった現代的なテーマから、

況の中でのアートの可能性をシミュレートしている

生と死などの普遍的なテーマまで、学生たちに無関

と言えるかもしれない。「千葉でうまくいかなけれ

係ではない事柄が選ばれ、それを彼ら自身がリサー

ば、日本ではアートなんて無理」なのかもしれない

チし、ユーモアのある形で番組シナリオにし、それ

と勝手に使命感をもって日々活動している。

をアーティストが議論の上で手直しし、収録をした。
その結果、最初は数十分の番組が出来れば良いとい
う程度に考えていたのが、数時間もの番組となった

千葉野菜をプロデュースする 1 日限定の野菜料理店「Vegetable Art Lab. 千菜 sensai」2009 年

2007 年 4 月開催「旧中工場アートプロジェクト」

広 島アートプロジェクト
―アー ティストを育てる大 学が 担う役 割とは何か
加 治 屋 健 司 / 広 島市 立 大 学 、 広 島アートプロジェクト
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広島アートプロジェクトは、広島市立大学芸術学

リン市で開催した「CAMP ベルリン」である。ベル

部現代表現領域の教員と学生を中心とする団体で、

リン市内にある旧ベルリン市交通局中央整備工場を

地域展開型の展覧会の開催を中心に活動している。

会場とし、合計 31 組の日本とドイツの作家が参加

2006 年 5 月に設立されて以来、三つのアートプロ

した。「migration（移動・移住）」をテーマに、国

ジェクトを、広島市立大学芸術学部准教授である柳

境を越えたアーティストの活動や、広島とベルリン

幸典ディレクターのもとで実施してきた。

が共有する移民の歴史などを、アートを通して考察

一つは、2007 年 4 月に広島市内で開催した「旧中

しようとする展覧会であった。

工場アートプロジェクト」である。ゴミ焼却施設で

三つめは、2008 年 11 月に広島市内で開催した「広

あった旧中工場のプラットホーム、同建物がある

島アートプロジェクト 2008「汽水域」」である。こ

吉島地区、そして旧日本銀行広島支店を主会場とし、

れは、地域展開型の「旧中 2」と国際的な「CAMP

合計 70 組の作家が参加した。地域の住民と協働し

ヒロシマ」の二つの展覧会からなっており、それぞ

て活動できるアーティストの育成、アートを通じて

れ前掲企画を継承している。淡水と海水が混じり合

の広島のまちづくり、広島における文化芸術の振興

う「汽水域」を、山と海、ローカルとグローバル、

を目的として実施し、旧中工場や旧日本銀行広島支

戦争の現実と平和のメッセージなど、二つの流れが

店をアートセンターや都市創造活動拠点にするとい

ぶつかりあう場のメタファーとして用い、多様なア

う構想を提示した。

ートのせめぎ合いの中から新しい繋がりが生まれる

二つめは、2008 年 2 月にドイツ連邦共和国のベル

場を提示する試みであった。
大学と街づくり
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攻とデザイン工芸学科空間造形分野の教員によって

広島市の「水の都ひろしま」構想を踏まえつつ展開

行われた共同研究があった。2001 年には、空間造

したテーマだと言える。

形分野の教員の監修のもと、市中心部にできた地下

第三に、広島アートプロジェクトは、継続的なプロ

街シャレオを中心に、旧日本銀行広島支店、大学キ

ジェクトだという点である。広島アートプロジェク

ャンパス、公共交通機関の車両やホームなどで「Art

トは、数年間の期間限定の活動ではなく、2007 年

Crossing Hiroshima 2001 Spring」と題する展示が行

以降毎年の開催を目指している。継続的に行うこと

われた。また 2003 年には、彫刻専攻の教員が中心

によって、広島に地域展開型のアートの新しい空間

となり「表象都市 metamorphosis 広島 芸術実験プ

が生まれるだろう。広島アートプロジェクトが全国

ロジェクト 2003」が開催され、旧日本銀行広島支

的なメディアで報じられ、平成 20 年度文化庁「文

店や平和大通りに作品が展示された。このように、

化芸術による創造のまち」支援事業にも採択されて、

学外での展示の試みは時宜に応じてしばしば行われ

地域のアートプロジェクトとして全国的に知られる

てきた。

ようになったのは、こうした期待と予想を担ってい

しかし、広島アートプロジェクトはこれらの活動と

るからだと考えている。

3 つの点で大きく異なっている。

広島アートプロジェクトが作り出そうとしているの

第一に、広島アートプロジェクトは、単に学外施設

は、広島における現代アートの楕円構造であると言

で展示するのではなく、地域の住民と協働して準備

えるかもしれない。それは二つの焦点からなる。ホ

して企画を実施している点である。まちづくりや地

ワイトキューブの展示空間をもつ広島市現代美術館

域活性化の視点を入れつつ、展示に加えて、イベン

が、ほぼ価値の定まった現代アートを展示する公共

ト、ワークショップ、レクチャー、シンポジウムな

施設だとすれば、広島市立大学芸術学部が中心とな

ども開催して、作家にとってだけでなく、地域住民

る広島アートプロジェクトは、より実験的な作品も

にとっても意味のある企画になるように努めている。 展示するインキュベーターの役割を担っている。安
2008 年 2 月開催「CAMP ベルリン」
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第二に、広島アートプロジェクトは、公共性の高い

定と攪乱、価値の定まったものとそうではないもの

活動を目指している点である。実行委員会には、広

が、二つの極として屹立し、互いに刺激を与え合う

島市立大学の教職員に加えて、広島市市民局、広島

ことが、広島のような地方都市においてアートを活

広島アートプロジェクトは、その中心を担っている

教育という側面も有した活動を行っている。

市文化財団、広島市現代美術館の職員が参加してい

性化する重要な契機となるのではないか。その重要

大学の視点から見た場合、主に三つの目的をもって

三つめは、広島のまちづくりに対する大学の研究成

る。広島アートプロジェクトの活動は市本体の取組

な一極を担うことこそ、将来のアーティストを育成

活動していると言える。

果の活用である。大学淘汰の時代を迎えて大学の個

とは言えないが、市政の動向も踏まえた公共性の高

する大学が担うべき大切な役割であり、それと同時

一つは、大学のアウトリーチ活動である。広島市立

性・特色の明確化が求められる中で、広島市立大学

い活動を行っている。例えば 2007 年の「旧中工場

に、大学という場に保証された自由の果たすべき責

大学は 1994 年に新設された大学であり、「ひろしま

は、地域連携と国際交流を軸にした人材育成を図っ

アートプロジェクト」は、都市計画的な視点をも

務に他ならない。

西風新都」と呼ばれる新しい都市拠点にある。ここ

ており、芸術学部もまた、地域連携を重視した活動

ったプロジェクトであり、2008 年の「汽水域」は、

は、広島市の中心部から丘陵地によって隔てられた

を行っている。広島アートプロジェクトは、広島市

郊外地域であり、近くに新興住宅地があるものの、

の中でも吉島地区で継続的に活動を行っている。吉

多くの市民に大学の研究活動を見せる場所としては

島地区は、住宅地よりも工場のほうが多く見られ、

不便であった。広島アートプロジェクトに参加する

近年、同地区を横断する高速道路が建設されるな

教員や学生は、市中心部で展示活動を行うことによ

ど、生活環境の大きな変化を迎えている。広島アー

って、市民に研究成果を提示し社会に還元しようと

トプロジェクトは、この吉島地区において、現代美

している。

術、展示技術、都市計画等に関する新しい知見を積

二つめは、芸術学部における技術習得偏重の教育体

極的に導入して、アートを用いたコミュニケーショ

制の見直しである。実技系の学部である芸術学部は、

ンの空間を生み出し、地元の町内会の支援も受けつ

技術の習得を重視するあまり、その技術を社会の中

つ、人びとが世代を超えて集まり触れ合う交流の場

でどのように活かすのか十分に教育を行ってこなか

を作ろうとしている。

ったし、学生もまた、市民としての社会的役割を十

ここで、広島アートプロジェクトの前史として、広

分に意識する必要がなかった。広島アートプロジェ

島市立大学芸術学部の教員等が行っていた都市型の

クトは、作品の制作や展示だけでなく、そのために

アートプロジェクトや国際交流事業にも留意してお

必要な財政的な準備、地域住民や行政との交渉や調

きたい。大学施設以外で展示する試みは、1995 年

整なども学ぶ機会を提供しており、アートマネージ

から 97 年にかけて「都市の成熟と芸術の役割 歴史

メントの能力育成と同時に、学生のシチズンシップ

的建造物と芸術の共振」と題して、美術学科彫刻専

大学と街づくり
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大学という文化装置を、様々な機関と繋ぐプロジェ

ミッションを、具体的なアクションによって表明す

クトを主体的にプロデュースすることが、私自身の

るものであった。

組織と社会への貢献だと自負している。
同時に、そうした実践を通じた試みが「パブリック

『アート & テクノロジー知術研究プロジェクト「知

アートの新形態としてのアートプロジェクトの美

デリ」』

学・芸術学的考察」と「アーティストの職能やアー

“コミュニケーションデザイン” という未知なる主

トセンターなどの文化装置の役割に関する社会学的

題の実践的研究のために、「知術」というテーマを

考察」といった研究活動だと考える。

掲げ、その定義・意味や有用性について考察する「知

また、異なる組織間の共同事業や、専門分野や立場

術研究プロジェクト」を始動。このプロジェクトで

や利害の異なる人々の対話プログラムなどが、総合

は、さまざまな領域で活躍するゲストとの対話の機

大学における企画制作のカタチと考え、科学技術や

会を設け、各々の専門分野における「知識」や「技

医療領域での新技術や新薬の産学連携と同様に、文

術」を参加者の方々と横断・交換することを通して、

化政策・文化事業の研究開発が新たな大学のサバイ

新しい発想の創出やアイデアの実現に繋げることを

バルに必要だと信じてやまない。

目指している。大学と社会が連携して、
「知術」を人々
に還元（デリバリー）するトークプログラム「知デ

パラモデリック・グラフィティー at なにわ橋駅

CSCD オープニング事業『カフェバトル』

リ」だ。

2005 年 3 月 20 日、阪急梅田駅コンコース内コミュ

本来、藝術や科学技術は、広義の解釈では、今は存

ニケーションスペース（通称：ビッグマン前）にお

在しえない新しいものを築くということで両者は類

いて、開設イベント「CAFE BATTLE/ カフェバトル」

似している。「知術」とは、そのアート / 藝術とテ

を開催した。これは “CSCD らしさ” とは何か ? 最も

クノロジー / 科学技術に共通するキーワードを内包

広報効果が得られる手段は ? センターの活動展開の

するキーワードとして位置づけ、用いている。

一歩として相応しいモノは ? それらを総合的に検討

基本的には大阪大学の研究者とアーティストや学外

した、センターのオープニング事業だ。

の研究者をマッチングし、そのゲストに応じたテー

フランスの哲学者マルク・ソテーが、日常生活に役

マを用意する。ゲストによる自身の研究や活動内容

に立つ哲学を目指して始めた試みが自然発生的に世

のプレゼンテーション後に異種格闘技のような対話

界に広がった哲学カフェ（カフェ・フィロ、ソクラ

を繰広げる。

テス・カフェ）や、青少年をはじめとする「理科離れ」

例えば、ゴリラの生態と人類進化論を専門とする京

「科学技術離れ」への対策などの一つとして、研究

都大学の山極寿一氏と当センターの教授 / 劇作家の

者が市民の輪の中に入って科学の話題を提供し、皆

平田オリザ氏。東北大学工学研究科の原山優子氏と

で考えながら科学への理解を深めようというサイエ

メディアアーティストの八谷和彦氏。サウンド・ア

ンスカフェなど、近年の総合大学では、アカデミッ

ーティスト藤本由紀夫氏と当大学教授で脳科学者の

クな議論や思考や言論を対話型のプログラム（カフ

藤田一郎氏。同じく当大学教授でロボット工学者の

ェ）として社会に開く試みが盛んだ。

石黒浩氏と演出家・美術家の飴屋法水氏など。全く

そこで、多種多様な人々が毎日 100 万人も往来し、

異なる専門領域のゲスト同士が出会い、初面識であ

企業の格好の情報宣伝の場として機能している都市

りながらも事前に綿密な打ち合わせもなく、この場

臨床哲学・科学技術・アート・医療・減災など様々

の情報空間である、阪急梅田駅コンコースに私たち

で自身の手の内を見せながら対話する。本プログラ

美術・芸術が「アート」と呼ばれるようになって久

な分野からメンバーが集まり、人材育成・文理融

（CSCD）が出て行き、カフェのようにくつろげる居

ムは東京と大阪のアップスストアで実施し、大学の

しい現在、そのあり方も様々だ。私が仕事を始めた

合プログラム・社学連携プロジェクトに取り組ん

場所をデザインし、長時間のオムニバス式対談を実

セルフプロデュース的な広報をも含めて独自に展開

当初、学芸員やギャラリストが主だった職業だった

でいる。

施。企業にとって配布する試供品があるように、私

している。（最近では、有志の学生による企画プロ

が、私はいずれとも似て非なり。最近では、アート

CSCD は、いわゆる “大学 / 阪大らしさ” のイメージ

たち（大学）における、ある種の試供品のような位

グラムも実施中）

プロデューサーなどと怪しげな肩書きで呼ばれてい

や価値を多元的に刷新することが可能な、社会との

置付けとして、専門家の知財を社会に還元するため

ここでは、大学教員や専門家が、いわゆる学会発表

る。そして行政と指定管理企業による公共のアート

インターフェースとしての役割を担える機関だ。現

の一つのスタイルを提案した。

レベルの内容をオーディエンスが全く想定できず、

センター（神戸アートビレッジセンター）に携わっ

状では希薄な “CSCD らしさ” を表現する最も相応し

この試みは、大学のキャンパスに留まらず、都市に

専門用語が通用しない開かれた場所で伝える努力を

た後、総合大学の研究機関に所属することなど、想

い手段として、学外機関との実践的な共同研究や大

大学人が出て行くことによって、多種多様な人たち

しなければならない。これはコミュニケーションデ

像もし得なかった。

学の知財の社会還元を目的にした社学連携が挙げら

の声を聞いたり、私たちの考えをパブリックコミュ

ザインの研究にとっても重要な主題であり、ゲスト

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター

れる。

ニケーションという形で提唱し、専門家と非専門家、

である専門家は、知らず知らずのうちに蛸壺化され

ここでは、大阪大学の資産と言える研究者や学生、

利害の異なる人たちの間をつなぐというセンターの

た大学の状況や、それを共用する学生たちへの問題

社学 連 携 による文化 事 業 の 研 究 開 発
― 大 阪 大 学コミュニケーション デザイン・センター の 試 み
木 ノ下 智 恵子 / 大 阪 大 学コミュニケーションデザインセンター

大学の新たな使命

（CSCD）は、2005 年 4 月に設立した教育研究機関。
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意識を、研究の日常とは違う環境で伝える努力をす

鉄道開発の記録映画を巨大なスクリーンで上映した

中之島。“シマでインテリジェンス & アート” が当

ることによって気づいていただくという、裏効果も

り、駅の可能性をテーマにした哲学カフェやアーテ

たり前な日が来るかも知れない。

あるのも事実だ。その一方で、ゲストの専門領域を

ィストトークを展開した。また、地下 30 メートル

どのように共有するか、議論するかという点でも、

の工事空間では、駅のコンコースの土木建築の矩形

価値の変換と創造に関する “企てを画く” 仕事

単なるトークイベントに留まらず質の高い対話によ

が、いわゆる神殿のようにとても美しく、この空間

まるで映画のワンシーンのような悪夢が世界を震撼

る創造の場のあり方を構想設計している。

を舞台装置として読み替え、ショーケースという形

させた新世紀から数年。 “今”はどのような価値が形

でさまざまな要素を組み替えたファッションショー

成されたのだろうか。

をプロデュースした。

長引く不況のあおりを受ける今日、既存の施設の改

リア B1 へ

こうした 2 年間の社会実験の経緯を元に、開業後の

修・増築や休眠施設の活用など、コストパフォーマ

大阪の中心地に中之島という人工の中州がある。こ

京阪電車中之島線の “なにわ橋駅” の地下 1 階コンコ

ンスにもクリエイティビティを発揮する傾向にある。

の周辺地域は、市庁舎や裁判所や企業のオフィス、

ースに「アートエリア B1（ビーワン）」が誕生。こ

アートの領域においても、ホワイトキューブでは、

美術館や図書館が集中している。この東西に延びる

こでは、
「コミュニケーション空間としての駅の可

空間が先回りして行為を保証することの貧しさや物

中之島一帯の開発事業が計画され、その一環として、 能性」を恒常的に進化させるべく、“アートと知”

足りなさを感じ、様々な空間や現場の文脈における

京都と大阪をつなぐ京阪電鉄が、2008 年 10 月に 4

活動へと繋がっている。これらは単に経済効率の問

「中之島コミュニケーションカフェ」からアートエ

をテーマにした多様なプログラムを開催し、中之島

つの新駅を開設した京阪電車中之島線を開通させた。 エリアの文化・芸術の創造と交流の場へと発展する

題だけではなく、新しさが飽和状態にある時代に、

水の上の新都心の要を担う駅の東の始発駅となる

むしろ古さの中に新機軸を見つけだす、概念のリノ

ことを目指している。

ベーションが希求されている証だろう。

“なにわ橋駅” は、中之島図書館、中央公会堂、東

2008 年 10 月から 2009 年 3 月のオープニング企画

洋陶磁美術館などがある文化・芸術ゾーンに位置

では、過去二年間の試みを紹介する情報展示、ダン

成熟した個人の形成に関与する価値観の交歓が次代

する。そこで、企業のインフラと大学の知とアー

スプログラム、当センターが企画制作を担う「ラボ

の価値観を創造し、社会のシステムや制度を先導す

ト NPO が共同して、新しい駅の使い方、あるいは、

カフェ」を実施。また、各組織の代表者によるシン

る。そうした意味で “現代芸術＝アート” は、知性

新しい駅の可能性（役割）を示唆し、文化発信を実

ポジウム「ex-station/ 駅を超える新たな駅のはじま

と感性の遊戯によって社会や制度の本質を批判でき

践する社学連携プロジェクト「中之島コミュニケー

り」やアートプロジェクト「パラモデリック・グラ

る、最良の領域なのかもしれない。

ションカフェ」を 2006 年から始動させた。

フィティ at なにわ橋駅」を開催。通算、3 年間のト

こうしたアートの想像力と創造性を武器に、価値基

企業と大学の共同開発の事例では、新薬や新しいテ

ライ・アンド・エラーにより、エキナカビジネスな

準のパラダイムシフトに関与し、新しい価値をつ

クノロジーなどがあるが、私たちは本プロジェクト

らぬ、エキナカクリエイションの必要性を立証して

くるための “企てを画く” 仕事を、大学で、地域で、

を通じて、新たな文化事業、あるいは、社会活動を

きた。

何処ででも、私は繰り広げていくだろう。

連携して創るための研究開発を担っていると自負し

生まれたばかりの「アートエリア B1」では、これ

ている。

までの熟成時間を鑑みながら、文化度の向上を目

本来ならば、一般的に入ることができない駅の工事

指した開拓造成の日々は続く。都心の駅空間を創

空間において、社会的インフラが出来上がるプロセ

造的に活用し、多様な価値創造を続けるべく、ア

スに介入し、2006 年 2007 年の 2 年間に渡って各年

カデミック × ビジネス × オルタナティブの三位一

3 日間の工事を停止して、様々なプログラムを実施。

体による、持続可能なコラボレーションモデルを

工事資材を使って人々が訪れる場をデザインしたり、

模索している。

その空間で大道芸やダンスパフォーマンスをしたり、

キタ（梅田）やミナミ（難波）とは異なる文化圏の

CSCD オープニング事業『カフェバトル』
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「知デリ」

※ 本稿は筆者が過去に寄稿した複数の原稿を元に再編。

「アートエリア B1」のある京阪電車中之島線 “なにわ橋駅” 入口
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な都市デザインを確立するのは難しい。そのような

ークショップ共催大学の教授であり世界的な建築家

状況もあり、日本では、60 〜 70 年代の丹下健三の

によるレクチャーを横浜の市民にも聴いてもらおう

「東京計画 1960」や菊竹清訓をはじめとする「メタ

と、情報文化センターで公開レクチャーを行った。

ボリズム」以降、建築家は都市に自ら積極的に関わ

このように関内エリアには、文化発信できる施設が

ることをやめ、建築と都市の間には深い溝ができて

多くあり、我々はもちろんのこと、海外の学生・教

しまった。

授らにも横浜ならではの活動を楽しんでもらうこと

しかし横浜では、都市デザインの歴史があり、都市

ができた。

デザインにおいては建築家の役割が期待されており、
建築家も都市デザインに関わることのできる土壌が

Y-GSA のこれから

ある。そのような横浜だからこそ、都市と建築にで

日本では、今までリアルで具体的な「都市」の問題

きてしまった溝を埋める教育ができるのかもしれな

を中心的テーマとして扱う建築教育があまりなされ

い。その溝を埋めるためには、両者をつなぐ「共有

てこなかった。対象敷地の枠を越え、実際の都市と

言語」が必要であろう。その言語を開発することが、

の関係性をもちつつ建築を考えていくことは、「パ

Y-GSA の教育とも言える。具体的な横浜の都市プロ

ブリック / 公共性」に関わることであり、社会を学

ジェクトを通じて、行政関係者や地域住民、都市デ

ぶことでもある。

ザイナーなどと時間を掛けながらコミュニケーショ

都市のなかに身を置き、リアルなプロジェクトに

ンをはかり、まずは相手を知り、そして自分を知る

関わることは、新たな視点で都市を捉え直すことに

ことで、その共有言語を開発していくことになるだ

なるだろう。また都市を動かす行政がどのような眼

ろう。

差し、ヴィジョンをもって未来を築こうとしている
のかを目の当たりにすることも、社会を学ぶ一つの

海外とのコミュニケーションから都市を学ぶ

プロセスとなる。ただ現実を見ながらもそれをどう

Y-GSA では、海外の建築大学とのワークショップや

乗り越え、より良い社会、都市、そして未来をつく

外国人建築家を招聘した教育プログラムを通じて、

っていくのかということは、どの場所にいても考え

住むため の 都 市を求 めて

横浜の都市研究を行うと同時に海外の港湾都市を比

るべきことに違いない。

較研究している。

私たちは、2009 年春にいったん馬車道を離れ、常

寺田 真 理 子 /Y-GSA

2007 年の夏、そして 2008 年の春には横浜において

盤台のキャンパスに戻ることになった。しかし今

スイス連邦工科大学（ETH Zürich）と横浜の港湾エ

までの馬車道での教育活動の経験を生かし、新た

リアの機能転換の課題について、そして 2008 年の

な視点で横浜という都市を見直し、設計教育を続

横浜から考える都市の未来

よる都市の未来の構築を試みる。横浜という都市に

2007 年 4 月、横浜国立大学大学院 / 建築都市スクー

おいて、実際に横浜市が抱える都市の問題をスタジ

ル “Y-GSA” は横浜・常盤台のキャンパスを離れ、こ

オの課題として提示し、学生たちは環境・生活への

こ数年、様々な文化的活動で活気を見せている横浜

新たなヴィジョンをもった建築の設計に取り組む。

の馬車道に新設された。横浜市は今、馬車道エリア

校長・山本理顕が述べるように「そこに住む人たち

を中心に「創造都市 / クリエイティブシティ」構想

こそが、都市の主人である」とし、Y-GSA では、
「建

を都市戦略として掲げ、様々な文化的プログラムを

築を通じて『住むための都市』」を教育しようとし

企画している。我々は、みなとみらい線の馬車道駅

ている。ただ、提案する都市の姿は一つではない。

から程近い、松島ビルという、一見バウハウス建築

都市が多重なレイヤーや様々な価値観で構成される

にも似たファサードをもつ古いビルの 2 層分を借り

ように、Y-GSA でも 4 人の建築家による様々な視点

て、サテライト・スタジオを構えた。都心である馬

からの教育を試みているのである。

車道に設計教育の活動の拠点としてサテライト・ス
タジオを置くことは Y-GSA の教育理念のひとつでも

建築と都市をつなぐ教育

あった。

日本の都市は、戦後直後に描かれた近代の都市の姿

Y-GSA では、これまでの日本の大学院に見られる一

を基に行政が管理するなか、経済の原理によっての

人の教授の指導による研究論文を中心とした教育と

み成り立っており、本来のあるべき姿としての「住

は異なる、4 人の実務建築家によるスタジオ制の建

むための都市」にはなっていない。建築家が都市デ

築教育が行われている。マニフェスト「建築をつく

ザインに関わろうにも、古くからの制度や枠組みに

ることは未来をつくることである」のもと、建築に

縛られるばかりで、なかなかそれを乗り越えた新た
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夏には横浜とバルセロナにおいてカタルーニャ工科
大学（UPC）と共同で、横浜、バルセロナのふたつ
の都市における「都市のツーリズム」という課題を

けていく。
「住むための都市」を具体的にすべく、数年後には
また横浜の都心での設計教育を再開させ、横浜へ、

ワークショップで行った。

そして世界へ、Y-GSA の「建築・都市」のメッセー

今、横浜に課せられている、
「港湾エリアの機能転換」

ジを発信していくつもりである。

の課題、あるいは「国際的な観光都市として、ツー
リズムをどのように活性化させるか」という課題は、
世界の多くの都市が同様に抱える大きな問題のひと
つである。この港湾エリアの課題、そしてツーリズ
ムに対する課題の解決が、横浜にとっては世界での
都市間競争に勝ち残るひとつの糸口であり、また一
方で「住むための都市」を築いていくことになるの
である。Y-GSA では、横浜をプロトタイプに世界共
通の都市問題の解決を目指して、スタジオ課題だけ
でなく、海外の建築大学とのワークショップなどを
通じて取り組んでいる。
横浜でのワークショップでは、我々の馬車道のスタ
ジオのほか、北仲ブリックや ZAIM をワークショッ
プ作業の拠点として利用させてもらった。また、ワ
大学と街づくり
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「街づくりとアート」といえば、古くは大原美 術 館に始まり、北川
フラムさんの 全 国を駆けめぐったアパ ルトヘイトノンの展 覧 会や
760 平方キロに及ぶ大地の芸 術祭のプロジェクト、あるいは南條
史生さんや清水敏男さんの手がけたパブリックアート、仙台メディ
アテークや金沢 21 世紀美 術 館の新しい美 術 館の展開など数多く
の実例があります。ここではそういった事例を踏まえながら、現在
全国でおこっている様々な動きに焦点をあてながら大小含め構成し
ました。
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IAF から MCP（ミュージアム・シ ティ・プロジェクト） へ
山 野 真悟 / ミュージアムシティプロジェクト
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らかに作品の傾向に変化が現れ始めた。フォーマリ

もと美術館やギャラリーとは相性がわるく、また金

ズム、ミニマルアート、コンセプチュアルアート

を払って場所を借りる力もなかったので、結果的に

等の時差を無視した様式が私達の間に流行し始め

商業施設やオフィスを無償で借りて、ということか

た。そして学生たちの数人はその先の展開をめざし

ら始まったプロジェクトが、加速度的に回数を重ね、

て、横浜の B ゼミスクールに入学した。その後九州

やがて先方からの注文で展覧会を企画するという段

大学や九州芸術工科大学の学生たちの登場によって、

階が来た。最初は 1989 年、ホテル・リッチという

映像やパフォーマンスなど、より幅広いジャンルと

場所で、私はこのとき初めて小額だったが企画料と

の関わりが生まれ、そして 1982 年、川俣正の福岡

いうのをもらった。この展示を見に来た観客の中に、

滞在がインスタレーションという新しい手法と、新

新しくテナントビルをオープンしたばかりの三菱地

しいアーティスト像をもたらすことになる。彼の発

所の人たちがいて、私は地元の若いアーティストを

言と行動は IAF に集まる若いアーティスト達に衝撃

紹介する展覧会の企画を引き受けることになった。

を与えた。彼の場所性を強く意識させる手法は、私

私をアーティストではなく企画者としてのみ評価し、

達がそれまであこがれるように依存していたグロー

結局現在まで私がこの仕事を続ける原因となった人

バルな様式が別にグローバルでもなんでもないこと

たちである。MCP の構想を最初に話した人たちで

を明らかにしてくれた。それ以来 IAF は他の地域と

あり、数年後、私が MCP をやめたいと申し出たとき、

のネットワークづくりを進めるようになる。それは

まったく取り合ってくれなかった人たちである。

福岡の美術の歴史については古い方から少しずつ見

現在の IAF は安いレンタルギャラリーとして運営さ

特に東京経由ではない、ローカルな地域同士の結び

MCP についてはすでに多くのことが語られるよう

直しが行われており、今のところ九州派から 70 年

れているが、九州の若いアーティストの発表の場所、

つきを重要視して、グループ展の機会があれば積極

になったし、私自身すでに何度も書いてきた。それ

代半ばの『ゾディアック』グループあたりまでは、

特にデビューの場所として定着しているようだ。

的に若い人たちを送り込むということを繰り返した。

らを参照していただければ、私は間を飛ばして『黄

資料的な整理と再評価の作業が進んでいると思う。

一方で過去の IAF について知る人は少なく、発足当

時にはアーティストとしてまったく未経験な学生を

金町バザール』へ一気に進むことが出来るが、そう

その直後、1978 年にスタートした IAF 芸術研究室の

時に出入りしていた人たちの多くはすでに美術から

現場に飛び込ませるという無茶なこともやっていた。

はいかないらしいので、最後にいつもと少し違う論

活動は、むしろ 90 年代以降の MCP の展開や若手の

遠ざかっている。それ以上に、IAF が常に MCP の前

1987 年、東京と福岡で開催された 2 回の『アーテ

点から言及しておく。九州派以後の福岡の美術の動

アーティストの台頭の陰に隠れて、その最初期につ

史として位置づけられて来たことが IAF の軌跡をそ

ィスト・ネットワーク』展は地方のアーティストが

向を見たとき、その中に『芸術と生活』の一致をめ

いて言及された例をあまり知らない。ただ江上計太

れ自体で取りあげる機会を奪って来たように思う。

集まって発表を行なう、IAF のめざしたコンセプト

ざしたアーティスト、あるいは生活者があった。大

という優れたアーティストを生み出した場所として、

IAF の転変がそのまま福岡の美術状況の転変とも言

の結論のような展覧会だった。すでに MCP の前夜

きな潮流とは言えないが、それは九州派の論理的帰

まれにその名前が紹介される程度だった。

える一時期があった。

という状態だと言える。その後 IAF は実質的には企

結であるとともに、九州派の過激な批判者でもあっ

IAF の活動は、2000 年頃までの、山野と江上が主

当初 IAS 版画教室という名称で始まった小さな私塾

画のためのオフィスとアーティストの作業場所とな

たと思う。MCP は実は（大変意外でしょうが ) その

宰した前期と、その後若い人たちが引き継ぎ、全

は、やがて地元のアーティストや九州産業大学の学

り、相変わらず夜ごと人が集まって来てはなけなし

ような流れの中から生まれたということが出来る。

面的な改装を行なって、ギャラリーを主とした IAF

生たちのたまり場となり、福岡市美術館の学芸員を

の金で宴会をする場所であり、また遠方からの客を

ただし私は MCP が過激に見えることも、そのよう

Shop に生まれ変わった後期に分かれ、さらに後期

講師に勉強会を開くようになった。それはミニマル

迎える場所ともなった。IAF としての活動の最後の

な流れを汲んでいると見えることも好まなかったの

は 2001 から 2004 年途中まで耘野（うんの ) 康臣の

アートとコンセプチュアルアートの英文のアンソロ

時期、毎月開催していた『IAF 講座』とそれに合わ

で、少し擬装をこらして足跡を消してしまった。こ

グループが運営、その後佐藤恵一のグループと交代

ジーを 2 冊、完全読破するという田舎のアーティス

せて発行していた『IAF ペーパー』は現在録音と紙

れが私の『芸術と生活の一致』
、あるいは『現実空

して現在に至っている。江上は今も IAF に残り、毎

トと学生にとっては過酷な課題だったが、内容を理

で残っており、いずれ貴重な資料になると思う。

間の中のアート』の実験の始まりだった。

週金曜日、朝まで酒を飲むという生活を続けている

解するにつれて、アメリカンアートのイデオロギー

らしい。

は参加者全員に多大の影響を及ぼすようになり、明

まちづくりとアート

MCP への私個人の移行は外からやってきた。もと
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黄 金 町バザール
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ィバル実行委員会の発足からかかわることになっ

実験でもあった。そのために、今までこの街にとっ

た。大枠の方向性やハード整備に関する部分は私が

てまったく異質であったものを、親しみやすいもの

来る前にすでに決定していたことが多かったが、具

として持ち込むという操作が必要だった。入居する

体的にその中身として何を入れるか、という部分が

アーティストが街の雰囲気や人の流れを変え、それ

まだ残っていた。当初の計画は横浜トリエンナーレ

につれて、商業活動も再生して行く、というストー

2008 に合わせて、新しく高架下に出来た二カ所の

リーを、仮設的に目に見える者として示すことが『黄

建物と、横浜市が借り上げを進めていた小規模店舗

金町バザール』の役割となった。

を利用して、アートフェスティバルを開催する、と

黄金町バザール実行委員会は 2009 年 3 月 31 日で解

いうことだった。私と横浜美術館の天野太郎が企画

散し、その翌日から新 NPO『黄金町エリアマネジ

を担当することになった。これは明らかに『横浜ト

メントセンター』が発足。横浜市は現在も小規模店

リエンナーレ 2005』を意識した人選だと思う。私

舗の借り上げを進めており、今後少しずつ増えて行

個人としては MCP の延長上の仕事という性格も持

くであろうそれらの物件のリノベーションと再活用

っていた。

の計画、あるいは貸し出しなどの運営面を新 NPO

『黄金町バザール』のコンセプト作りは天野とふた

が担当することになる。この事業と並行に京浜急行

りで行なった。当初からふたりともアートフェステ

高架下の利用計画も今後進行して行くはずであり、

ィバルという言い方に違和感があった。ひとまずア

この両面から新しい街並みの形成が進められる。セ

ートという言葉を使うのはやめようということにな

ンターのスタッフは現在アートプロパーとまちづく

り、
出来るだけ短く、分かりやすく、ということで『黄

りプロパーの両者によって構成され、
『アートによ

金町バザール』という名称に落ち着いた。この時点

るまちづくり』という画期的な事業に取り組むこと

で実行委員会の名称も変わった。

になる。入居者の継続的な募集とともに、アーティ

街の現状はアート云々という以上に、より切実な問

スト・イン・レジデンスや『黄金町バザール』など

初音町、黄金町、日ノ出町地区は、かつて売買春

民、行政、警察、企業、大学、美術関係者による実

題として、経済的な再生を求めているようだった。

の事業、地域ブランドの開発などを今後も行う予定

等を行う違法な小規模店舗が約 250 件（平成 16 年）

行委員会が発足し、同委員会の主催で、第 1 回目の

そして「普通の街になること」が目標として語られ

である。

に達し、一般の店舗や地域住民の転出が生じるな

『黄金町バザール』が昨年秋に開催された。

ていた。

ど、生活環境の悪化が地域の深刻な問題となってい

『黄金町バザール』はアートという枠にあえてこだ

地域の人たちの最も大きな関心はアートイベントで

た。平成 17 年 1 月、神奈川県警は『バイバイ作戦』

わらず、ショップや飲食店等、他の分野を組み合わ

はなく、それが終わったあとに続くまちづくりの中

によって、違法店舗を閉鎖、現在も 24 時間体制の

せて、黄金町エリアの将来のイメージを伝えること

身の方にあり、質問は最初からそちらの方に集中し

警備が続いている。平成 15 年 11 月、地域住民によ

を意図していた。これは短期的な実験だが、今後、

ていた。アートイベントのために雇われた私として

って設立された『初黄・日ノ出町環境浄化推進協議

このようなイベントの開催と地域再生のための日常

は責任を持って発言出来る立場ではないので、思う

会』は、その間、行政・警察・大学等と連携しなが

的な活動を統一的に進めるための『特定非営利活動

ところはあっても、出来るだけ回答を控えていたが、

ら、安全・安心のまちづくりと、地域の活性化に取

法人黄金町エリアマネジメントセンター』を設立、

その対応がまるで先の見通しのないイベントとして

り組んできた。

4 月 1 日より横浜市から委託された施設の管理運営

見られることにもなり、結局将来構想に結びついた

そして平成 20 年、横浜市は京浜急行電鉄の協力に

を行っていく。

期間限定の実験として企画全体を組み立てることに

より高架下の 2 カ所にアートスタジオを建設、アー

以 上 こ れ ま で の 概 略 を 先 に 述 べ た が、 私 個 人 は

なった。それは街とアートの共生の実験であり、シ

トを生かした新しいまちづくりをめざして、地域住

2007 年 11 月、仮称コガネックス・アートフェステ

ョップや飲食店などの経済活動の可能性についての
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実施したのもこの頃のことだ。シリーズのレクチャ

に現地調査し、現地の人々と協働しながらインスタ

中 村 誠 / 埼玉 県 立 近 代 美 術 館

ーと市街地でのインスタレーション制作実習からな

レーションやプロジェクトワークを実現することを

るこの講座は、受講者が、北浦和駅周辺、大宮駅周

提案したのも、振り返って見るとこうした時代を呼

辺など、指定されたエリアをうろつきながら、それ

吸した自然な流れであった。日本代表として参加し

ぞれに気になる空間を探し、場の特性を読み取りな

たアーティストの松本秋則さん、佐藤時啓さんは、

昨年 12 月、BankART 1929 で開催された「集まれ !

を打ち出したのは、2 代目館長の故・田中幸人さん

がら自分なりの表現で関わってみるというものだっ

今ここで表現することの意味をそれぞれにしっかり

アーティストイニシアティブ」に参加させていただ

の在任中、1990 年代の一時期のことだった。91 年

た。実習のインストラクターには、土屋公雄さん（92

と踏まえてダッカならではの素晴らしい作品を制作

いた。展示や活動プレゼンあり、出入り自由の分科

着工のさいたま新都心がまだ建設途上、95 年に法

年）、池田修さん（93・95 年）
、蔡國強さん（94 年）

し、当然のように大賞・優秀賞を受賞した。このポ

会での討論あり、飛び入りパフォーマンスありと、

改正されて平成の大合併が動き始める前後の時期で、

らを迎えて開催した。講座の参加者には、BankART

ストミュージアムの時代を鮮やかに印象付けたのが

一風変わったカンファレンスだったが、全国各地で

バブルの余熱が未だのこっていた頃だ。田中さん

のスタッフや学芸員、美術教諭、アーティスト等、

2000 年にはじまる「大地の芸術祭（越後妻有アート・

ユニークな活動を展開しているアーティストやユニ

は「まちづくりの発信基地としての美術館」という

現在もアートの現場で活躍を続けている人たちがい

トリエンナーレ）
」の斬新な展開である。

ット、アート NPO 関係者に出会うたいへん貴重な

理念を打ち出し、「アートに出会うまちづくり構想」

る。都市空間での一日限りの展覧会ともワークショ

勤務先の美術館では 2000 年に田中さんが退官し、

機会であった。美術館学芸員を勤めながらいくつか

を県当局に提案して、公共施設やそこに至る街路に

ップともまちなかでの芸術普及活動ともいえる不思

専門館長不在のもとで新たな改革と試練の時代に入

のアート NPO の立ち上げや運営に関わってきた一

見応えのある作品を設置する事業や、市町村と共催

議な筋書きのないドラマを、担当としてハラハラし

ることとなった。その後も悪化する財政と小泉改革

人として、この種の活動を継続していくことの難し

で先駆けとなる「アーティストインレジデンス」プ

ながらも毎回楽しんでいた。

のもとで、各館とも予算や人員が厳しく削られ、ミ

さを実感してきたため、若い世代を含め各地にタフ

ログラムを実現させた。美術館やギャラリーという

とりわけ都市の隙間に入り込む PH スタジオ・池田

ュージアムへの指定管理者制度導入の是非が俎上に

な精神とアイデアに富んだアプローチでアートの可

場所に敬して遠ざけられがちなアートを、今に生き

修さんの「きちんとしたゲリラ」的なスタンス・戦

のぼり、館によっては存亡に関わる問題となった時

能性を切り拓く作業をそれぞれに続けている人々が

る人々の暮らしや感性から照らし返し窓を開ける先

略はその頃から首尾一貫したもので、所与の制約を

期で、現在もまだその余波が続いている。こうした

いると、大いに意を強くしたものだ。同時に巨視的

駆的な提案だったが、財政事情の悪化もあり、この

乗り越えひっくり返してみせる企画力・行動力には、

なかで筆者が感じたのは、個々人が思い描く理念と

に見て時代が確実に動いていることを実感する場で

構想は美術館の新たな指針として定着するには至ら

大きな刺激を受けたものだ。蔡國強さんは大宮市街

しての美術館と制度・実態としての美術館の乖離、

もあった。

なかった。

を行き来しながら一人一人の表現の試みを丁寧に見

アートや美術館を支える層の希薄さ、あるいはアー

振り返ってみると勤務先の埼玉県立近代美術館が、

筆者が「現代美術入門ーインスタレーションって何

て回り、示唆に富んだコメントをくださった。美術

トの概念の拡張や時代に対応してそうした構造を作

館外のさまざまなアート活動に関与し支援する方向

だろう ?」という美術館講座を 5 年にわたって企画・

館とアートが話題になった何かの拍子に蔡さんが、

りだす努力を怠ってきた従来型の美術館の限界であ

アーティストはかもめで気の向くまま自由に飛んで

った。2002 年に並河恵美子さんの呼びかけに応じ

いけるが、美術館はジャンボジェットで小回りが利

て、NPO 芸術資源開発機構（ARDA）の立ち上げに

かない、そのかわり多くの人を運んで大きな動きを

参加したのは、そのような反省から、館外でもアー

作っていく役割を担う、というような話しをされた。

トと社会をつなぐ活動の場を設けたいという思いか

頷きながらも、果たして実態としての美術館がその

らだった。ちょっと大げさなネーミングには、文化

ような役割を望ましい方向で果たしえているのか、

芸術振興基本法や NPO 活動促進法が出来て間もな

それを支える構造を美術館や社会が築きえてきたの

い頃で、将来のアーツカウンシルへの一里塚にでも

か、そうでないとすればアートに関わる一人一人は

なれればとの願いが反映されていたように記憶して

どのような方策と射程を持つべきかと思案を巡らせ

いる。

たものだ。これはいまだに続く大きな宿題の一つで

さて筆者が詩人であり将来を嘱望された建築家であ

ある。

った立原道造の未完の夢「風信子荘（ヒアシンスハ

この講座が契機になって大宮市街を舞台に 12 人の

ウス）
」をさいたま市の別所沼公園の一角に建てよ

アーティストを迎えて開催した「ゆうもあアート大

うという運動に縁あって関わらせてもらうことにな

宮 - 風の通り道」展（1995 年、大宮市制 55 周年記

ったのは 2003 年のことだ。卒業設計に「浅間山麓

念事業）の企画を担当することとなった。このよう

に位する芸術家コロニー」を手がけた立原は、詩作

な都市空間にアートを仕掛ける試みや、廃墟や空き

の傍ら音楽を愛しパステル画を描くマルチな芸術人

校舎、取り壊される旧い建物など、時間や記憶の堆

でもあった。立原の詩や夢を愛し、別所沼の水と緑

積した場所で新たなアートの可能性を探る試みは、

を糧としようと、詩人、文学者や建築家のみなら

90 年代初頭には、まだ稀だったが、90 年代末には

ず、美術、ダンスなどさまざまなジャンルの関係者

さまざまな場所で多様な試みが行われるようになっ

が集まり、千人近い全国からの浄財と建築家グルー

ていった。90 年代はいわばポストミュージアムの

プの手弁当の考証・設計監修、さいたま市の協力

時代のはじまりであった。1999 年、筆者がバング

で 2004 年 11 月に詩人の没後 65 年を経てヒアシン

ラデシュ・アジア・アート・ビエンナーレのコミッ

スハウスが竣工した。立原が夢見た、わずか五坪足

ショナーを仰せつかった際に、アーティストが事前

らずのこの週末別荘は、簡素で静かな佇まいながら、

ヒアシンスハウス夢まつり（協）での風車インスタレーションとダンスパフォーマンス 制作監修：根岸和弘 2008 年 11 月 3 日 別所沼公園 撮影：奥村 基
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壁面のほぼ半ばを占める大きな窓が特徴的な建築だ。

つなぎ有効に機能させる活動を位置づけようとする

彼はここでススキや葦が生い茂る別所沼の風を感じ

ものでもある。しかしこれは決して容易なことでは

ながら、詩作し書を読み友人の芸術家と語らう週末

ない。美の殿堂、啓蒙の装置という近代西洋を規範

を夢想したのだろうか。あるいは四方に開かれたこ

とした美術館モデルは理念の上で既に終焉を迎えて

のささやかな空間は宇宙を内包し、立原が夢見た芸

いることは周知の通りだが、実態としての美術館の

術家コロニーのひとつのセル（居室）を具現化す

大半はまだその轍から踏み出る術をほとんど持たな

るものでもあったのだろうか。もっぱらボランティ

いように見える。加えて行政機関の縦割り主義の弊

アの方々の尽力によって開室されるこの小さな小屋

害が大方の公立美術館のダイナミックな展開を阻む

は、地域の人々に憩いの場として親しまれるととも

要因ともなっている。いうまでもなく現代のアート

に、今でも遠来のファンが立原を偲んで訪れる場所

は、まちづくりや観光のみならず、教育、環境、福

の一つとなっている。

祉、人権、テクノロジー、はては社会病理や戦争ま

このヒアシンスハウスの管理・運営を行うとともに、

で、現代に生きる人間を取り巻くあらゆる問題に関

詩人の夢を継承しさまざまな芸術家の協働のシンボ

わるものである。ミッションの冒頭「埼玉県立近代

ルとして活用していこうと結成されたのが、ヒアシ

美術館は世界の今を生きる全ての人のために存在し

ンスハウスの会だ。この会ではさいたま市や埼玉

ます」と語るのは、決して大風呂敷ではなく、その

県、文化庁の助成を得て、芸術関係者と市民をつな

ような現代アートの性格を反映したものだ。しかし

ぐ各種の事業を展開してきた。2006 年に文化庁文

ミッションに掲げるような展開を図るためには、館

化ボランティアモデル事業として行った「さいたま

外のさまざまな人々のアイデアやエネルギーが欠か

アートぷらっとふぉーむ形成準備事業」もその一つ

せない。小回りの利かないジャンボが航路を機敏に

だ。県や美術館も後援に加わり、他の芸術団体にも

修正して飛び続けるには、たくさんの自由なカモメ

協力を呼びかけて実施したもので、ハウスガイドに

たちの先導が必要なのだ。

当たるボランティアやアートコーディネーターの育

台頭しつつあるアート NPO やさまざまなオルタナ

成、アート関係者のプラットフォーム形成に向けて

ティブスペースへの期待もそこにある。現代アート

のアンケート調査やフォーラムの開催が、その主な

の理念をより直截に反映してアクティブな活動を展

内容である。さまざまなジャンルのそれもきわめて

開するこの新たな勢力が、各地のミュージアムや文

多忙な人々が、立場の違いを超えてアートを社会に

化施設と連携・協働し、機能するネットワークを形

根付かせようという目的を共有し、手弁当で集い継

成して活動の幅を広げていくことで、アーツカウン

続して協働作業を行うという、この経験は筆者にと

シル的な仕組みをどう築いていくかという、次のス

ってもたいへん貴重な財産であった。

テップへの展望が開けていくだろう。同時にそれは

昨年、美術館に事務局をおき実行委員会制で開催し

いまだにきわめて脆弱な芸術活動の社会的な基盤を

た文化庁芸術拠点形成事業「LINK! ミュージアムか

改善する原動力となるはずだ。旧い革袋にもまだま

らアートの風を !! アート竜巻フェスタ」は、この

だ使い道はある。

イリヤ & エミリア・カバコフ「棚田」 photo by S.Anzai

大 地 の 芸 術 祭 ―越 後 妻 有アートトリエン ナーレ
文化と芸 術による地 域 づくりの 実 践
関口正 洋 / まつだい農 舞 台

延長上に実現したもので、潜在するさまざまな芸術
資源が結び合った時に生まれてくる活動の可能性の
一端を示すとともに、アート関係者のゆるやかなネ
ットワーク（Saitama Muse Forum）づくりを提案
する事業であった。紙面の都合で事業の詳細は割愛
するが、ご興味をお持ちの方は記録集『風の記憶』
やまもなく公開予定のドキュメント・サイトをご参
照いただきたい。
埼玉県立近代美術館では、2006 年 3 月に新たなミ
ッション・ステートメントを策定し、収集・保存・
展示・教育普及といった従来のミュージアムの枠
組みを超えて、新たな展開を模索し始めたところだ。
美術館活動の柱の一つに、美術館を交流基地、送受
信のアンテナとして、スペース、作品、ソフト、人財、
地域特性など、美術館周辺のさまざまな芸術資源を
132

まちづくりとアート

はじめに
「大地の芸術祭」を核とする越後妻有のプロジェク

越後妻有地域
プロジェクトの舞台になっている越後妻有は、新

トは、1996 年に新潟県および十日町地域 6 市町村

潟県の南端に位置する人口約 7 万人、面積約 760 ㎢、

の依頼ではじまった。依頼の背景にはここ数年で急

冬季の積雪量は 3 〜 4m になる世界でも有数の豪雪

速に進行している市町村合併にむけての準備と、広

地帯だ。総面積に占める傾斜地の割合が高く中山間

域連携の地域づくりのモデルをつくってほしいとい

地域に分類されている。地域は集落とよばれる小さ

う期待があった。過疎と高齢化によって元気を失っ

な村が集まってできている。農業を中心とした共同

ている地域を現代アートで元気づけ、地域を自立へ

作業や共同生活のためのルールづくりは集落単位で

と導くというのがミッションだ。新潟県と十日町

行われる。基本的にはよそ者を受け入れない保守的

地域 6 市町村からは、ソフトの計画および実施につ

な土地柄であり、この保守性が長年にわたって集落

いて 10 年間で約 10 億円の予算が提示された。また、 を持続させてきた。しかし、科学技術や社会制度な
広域連携による地域づくりの拠点となるハードにつ

どの文明の進化によって住人の価値観やライフスタ

いても提案の余地を与えられた。

イルは大きく変化し、地域は激動の局面にある。越
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後妻有には約 200 の集落があり、約 1/4 は限界集落

高めたいという思いがあった。ステージ事業は地域

〈65 歳以上の人間が人口の半分を占める集落〉であ

の課題を見据えながら、旧市町村単位で文化交流を

り、過疎高齢化、耕作放棄の問題、集落機能の停滞、

核とした地域づくりを実践するためのハード & ソフ

そして地域に対する誇りの喪失が進行している。農

ト事業である。市町村が合併しても旧村あるいは集

学者・小田切徳美は、これらを日本の農山村に共通

落がもつ固有性を意識した地域デザインによってそ

する問題として 4 つの空洞化①人の空洞化、②土地

れぞれの個性を際立たせ、これらを連ねることで越

の空洞化、③コミュニティの空洞化、④誇りの空洞

後妻有全体の魅力を発信したいと考えた。私たちが

化 ) と定義している。

地域づくりの重要な指標とする「地域のお年寄りが
元気」
、
「土地の文化をベースとした仕事でどれだけ

越後妻有プロジェクトの概要

の人が生計を立てていけるのか」を念頭におき、農

越後妻有のプロジェクトは、このような地域の現状

業や里山の研究、田畑および空家や廃校の利用、食

を直視し、4 つの事業を柱とする「越後妻有アート

の魅力向上、観光事業の展開などを行っている。大

Yukihisa Isobe「Where Has the River Gone?」 photo by S.Anzai
昔の信濃川の川筋が全長 3.5km にわたって、約 600 本の黄色い旗によって再現された。かつて蛇行していた川は、ダム開発やコンクリート護岸

ネックレス整備構想」としてまとめられた。プロジ

地の芸術祭は 3 年に 1 回、世界中からアーティスト

によって姿を変え、水量や生態系に大きな影響を被って現在に至っている。

ェクト全体を貫くコンセプトに「人間は自然に内包

を招き、里山をキャンバスとして現代アートを展開

される」という基本理念をかかげ、地域にあった

する国際美術展である。芸術祭を導入した背景には、

暮らしのなかに地域の自立につながるヒントがあり、

地域づくりを実践していても同時代の人々とつなが

これらを発掘し、さまざまな観点から磨き上げ、普

らなければ、限界がくるという考えがあった。越後

遍化していくことで、文明の曲がり角にある現代に

妻有のプロジェクトの多くは、地域に場所と制作の

共通体験を共有することになった。来場者も 50 日

NPO 法人越後妻有里山協働機構が設立された。こ

も処方箋を提示できると考えた。

手を借りるが、さらにこへび隊と呼ばれるサポータ

間のフェスティバルで大勢訪れ（00 年 16 万人、03

のことは行政主導による地域づくりの限界も物語っ

越後妻有アートネックレス整備構想は、ステキ発見、

ーがかかわる。彼らの多くは首都圏に在住している

人 20 万人、06 年 35 万人 )、当初は懐疑的であった

ている。休耕地、空家などの私有財産に対して、公

花の道、ステージ、大地の芸術祭、からなる。ステ

が、自分たちの余力の範囲で地域にかかわる。学生、

住民の意識に作用し始め、作品にかかわる集落は回

共事業では取り組めないものが出てきていた。プロ

キ発見はことばと写真のコンテストで、事業の出発

社会人、美術家、建築家、農業志望者などさまざま

を重ねるごとに拡がっていった。来場者と住民との

ジェクトが地域の根底にある課題と向き合うなかで、

に際して隠れた土地のよさを掘り起こすことを意図

な背景をもった人たちがいる。長年地域を支配して

間では言語をこえたコミュニケーションや交流が起

住民の最大公約数にこたえる形で事業運営する行政

したものである。審査員には地域外の人間にもかか

いる慣習やしがらみにとらわれないサポーターたち

こり、互いに理解を深めていった。特にサポーター

には取り扱えない領域が拡がっていったのである。

わってもらい、住民および旅行者に越後妻有の魅力

は、保守的な地域のこう着状態を一歩一歩突破して

のなかには、首都圏に住みながらも越後妻有へ足し

を持ち寄ってもらうように呼び掛けた。審査員や応

いった。

げく通い、長期的に地域に関わるもの、半定住する

プロジェクトの分析

もの、定住するものが出てきた。こうしたことがき

事業がはじまった 1996 年は、バブルの崩壊によっ

募者を住民に限定しなかったのは、住民は日常的す
ぎて地域のよさに気づかなくなっているからである。

プロジェクトの成果

っかけとなって地域の日常にも変化が起こりはじめ

て高度成長に裏打ちされた拡大路線に陰りがみえ、

ここでとられた外部の視点もとりいれる手法につい

アーティストの多くは、設置された場所以外では成

た。アートで休耕田、空家、廃校をいかした交流事

新しい地域モデルを必要としていた時期でもある。

ては、その後の事業にも引き継がれている。花の道

立しないサイトスペシフィックな作品を提出してき

業は、住民たちの楽しみと働く場所を創出していっ

1994 年東京立川市に完成したファーレ立川は都市

事業は、6 市町村の沿道を花でつなぐプロジェクト

た。それらが取り扱うテーマは、地域の時間や記憶、

た。越後妻有プロジェクトは、当初、期間 10 年、3

の再開発にアートを取り入れた事業であるが、日本

である。越後妻有住民の庭先に花を植える習慣を利

同時代との関係性などさまざまだ。越後妻有の作品

回の芸術祭をもって終了する予定だったが、住民た

都市計画学会賞の受賞を含めた周囲の高い評価を受

用したものだ。地域に暮らす人々のホスピタリティ

はアートの新しい在り方、可能性として、教科書、

ちの声によって継続が決定した。この決定を受けて、

けた。地域づくりの分野においてアートを取り入れ

の表れとしての花で 6 市町村をつなぎ、道行く人々

海外のメディアでも紹介された。制作の過程では、

官から民へのバトンタッチを見据えた将来の実行組

る手法に注目が集まりはじめた時期ともいえる。元

を和ませ、気持ちがつながり、地域景観への意識を

アーティスト、住民、サポーターの間で、多くの

織として、住民と地域外の応援団が半々で構成する

来アートになじみのない農山村において、アートを
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「うぶすなの家」
新潟県中越大震災によって傾いた 1924 年築の民家をかまど、囲炉
裏、洗面台、風呂、展示室などを設え、日本を代表する 8 人の陶芸
家と建築家によってやきものをテーマに再生させた家。地元の女性
たちが陶芸家の制作した食器でとれたての食材を調理してもてなす
レストランを運営している。

主軸とした地域づくりが 10 年以上続くことは奇跡

の高さが地域のブランド力の向上につながり、国や

しかし、通信、交通をはじめとする科学技術や金融

視眼的になりがちな私たちの既成概念を解体し、私

に近い。生産機能優先の農村の価値観のなかで、ア

地域をこえたファンやサポーターを出現させた。5

資本主義を含めた社会制度などの文明の所産は、地

たちがこの瞬間に立っているポジションをさまざま

ートのように生産性のないものの市民権はゼロに等

つ目には地域、世代、ジャンルをこえた人々の協働

域が従来もっていた周囲との関係性に影響を及ぼし、

な位相で提示してくれる。他者との関わりを含めた

しい。限られた財源の配分において、農地、道路、

のスタイルがとられたことである。作品制作、農作

同時代のなかでの地域のポジションを大きく変えた。

関係性の提示は、見えないものへの想像力を誘起し、

病院という生活インフラとアートプロジェクトが同

業、雪下ろしなどの共通体験は、地縁でも血縁でも

労働力の流出、産業の停滞、耕作放棄地の増加など、

自分たちの依って立つ地域を再認識させ、新しい価

じ土俵で論じられれば、簡単に追いやられる。事実、

なく、普段は地域外に在住しながら余力の範囲で地

現代の農村問題の多くはこうした変化に対応する術

値観を生み出す契機となる。そのエネルギーが人と

越後妻有プロジェクトの発足当初には、この地域の

域活動に関わる第二村民ともいうべき人々を誕生さ

をみつけられていないことに起因している。

人を結び、地域・世代・ジャンルを超えた共同体の

市町村議員全員が反対していた。このような状況下

せた。

世界規模での金融、国家の破綻によって文明の曲が

活動を誘発させている。地域のデザインは現在の住

り角が露呈した現在、私たちには価値観の変革が求

民はもちろん、遠い祖先や将来の子供たちや移住者

でプロジェクトの継続を住民が納得するまでの成果
を出せた要因について考えてみる。ひとつには、行

地域におけるアートの可能性

められている。こうしたパラダイム転換のなかにあ

たち、そして地域とともにある動植物まで、多様な

政（県と市町村 )、住民、地域外サポーターが三位

地域にはそれぞれ風土に由来する文化（生活、技術、

って里山にある暮らしこそがひとつのモデルとなる

関係性をとらえなければならない。これら多様な関

一体で協働する体制が初期段階でつくられたこと。

祭り、芸能、作物、料理、景観など ) が息づき、こ

可能性を秘めている。このことは昔に帰るというこ

係性の顕在化、個々人がもつ力の誘起、地域の文化

住民不在の地域づくりはありえないが、一方で住民

れらの重層の結果として多様性が育まれ、豊さにつ

とではなく、ましてや環境保全のための活動という

力の向上、人々のネットワーク化と資本以外の手段

だけではできることに限りがある。また、越後妻有

ながっていた。現在こうした地域文化の担い手の高

わけでもない。これでは行為と結果の主従が逆転し

による労働の媒介の可能性、そして新しい合意形成

を含む日本の農山漁村において、行政の住民に対す

齢化や後継者不足は、地域がもつ豊かな表情を消失

てしまい、特定の主体（多くの場合は行政 ) への負

のプロセスのなかにアートの役割があるといっても

る影響力は依然として大きい。この 3 者のスクラム

の危機にさらしている。越後妻有は、農業を通して

荷となり、普遍性を持ち得ない。地域を現代の文脈

よい。

をしっかり固めていったことが 10 年という比較的

大地と関わってきた 1,500 年もの時間が蓄積してい

の中でいかに位置づけることができるか、その構想

長いスパンでプロジェクトを進めることを可能にし

るが、これらの積層が今や崩壊の危機にある。近代

力が問われている。個の力を見直し、個同士がゆる

た。2 つめに集落という単位にこだわってきたこと。 以降国家主導による地域計画がたびたび提出されて

やかにつながる共同体のなかで活動が再生産される

集落の機能が弱まりつつあるということについては

きたが、農村の現状を見る限り有効性をもてていな

仕組みが必要なのだ。現代社会では、人々はひとつ

述べたが、依然として住民がリアリティをもてる地

い。国境をこえる人材、資本、情報の流れに対峙で

の場所にいながらにして他の場所と関わることがで

域の範囲は集落の境界までだったのである。結果と

きていないためである。国単位での事業に限界が露

きる。農村に対して地域・世代・ジャンルをこえた

してアートプロジェクトが集落プロジェクトへと変

呈しているなかで、住民同士の声が届きあう地域と

多様な人々によって議論がなされ、そのなかで生ま

換し、住民の間に当事者意識がうまれ、地域資源が

いう単位が改めて見直されるべきである。従来型の

れる共通項によって活動を規定する新しい合意形成

より具体的な形で顕在化することになった。3 つめ

数値、統計データに基づく計画ではなく、地域の生

のあり方がもとめられている。

には現代の価値観を支配する効率優先の考え方に対

活者に対するまなざしのなかから活動を組み立てる

地域のかたちやスタイルを規定するのは地域に息づ

し、その対極ともいうべき手法がとられたこと。例

必要がある。

く文化である。しかし時代の変化によって一旦規定

えば作品設置に関して、効率的な利用および管理を

近年、地球環境の問題が叫ばれるなかで、日本の里

されたルールはその瞬間から陳腐化がはじまる。局

考えた一箇所集中型の展示に対し、地域に広がる

山に注目が集まっている。日本の里山は、人々の暮

面が常に流動していくなかで、既定のルールや枠組

200 の集落にこだわって分散配置する方針をとった。 らしによって形づくられていた。そこに住む人々の

みと常に向き合う態度が重要なのだ。文化を磨くこ

この手法は結果として地域の自然や住民の生活風景

生活の過程で自然のなかに人の手が入る結果として

とは、目の前の壁に対峙する意志とさまざまな選択

といった地域文化全体を味方にし、情報更新のため

つくられた場である。住民たちが自然との関わりに

肢のなかから進路を選びとる眼を養うことになる。

に常に追加投資を迫られる資本のメカニズムに組み

ついての自主的なルールをつくり、持続性が担保さ

それには絶え間ない自己認識と、自己認識をするき

込まれることを回避させた。4 つめには現代を代表

れてきた。農村が他者を排除することによって地域

っかけとしての他者の存在が重要になる。アーティ

する作家たちが関わったこと。国際展としての水準

の自己保存をはかってきたこともその一環といえる。

ストが作品を通して提示する射程は、ともすれば近
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アウトオブホーム
―アートと社 会の 新しい 関 係 を模 索 する。
松 田 朋 春 / スパイラル・株 式 会 社ワコールアートセンター

複合文化施設スパイラルは、ギャラリーと多目的ホ

常のビジネスのスキームの中にアーティストが介入

ールを中心に、レストランバー、生活雑貨ショップ、

することの効果である。これはその後、ワークショ

トータルビューティサロンなどで構成され、1985 年

ップスタイルで様々なプロジェクトを動かしていく

のオープンからいまや四半世紀がたとうとしている。
これまでスパイラルは「生活とアートの融合」を
コンセプトとして、現代美術やデザインの展覧会、

際の基礎訓練になった。
（詳しくは『ワークショップ―偶然をデザインする
技術（共著、宣伝会議刊）』参照）

演劇・ダンスなどの舞台公演、コンサート、ファッ
ションショー、シンポジウム、パーティなどを表参

「東京ピクニッククラブ」との活動

道から送り出して来た。

その経験がさらに拡張されたのが、その後に増えて

また建築家、槇文彦のデザインによる建築空間は未

来たパブリックスペースのイベントやまちづくりへ

だに色あせることがなく、移り変わりの激しい青山

の参加においてである。

の街並にあって未だに新しい文化の発信をするにふ

その典型が、
「東京ピクニッククラブ」の活動であ

さわしい表情を保っていることは、ここを拠点にす

ったと思う。東京ピクニッククラブ（略称：TPC）

る我々にとってたいへん幸福なことである。

は、建築家で東京大学生産技術研究所講師の大田浩

一方で、スパイラルは、あまり知られていないが館

史と東京理科大学理工学部建築学科准教授の伊藤

外におけるアートプロデュースも手がけてきている。

香織が中心となってピクニック生誕 200 年を記念し

表題の「アウトオブホーム」とは広告業界の言葉で、

て 2002 年に立ち上げたクラブで、メンバーはその

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの主要 4 媒体以外

他にデザイナー、編集者、フードコーディネーター、

の交通広告や看板類をさし、消費者が家の外で接触

写真家などが加わり、ピクニックをするだけにとど

するメディアという意味だ。スパイラルは広くとら

まらず、様々な活動を展開している。TPC はランデ

えればコミュニケーションビジネスに従事している

ヴープロジェクトの周辺から派生したこともあり、

と考えられるし、我々の館外活動をこの「アウトオ

スパイラルとの関わりが深い（筆者も立ち上げメン

ブホーム」という言葉で、特にその新しい方向性に

バーのひとり）
。http：//www.picnicclub.org/

絞って紹介しようと思う。

TPC は、都市生活者の基本的権利として「ピクニッ
ク権」を掲げ、公共空間の革新的な利用を実践する

ランデヴープロジェクト

グループとして、国内外のアートフェスティバル等

アウトオブホームの活動は開館当初から行っている

で活動して来た。

のだが、ひとつの契機になったのが 2000 年にスタ

その活動は、食や道具や音楽などのコンテンツに加

ートした「ランデブープロジェクト」だ。これはア

え、バッジや配布用コースター、フラッグ、バナー、

ーティストと企業、大学、自治体などとの共同で、

フライヤー、ワークショプなどコミュニケーション

作品ではなく次世代型のプロダクト開発に取り組も

ポイントとなる物事をすべて表現要素としてアート

うというプロジェクトで、当時流行しつつあったコ

ディレクションを徹底させ、ユーモアを介在させた

ラボレーション型のプラトッフォーム事業である。

敷居の低いプレゼンテーションを図ることに特徴が

スパイラルでの提案型の展覧会をはじめとし、東京

ある。そして何よりも公共空間に風景を演出するこ

農業大学やパナソニックデザイン社との共同プロジ

とで都市にある種のムードを与える。

ェクト、静岡市の地場産業との製品開発など多方面

TPC の活動は、従来のアートの持つ「作品」と「鑑

で新しい実験に挑んできた。ロングセラーとなった

賞」という関係を避けて、
ピクニックを「社交の場」

商品もいくつか生み出すことができた。

と位置づけることで参加者の表現なり創造性を引き

ランデヴープロジェクトを通じて学んだことは、通

出す意図を明確に持っている。それは千葉県柏の葉
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ピノキオプロジェクト（柏の葉キャンパスシティ）

ピクノポリス（英ニューカッスルゲーツヘッド）©Yutaka SUZUKI / Tokyo Picnic Club

ピノキオプロジェクト（柏の葉キャンパスシティ）

ひびのこづえ 水鳥工業
「ひのきのはきもの」
（ランデブープロジェクト）

地区や英ニューカッスルゲーツヘッドで行われたコ

ていくことを狙っている。

ランデヴープロジェクト以降、我々が実践を通じて

ため、市民寄りの出自を持つアーティストイニシア

ンテスト型の展開に顕著に現れている。

春の恒例行事となったピクニックイベント、「子ど

学習して来たことの直系の応用だと思っている。

ティブの集まりなどでは違和感が出る。おそらく、

また「Grass on Vacation」というプログラムでは、

もは街で育てよう」をスローガンにしたまちなか学

公園やスタジアムなどの普段活用されていない芝生

習プログラム「ピノキオプロジェクト」、まちのマ

愛媛県今治市と横浜での新しい活動

互に呼応しないながら継続的なスキームを見いだす

を飛行機型に引きはがし、ピクニック会場に移動さ

ルシェとパブリックファニチャー開発（不要になっ

スパイラルは現在、愛媛県今治市でみなと再生プロ

べき時期に来ていると解釈している。

せるという物理的な介入も行う。ここには、公共空

た椅子を集めてペイントし、普段は商業施設、学校、

ジェクトに関わり、再生の中核となる今治シビック

同時に都市というステージとアートというコンテン

間は操作しうるというデモンストレーションの意味

公共施設で分け持ち、イベントで必要な時に集結さ

プライドセンター（略称：ICPC）の活動をサポート

ツは深堀するに値する分野であり、今後も積極的に

も込められているのだ。

せる）
、東京大学名誉教授小林寛道（運動生理学）

している。市民主導の交流組織である ICPC と、大

情報を生産して行きたいと思う。

監修で、グルーヴィジョンズやジム・オルークが参

規模な改修を行う今治港の再開発に対して、アート

加し話題になったまちの体操「はっぱっぱ体操」の

は何をして行けるかがポイントになる。おそらくは、

開発、千葉大学のサポートによる養蜂プロジェクト

みなと再生事業全体を市民の意識につなげる、ある

いわゆるまちづくりにおいて、スパイラルがもっと

「柏の葉はちみつクラブ」の組織化とジャン＝リュ

いは瀬戸内海、日本、世界につなげる時のコミュニ

も多面的に仕事をさせてもらっているのは、つくば

ック・ヴィルムートによる巣箱の彫刻化、ハニーカ

ケーションにおいて、柏の葉での実践が応用できる。

エクスプレスの中程に位置する柏の葉キャンパス駅

フェ構想などが多面的に進行中だ。

加えて、横浜では、象の鼻地区に誕生する新しい公

周辺の大規模マンション開発におけるアートプロジ

リチャード・フロリダの「クリエイティブ・クラス

共施設「象の鼻テラス」の運営を任されることにな

ェクトだ。新線新駅にまちづくりを進めるにあたっ

の世紀」では寛容性について語られているが、柏の

っている。プロポーザルでは「文化交易」をコンセ

て、段階的に入居する新住民がスムースに地域と関

葉キャンパスシティでの 3 年間の活動を振り返ると、

プトに横浜の創造資産の発信と外から新しい刺激と

係を結べるようなアクティビティを用意したい、と

まちづくりにおけるアートの寛容性開発の効果を意

が混ざり合う提案をした。運営の範囲はギャラリー

いうデベロッパーからの要請に応えるかたちでプロ

識しないではいられない。パブリックスペースでの

カフェの形態を取る屋内空間が我々の守備範囲だが、

ジェクトに参加した。同時に、将来きっと街中に出

イベントが多く、行政、民間企業、大学、小中学校、

ロケーションを考えれば屋外の公園空間を含めた展

てくるであろうパブリックアートも、こうしたアク

地域団体との調整が山のようにあり、当初はネガテ

開を考えていく必要がある。

ティビティと関係づけることで住民に身近なものに

ィブな反応が強かったが、かなりムードが変って来

創造都市を標榜する横浜では、その成果は風景の中

していこうという、アートの「ソフトとハード一体

た。ららぽーと柏の葉の交通広告にはアートワーク

で表現されるべきだ。公共空間でのある種のスペク

整備」のような計画である。

が自然に浸透するようになって来たし、商工会議所

タクル（管理されていては意味がない）は、創造活

この計画は、全体で「五感の学校」と名付けられ、

との助け合いの関係も芽生えて来ている。調整会議

動が都市を操作できるというメッセージの発信であ

街全体を気づきと学びの場にして行こうという意図

では、以前は難しい顔をしていたのに、最近では自

り、楽しさが伝染すれば市民のまちづくりへの主体

を持っている。柏の葉キャンパス駅周辺には、その

分の思いつきが言いたくてそわそわしているような

性を促すかもしれない。
（詳しくは『シビックプラ

名の由来のごとく東京大学、千葉大学のキャンパス

人も増えた。

があり、学びへの指向は街のブランディング戦略の

アートプロデュースの立場で考えていることと言え

ひとつでもある。

ば、このまちのイベントでは、アートであることや

五感の学校プロジェクトでは、
「子ども」
「隣人」
「地

作家性を前面には出さない（アーティストは伴走す

アーティストイニシアチブの指向とは異なる

域」そして「公民学」と「パブリックスペース」と

る存在）
、見たことのないものを作る（風景は異化

全国にアーティストイニシアチブが台頭し、独自の

いったキーワードがあり、アーティストの好奇心と

されないとメッセージを伝えない）、住民の創造性

活動が力強く展開されていることは実に面白い。一

批評性による「あたりまえでないコミュニケーショ

をひきだすキャパシティビルディング（将来の担い

方でスパイラルは、常に企業活動としてビジネスの

ン」によって、柔らかく相互乗り入れを引き起こし

手を育てる）
、といったことが留意点だ。いずれも

側からアーティストの介入契機を探って来た。その

柏の葉キャンパスシティでの
「五感の学校」プロジェクト
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UDCT 田村地域デザインセンター（空き店舗の活用 )

言えば、すでに「まちづくりセンター」はかなりの

れている。従って「地域という環境や空間の資源に

広がりがある。少なくとも 150 程度のセンターが全

着目して活動の基盤をつくる専門的で協働的な組織

国にあるとみられるが、地域活動の拠点（地区セン

と場」を、アーバンデザインセンターとしてここで

ターや公民館をベースにした住民活動と支援の場）

は定義している。

や市民のまちづくり活動を幅広く支援してく仕組み
（世田谷まちづくりセンターや練馬まちづくりセン
ターなど）として定着をしている。設立の背景も違

2. 新しい公共体へと向かう動き
「アーバン・デザイン・センター」は、筆者が横浜

い、組織やスタッフ、資金を含めた運用も多様にわ

市（1977 年企画調整局に入庁して 20 年間の勤務。

たるものが見て取れる。

最後は都市デザイン室長）時代に考えたことでもあ

しかし、地域の将来構想や計画、デザインに関与す

る。横浜市の都市デザインは、
1971年に田村明氏（当

る度合いは比較的小さいと言える。アーバンデザイ

時の企画調整局長）によって構想され、岩崎俊介氏

ンセンターとして考えるものを以下に概説しておく。 （初代都市デザインの責任者）がその形をつくった
政府が主導してきた都市や地域に関する構想計画や

ものであった。当時は見過ごされていた公共空間の

事業制度には、地域性を反映できない大きな欠陥が

役割や質を見なおすことから、インハウスのデザイ

UDC ＋：Urban Design Center ＋ network

ある。その多様な資源や人材への着目をせず、想定

ン事務所として機能し、地域の構想計画から、空間

日本 のアーバン デザインセンターを創る。

している空間や産業、文化は画一化したことで、地

の制度設計、さらに都市政策の立案に力を発揮して

域の力を喪失させる結果を招いてきた。地域独自の

きた。また、関連するデザイン分野を育成しながら

目標を設定して、構想計画として地域住民や産業の

専門（家）との協働、行政内の調整を進めて、商店

担い手を結び、新しい活動と空間、その環境を生み

街などの地元組織や企業、そして市民との連携まで

出していく仕組みが必要とされているのである。

広く進めてきたことに特徴がある。市政やその政治

撮影：Yuta Hinohara

―地 域を構 想 計 画 する専 門 的 集 団 の 役 割
北 沢 猛 / 東 京大 学

例えば、横浜市の「創造都市構想 2004」は、文化

的な変化にも対応し、長く役割を果たしてきた。そ

芸術を中心において新しい都市活動を生み出すとい

の結果は 2006 年度の日本グッドデザイン金賞を受

1.UDC ＋アーバンデザインセンターとは何か。

同じ福島県において、地元企業と町内会を主要な構

う発想であり、創造都市推進事業本部（市の横断的

賞するなど社会的な評価も得たのである。歴代室長

2006 年の 11 月 20 日、柏市の北部地域において、東

成員とし、東京大学が参与する形で、UDCKo：NPO

組織）と創造都市推進協議会（民間組織）と地元企

は、都市デザインや都市計画の専門家が就任してき

京大学を中心に千葉大学や柏市、三井不動産、柏田

法人郡山アーバンデザインセンターが設立されたの

業のネットワーク、そして「BankART1929」や「急

た。大学での専門教育もあるが、内部で育成された

中ふるさと協議会、柏商工会議所を構成団体として、

である。

な坂スタジオ」などのプロデュース集団が連携した

人材も多い。さらに自治体内都市デザインがある程

UDCK：柏の葉アーバンデザインセンターが設立さ

さらに 2009 年に入ると、福島県喜多方市で地域再

事業が展開している。創造都市構想は、横浜市だけ

度は自由な活動を認められ、外部のクリエーターや

れた。2008 年 4 月には、UDSY：横浜アーバンデザ

生に向けたまちづくり組織の活動から「（仮称）喜

が注目しているものではないが、全国の地域で多様

関連企業、組織、メディアや政治家とも意見を交わ

イン研究会（BanKART1929 が主宰するスクールの

多方蔵のまちづくりセンター」が構想され、京都府

な発想や方法が展開している。

し思潮を共有することで成果をあげることができた

講座）に参加した専門家や企業人、NPO 主宰者ら

舞鶴では舞鶴煉瓦倉庫群の保存活用を契機に「（仮

基本となるのは①地域の資源（風土や風景、歴史的

と考えている。

70 人が参画する UDCY：横浜アーバンデザイン研究

称）舞鶴まちづくりデザインセンター」が提言され

資産、文化）の活用と②創造的な活動（芸術、創造

しかし、自治体は公共空間を自らつくり、民有空間

機構が設立され、同年 8 月に、一年の準備調査期間

た。筆者は、これらの設立に深く関わりながらも、

産業、人材育成）の可能性を認識し、③分かりやす

に一定の制度的な影響力を持つことで、空間の質や

をおいて、UDCT：田村地域デザインセンター（福

日本での空間の質を高めるアーバンデザイン、特に

い構想計画により④具体的な道筋を示す戦略、さら

活動に有効な力を発揮できるが、一方で許認可権を

島県）が、田村市と行政区連合会（地域自治組織）
、

幅広い力を結集するための構想やプロセスという展

に⑤実行を担う専門的な集団⑥創造的な人材や組織

もつことで外部との自由な協働へは制約を持ってい

東京大学を構成団体に設立された。さらに 12 月に、

開方策を検討してきた。その場としてのセンターで

と地域、空間を結びつけるマネジメントが必要とさ

ることも事実である。また、自治体の政策や構想計
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アーティストのための住宅
古い倉庫を改修したもので , 住宅と新設した吹き抜けを囲むギャラ

都市デザインスタジオ
毎年 , 柏の葉地域を対象に大学院生が構想計画し地元市民や市 , 企業

リー空間がある。アーティストと談笑しているのが ,LRC 理事長の
W. ルー氏・アーバンデザイナー

との意見交換を行っている。東京大学 , 千葉大学 , 東京理科大学 , 筑
波大学が参加する合同スタジオでもある。

PLS 実験施設（UDCK 広場 )

UDCK でのアートイベント

画の判断は複雑な力学の上にあり、議会の関与も含

ティナビリティを高めてきた点である。

き「公民学連携」の具体的な組織が創られた。

務を分担した。2007 年 4 月から柏市都市振興公社

め長期的な展開や継続性には問題も多い。さらには

構想からおよそ 30 年にわたる蓄積は確たるものと

2006 年 11 月 20 日に『UDCK：柏の葉アーバンデザ

あるいは三井不動産の協力で常勤スタッフが配置さ

あるいは都市内の各地域の個性が、
「公平性の原則」

なっており、LRC はロアタウンの再生に成功した。

インセンター』は、柏市長や東京大学総長、千葉大

れ計画デザイン組織としての形ができた。常勤の副

という一面から必要以上に独自性をそいでいる。

背景にはセントポール市の支援があり、また地元出

学学長、三井不動産副社長らが出席して開設した。

センター長は前田英寿（東京大学非常勤講師・工学

都市の長い生命に対して持続的で確実な蓄積が必要

身の有力企業の財団から資金提供などの条件も整っ

企画からわずか半年。柏の葉地域にかかわる行政や

博士）
、ディレクターに丹羽由佳里（東京大学客員

であり、かつ、多様な地域性や市民性に応えるため

ていたが、常に中立的な立場をとり、場合によって

民間、地元そして大学の柔軟な対応がこれを可能と

共同研究員・環境学博士）が着任し、その後実務経

には、自治体の役割を強化しつつも、別の公共体を

は市とも意見が対立し、むしろ州や連邦政府などに

した。仮設ではあるが、述床面積 300 ㎡で 6m と高

験が豊富な田口博之（建築・アーバンデザイン）が

いずれ考えるべきと感じていた。

直接働き掛けるといった自立性を確保してきた。そ

い天井のギャラリーとラウンジそしてオフィススペ

加わった。2008 年度からは広報担当や市民活動担

1997 年に東京大学に移籍し、数年間アメリカ諸都

の意味では、まさに「新しい公共体」と言える存在

ースがあり、周囲には木製デッキの広場がある。こ

当が拡充されており、協力研究員 1 名が UG 都市建

市の再生を牽引する『新しい公共体』
、つまり自治

であった。創設 30 年を迎えた 2008 年初めに役割を

の施設の建設と維持管理は三井不動産が担い、外構

築より派遣されてきた。他に東京大学大学院の学生

体にかわり公共を担う組織の実態調査をし、日本で

終えている。

や緑化には千葉大学や柏市の協力があった。

が調査研究や運営に参画している。

た外部組織から NPO などの民間組織や地域が支え

3.UDC＋シリーズ、日本型の地域デザイン組織の実証

3-2 UDCK の活動と運営体制

3-3「小さな公共空間（PLS：Public Life Space）
」

る組織、大学が母体となった組織など数多くの実例

UDC ＋の特徴は、①自治体と地域、企業、大学な

UDCK の活動を見ると、①「柏の葉国際キャンパス

UDCK と東京大学、地元企業である三協フロンティ

があった。

どの水平的関係であるが、それは②計画デザイン組

タウン構想」という地域構想の策定を中心として、

アなどが共同で研究と実証実験を行ったのが PLS プ

中 で も 注 目 し た の は セ ン ト ポ ー ル の Lowertown

織として高い専門性を持つことで、さらに③強い協

②環境空間計画とアーバンデザインの検討を進めて、

ロジェクト 2007 である。研究テーマは、移動・可

Redevelopment Corporation（LRC：ロアタウン再開

働を生む活動の幅を広げていくことである。

③関係する組織や個人の活動を刺激して広く交流の

変・縮増の可能な『小さな公共空間』を生み出すも

場としても機能してきた。

ので、ユニットハウス技術を使い、多様な主体が提

の展開についての確信を深めた。特に自治体主導し

発機構、1978 年創設）である。LRC の業務は地域

第 1 号となった UDCK は、それ自体が社会実験で

の構想計画とアーバンデザインであり、使命は民間

あり、2 年半の活動と成果により、現在は、後継

さらに④展示会の開催や HP の運営など情報の公開、

供する多様な公共空間そして環境に優しい空間を創

や公共の投資を誘発しかつ空間の質を確保すること

UDCK として恒常的な組織の検討がはじまっている。

⑤大学のデザインスタジオや柏市の市民講座やまち

るという課題である。小さな公共空間は、行政によ

にある。戦略プロモーションや投資誘発のギャップ

検討委員会（磯部東京大学副学長が座長）は、東

づくりスクールなどの教育、⑥環境や都市に関する

って運営されるのではなく、個人や民間、NPO な

ファイナンシングなど手法は限定されているが、ス

大、千葉大、柏市、三井不動産らが参画している。

研究とその実証実験などの場、⑦ピクニック月間や

どが独自に提供する公的サービスである。これは「千

タッフも都市プランナーを代表に少数であり、弁護

UDCK のこれまでの活動の詳細は、年報による他、

エコデザインツアーなどのライフスタイルを生み出

葉県国際学術研究拠点形成促進モデル事業研究助

士や会計士、建築家などの非常勤の専門家グループ

UDCK の HP で見ることができるが、ここでは設立

す地域プロモーション、⑧アートインレジデンスな

成」に応募して選択されたものである。実験施設は、

であった。しかし LRC は時間をかけ人的組織的ネッ

の経過と運営体制を紹介しておく。

どの芸術や創造活動の場という活動が行われてきた。

UDCK に隣接して 2008 年 2 月に完成し、現在もアー

運営も常に更新しておりその自由度や柔軟性は高い。

トレジデンスなどの活用を継続している。

トワーク、つまり企業や投資家、連邦政府、州など
の行政組織、NPO や市民組織、専門家などの幅広

3-1 実証実験としての UDCK

運営委員会は公民学の 6 団体で構成し、千葉県など

UDCK は「新たな公共体」を追求しており、知の融

い連携と信頼を築いていた。LRC は「アーバンビレ

2006 年 4 月に東京大学の研究者が自治体と地域、

の協力団体も含めて、
「人やもの、資金」も持ち寄

合と実行の場としての実験は多様に続いている。革

ッジ構想」から「サイバービレッジ構想」にいたる

企業と交流する会があり、筆者は首都圏郊外地域の

りで行っている。首都圏新都市鉄道が加わり、辻仲

新的なアイディアはまだまだ生まれくると考えてい

まで、時代の先端を牽引する構想を具現化してきた。

自然緑地喪失から都市活動空洞化の急激な変容を指

病院や京葉銀行などの関連企業、また都市計画や文

る。

特に注目したいのは、一つに地域としてはアーティ

摘し、環境空間計画と協働の場としてアーバンデザ

化芸術などの専門組織が協力団体として加わり、活

ストの集積が非常に高いという点と IT やメディア

インセンターを提案した。早々に企業や柏市からの

動も充実してきた。

3-4 国際キャンパスタウン構想

などの創造産業の集積に成功した点である。そのた

反応があり、7 月にはワーキングが開かれ 2 年程度

UDCK の運営機構はセンター長を筆者が、副センタ

さて、柏の葉国際キャンパスタウン構想は公民学の

めにも環境を整え、住みやすい空間を確保しており、

の実験として設置が議論され 9 月に東京大学におい

ー長を栗生明千葉大学教授と石黒博柏市企画部長が

連携と共同研究により地域の環境空間計画を描こ

歴史的建造物の保存活用や川岸の環境整備などサス

て第 1 回アーバンデザインセンター運営委員会を開

あたり、構成団体の職員が委員やスタッフとして業

うとするものである。2008 年 3 月には柏の葉国際
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国際キャンパスタウン構想の学術空間

地域内の新しい空間に関するデザインレビュー

UDCY が研究対象とする横浜市都心臨海部

田村の地域資源を探す「田村百景」で投票する市民

UDCK は今後の開発や建築に対するアドバイスや評価も行う

キャンパスタウン構想検討委員会が構想をまとめて、

している。重点施策には、東京大学の「フーチャー

解を進める。その上で新しい都市構想を描いていく

千葉県知事と柏市長から発表された。

センター」などの知を育てる場づくり、あるいは民

ものである。横浜を舞台にする研究は、政策や戦略
として横浜市に還元していく予定である。

いる。これまでの議論を踏まえて、
（1）環境アライアンス：海洋都市・農山村と都市

理念として、次世代の『環境都市』
（優れた自然環

間の「ナレッジスクエア」というベンチャーを育て

境と共生、健康で質の高いデザインの居住就業環境）

る場などにより、アイディアの目から企業化までの

と国際的な『学術都市』
（大学や研究機関、新産業

プロセスを柏の葉地域が提供するという実現性の高

4-2 クロス・プラットフォームとしての UDCY

や文化の価値創造）としており、具体的な都市づく

いものを提示している。

多様な個と知の交流から新しい発想を生みし多様な

りに取り組むため、環境・産業・芸術・交通等に関

従来のプランとの違いは都市活動や生活の全体を具

主体の連携から新しい改革の力を生み出すという理

地域分権

する 8 つの目標を定めた。大学や民間、自治体、地

体的に描き出し、「環境」を機軸に多様な要素をひ

念に基づき、自由な意見の交換、価値ある情報の交

について、提言を行うべく、2009 年 3 月には、横

域の先進的な発想を取り入れた重点施策を盛り込ん

とつの「空間」にまとめる統合的な内容を持つとい

換、
既存の枠組みの打破、異分野の交歓を進めている。

浜市長も交えて議論を行っている。

であり、未来に向けたビジョンであるとともに戦略

う意味で『環境空間計画』と呼んでいる。

特に、移動空間、環境空間、緑地空間、郊外空間、

となっている。

例えば、駅から 2 街区の中心を通り、緑地公園に

都心空間などの研究も多様な研究員によって構成さ

4-3 UDCT 田村地域デザインセンター

目標には、それぞれに 3 つ程度の方針があり、具体

つながる幅 20m の「緑の道」は民間が提供するが、

れることになる。自主的な研究もあれば、他の研究

2007 年度の田村市と東京大学の共同研究である「中

的な数値目標や像を示しており、さらに重点施策と

区画整理全体でも『グリーンアクシス』を形成する

組織との連携や支援という形もある。まだ一年間の

心市街地まちづくり基本方針」から議論が始まった。

して今後政策化あるいは制度化するもの、公民学が

重要な空間となる。この軸に沿って、低炭素型開発

活動であるが、研究成果は、横浜市の環境政策に反

中心市街地活性化策は、商業産業振興に偏りがちと

それぞれに事業化するもの、特に重要な連携におい

で高い緑被率の町並み、学生や研究者なども利用す

映されたもの（環境市民大学の開設）や NPO と地

なりますが、船引では「住み続けられる町」を目標

て行うものを示している。

るワークショップハウスやオフィスやホテルなどが

域が連携する活動（ハマブンブンという都市でミ

に掲げた。実現のための方策は『現場で考える』こ

目標 1：環境と共生する田園都市づくり、目標 2：

並ぶ。居住だけではなく新しい文化や産業形成する

ツバチを飼うプロジェクト）などにつながってい

とが一番で、行政と地域、企業、市民そして大学が

創造的な産業空間と文化空間の醸成、目標 3：国際

機能やデザインを追求しており、実現には公民学の

る。こうした「ネットワーク型シンクタンク」は、

智慧を重ねるために UDCT が生まれた。以下は、設

的な学術空間と教育空間の形成、目標 4：サスティ

連携がさらに必要とされる。

適宜必要な人材や情報、知識を持ち寄って行われる。

ナブルな移動交通システム、目標 5：キャンパスリ

の新しい関係
（2）多文化トーレランス：創造都市・観光とホス

UDCY は、UDSY2007 に参加した約 100 名を会員と

ピタリティ・国際戦略
（3）都市のガバナンスの展開：都市制度・市民力・

立にあたり地域に呼びかけた内容である。
「UDCT は、地域の力と智慧を集める地元のシンクタ

ンクによる柏の葉スタイルの創出、目標：6 エリア

4.UDC ＋の地域的な展開と多様なあり方

している。この人材をいかしながら活動を行う。

ンクをめざしている。田村市には駅前市街地、街道

マネジメントの実施、目標 7：質の高い都市空間の

4-1 UDCY：横浜アーバンデザイン研究機構

地元メディアである tvk（神奈川テレビ・ニュース

筋、農村集落など個性豊かな地域が多数あるが、そ

デザイン、目標 8：イノベーション・フィールド都

UDCK を設立して 2 年目には、「UDCY 横浜アーバン

ハーバー）と協働して、
「横浜フューチャーカフェ」

れらが活かされているわけではない。田村の恵まれ

市である。

デザイン研究機構」を設立した。横浜市は、先に述

（イノベーション・カフェ）を月に 1 回開催し、環

た環境や風景をまもり、町並や通り、家や庭を手入

例えば、目標 1 は柏市の環境都市構想の重要な柱と

べたように、創造的な人材や発想、産業の育てよう

境から、モビリティデザイン、創造産業、観光など

れすることが地域づくりの基本となるが、その上に

なったが、その方針 1 で『緑地ネットワーク』の

という「創造都市構想」を進めているが、大学や企

をテーマに多様な専門家や実践家の交流と自由な議

田村らしい文化芸術や地域ビジネスの育成など、次

保全強化をあげており、緑被率 40% を維持とした。

業、NPO、行政の専門性のある個人が参加加盟する

論の場を提供している。

また、方針 2 では持続性の高い開発や建築の「環境

ネットワーク型のシンクタンクで、横浜市をベース

柏モデル」として、新規開発街区の緑化率 25% と

に未来社会の設計と実現の方策を検討することが目

tvk 横濱 Future Cafe とは ?

や行動』が必要である。まちづくりの担い手として

通常開発に比べて CO2 削減 35% を達成する施策を

的である。

第 10 回目を迎え、
「水と都市」
「グリーンエネルギー」

の「新しい公共」の確立もめざしている。UDCT には、

示している。いずれも高いハードルであり通常の行

未来社会設計を通して、現代都市を変革していくバ

「モビリティ・デザイン」の議論を、毎回 100 名程

専門スタッフが駐在し、市役所職員や商店主、地域

政計画には採用しにくいものであるが、共同調査の

ックキャスティング方式の研究や活動を第一として

度の参加で、全員で本気で議論を行ってきた。ゲス

の関係者、企業、と民と学が集まる場ですが、個人

利点である。目標 2 の方針においては、つくばと秋

いる。特に、空間と時間、そして人間社会（地域社

トも専門家、大学、企業や行政をはじめ多様な参加

や団体を問わず地域づくりのネットワークも拡げる。

葉原の既存の産業研究集積を結ぶ TX- ナレッジ・ネ

会）を軸に総合的な理解を進める。環境あるいは持

者があり、この議論から実際のまちづくりや環境へ

どうぞ、気軽に立ち寄り、構想を練り、意見を交わ

ットワークの構築を産業の創出や誘致の目標も提示

続的な環境の構築という今日的な課題を通しての理

の取り組みなどの成果が生かされることを期待して

し、田村の未来をデザインしよう。
」
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アートユニット「ヤング荘」が提案した「たむらかるた」
（参加型で田村を再発見する )

2008 年の秋には、
「まちづくり実験実行委員会（栄

5. 今後の展開

町商工振興会＋ UDCT ＋三春土木事務所）
」の主催

UDCKo は、郡山市に設立されたものであるが、ベ

で「田村まちづくり実験 2008」として小さいが 8

ースは 1500 世帯が住む一つの町内会である。ここ

つの社会実験を同時に行なった。中心市街地である

では、都市郊外地の新興住宅地やロードサイドに展

地区には、過去にも様々な調査や計画、提案があっ

開する店舗や地元企業の作業場などが対象となる。

たが、実践には至らずに空洞化は止まらないのが現

また、ここでは地域の方が中心となった NPO 法人

状である。社会実験は空き店舗や景観など地域に現

としてのアーバンデザインセンターが活動を始めた。

存する資源を使ってみた。短期間でも町を実際に動

2009 年には、この地域を対象としたまちづくりの

かすことによって、見える可能性や課題があること

コンペを開催する予定で準備調査を行っている。

を期待したものである。

横浜市という大都市、柏市という大都市郊外地域、

基本方針での提案を検証することが目的であったが、

田村市という地方小都市など、それぞれに違う地域

結果として空き店舗だった場所で、地元のクリエー

性や資源、あるいは問題をもつ地域を対象にアーバ

ターのアトリエやカフェがオープンすることになっ

ンデザインセンターが活動していることにもう一つ

た。地元の芸術家や市民活動者や高校生なども積極

の意義がある。様々なあり方がここに見えてくるの

的に参加されるなど、新たな活動の萌芽が感じられ

である。さらに、東京大学 GCOE（都市空間の持続

た。こうした文化芸術活動をきっかけとした小さな

再生）の研究として、欧米からアジア地域、世界の

場がまち全体にたくさん散らばり、まち全体がひと

アーバンデザインセンターの動向に関する調査を進

つの文化施設としてつながっていくイメージが見え

めている。これによれば、さらに機能も形態も違う

てたのである。

ものが多様に存在していることが分かってきた。今

基本計画検討、社会実験の実施の過程において、船

後はこれらの調査とともに、お互いの経験や情報を

引地区には意欲ある人材が多くいること、積極的な

共有できる国際的なネットワークの形成を図りたい

活動やイベントを実施している団体も把握できた。

と考えている。特に、アジア地域の予備調査でも、

しかし、それらが十分に連携してまち全体としてう

アーバンデザインセンターへの期待が見られること

島根県では現代アートは長らく皆無な状況でした。

まく回っていない。連携し、循環させることが必要

から、アジアでのネットワーク形成をまず図りたい

全県の人口が 72 万人という少なさは美術ファンの

であり、外部からの刺激として、社会実験では 3 組

と考えている。いずれにしても、地域との連携にお

少なさに比例します。人口の中心である松江市は昔

のアーティストに田村に滞在しながら町への提案を

いて大学が果たす役割も大きいと考えており、知の

ながらの城下町で伝統を重んじ、新しいものを拒否

行った。その提案では、例えば「たむらかるた」は

拠点のネットワークが構築できるのではないかと期

する姿勢が強く存在します。また、団体展や公募

「どこ研」の活動は街や歴史的建造物を活動のフィ

展開の可能性があり、市民の方からも「見えてき

待している。

松 江 街 の中で の 新しい 動き
高島 敏 展 / どこでもミュージアム研 究 所

成以前の実行委員会形式のスタイルではプロジェク
トに継続性が見えないことから、アートイベントを、
「どこでも」開催し「ミュージアム」にしてしまう
団体として組織化しました。

展が幅を利かせ権威のピラミッドを築いています。

ールドにしています。活動の目的は「街にアートの

た」という意見ももらっている。内外問わず田村を

2009 年に開館 10 周年を迎える島根県立美術館は開

種をまく」こととしています。

動かしていく人に機会を与える事業の展開を考えて

館当時こそ美術の普及課を学芸課から独立させて設

これは、島根県での現代アートの状況では、美術館

置し、熱心に美術普及活動を行いましたが、数年後

やギャラリーでの活動で、アートファンの裾野を広

に予算の削減に合わせて真っ先に普及課自体を廃止

げることができないと感じているからです。まず、

しています。

アーティスト自身から、アートと出会ってもらえる

は、これまでの調査や社会実験、議論をさらに、実

どこでもミュージアム研究所（以下どこ研）という

場所を作る努力から始めています。

行計画として整理している。

チームは 2008 年に結成しました。
「どこ研」は、結

2009 年の 3 月 6 日から 22 日までの期間に松江市奥

いる。
地域のまちづくりの担い手としての「新しい公共」
の確立をめざす田村地域デザインセンター [UDCT]
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谷地区を中心に「奥谷タイムトンネル」というアー

での最後の 4 か月間にイベントを行い、建物の姿を、

法を取りました。

自分たちがやってきたアートイベントの質や純度を、

トイベントを開催しました。江戸の風情から現代の

人々の記憶の中に残すプロジェクトでした。

調整に可能な限りの時間をかけること、何かを決め

経済活動とどのように共存させるかが課題と考えて

建築まで、さまざまな風景が連なる街を歩きながら、

歴史的建造物の保存、利用促進の角度から考えても、

る時に多数決の会議をしないこと、どんなに時間が

います。

時間のタイムトンネルを潜って行く、というイメー

松江は遅れた地区で、昭和初期から前の近代建築は、

かかろうとメンバー全員が納得いくまでミーティン

また、拠点となる場所の必要性を感じています。場

ジで名づけました。

この 10 年でほぼすべて解体されました。数少ない

グをすること、街の顔役やキーマンとだけ付き合わ

所を持たなければ信頼が生まれないと痛感しました。

歯科医院だった空き家や寺院など 4 か所を会場に、

利用例である、
カラコロ工房（旧日本銀行松江支店）

ず、すべての人と平等な関係でスタートすることな

現在、
「どこ研」の事務局は島根大学のメンバーの

現代アートとクラフトの展覧会、アートカフェ、お

などは公と民間企業の利権が絡み合い、結局、大き

ど、合理性の逆を行く作戦を実践したことも特徴です。

研究室に間借りしていますが、活動の拠点となる場

寺を使っての衣装パフォーマンス、展覧会と連携し

な土産物屋になってしまい市民の生活から切り離さ

2006 年に行った「島の写真屋アートプロジェクト」

所を確保し、継続的な活動に取り組むべきとの意見

た体験型のワークショップやシンポジウムなどを開

れています。

は、不便な場所にもかかわらず、3 週間の開催期間

があります。

催しました。

それまで、島根県で長期間の大規模なアートプロジ

で、人口 4500 人ほどの小さな島に約 800 人の来場

そこで、当面は自宅の築 180 年の古民家を事務所兼

ワークショップ「みんなで作ろうタイムカプセル」

ェクトはありませんでした。

者が訪れました。

ワークスペースとするつもりで現在、計画を進めて

では、小学生が大正 13 年に外国人教師の為に建て

開催期間中、ビルの大掃除プロジェクトに始まり、

島根県と鳥取県の県境の湖「中海」に浮かぶ大根島

います。

られた洋館を見学した後、100 年後の未来予想図を

ビルの見学会、カフェ、コンサート、ダンスやフラ

の、昭和初期から平成 10 年頃まで開業していた写

今後は、
「どこ研」主催のアートスクールやワーク

絵に描き、島根大学ミュージアムに収蔵した上で

メンコ、映画会にいたる約 30 種類のイベントには

真館を会場にアートプロジェクトを開催しました。

ショップを開催し、人材の発掘、育成を本格的に行

100 年後に展示会をします。

4000 人の入館者が訪れ、非常に大きな反響を呼び

島で唯一の写真屋、
「渡部写真館」は島で文化の香

いたいと思っています。

当初、イベント会場にはこの洋館（島根大学旧奥谷

ました。特に意義深く感じている事は藤忠ビルの中

りがする数少ない場所でした。生涯を無名で終えた

宿舎、国指定有形文化財）を使用する予定でした。

に残されていた商品や家具、棚板を材料にスタッフ

写真師の初めての個展と、同時に 6 人の現代アート

島根大学ミュージアムの分館として改修オープンす

が自作したテーブルなどをイベントの最後に販売し

作家の作品展とカフェ、ワークショップを行いまし

るはずが、工事着工が大幅に遅れ、今回はイベント

たことです。藤忠ビルの物といっしょに、ビルの記

た。作品展会場となる土蔵の床下から戦時中のガラ

のシンボル的な役割として紹介するにとどまりまし

憶が街や来場者の元に残ったことをうれしく思って

スネガ乾板が 500 枚ほど、偶然、発見されました。

た。

います。

これらのガラスネガ乾板の中には、銃剣を持ってポ

旧奥谷宿舎は 2010 年秋に改修工事を終えオープン

この時、県内の 20 代、30 代の現代アートに関心の

ーズを取る小学生など、軍靴の気配がする写真が多

する予定で、オープニングには改めてアートイベン

ある若手が集合し、今日の「どこ研」の中心になる

数含まれていました。由来はおろか、存在自体をご

トの開催する計画をしています。

メンバーが集まりました。

遺族のどなたも知りませんでした。

空き家率と高齢化率の高い奥谷地区で、街の活性化

プロジェクトの開催の根底にはさまざまな思いがあ

会期中にプリントし展示したことで、プロジェクト

の一つの可能性として大きくマスコミ等で取り上げ

りました。昭和 3 年に建てられた藤忠ビルが素晴ら

られ、地元住民からも注目されました。

しくかっこよかったこと。僕は失業したばかりで時

「どこ研」のこれまでの活動は基本的に民間自主運営

「奥谷タイムトンネル」のようなイベントは突如と

間があったこと。たまたま、「何かをしたい」とい

型で、会費などを集めて自己資金を確保しての運営

して実現したのではなく、どこ研の基礎となる二つ

う仲間に恵まれた時期だったこと。僕が信じて情熱

が基本でした。自分たちが好きなことをやるのに自

の大きなアートプロジェクトがありました。

を傾けてきた「アート」と呼ばれるものが、出雲の

分たちが資金を出すのが当たり前と考えていました。

2001 年の「藤忠ビルプロジェクト」
、もう一つは

地ではまったく意味のないもので、何もできないま

しかし、今回、
「奥谷タイムトンネル」を終えての

2004 年の「島の写真屋アートプロジェクト」です。

ま、無視され、月日だけが過ぎていくことが惨めで

感じたことは、経済活動と結びつかねば活動に広が

2002 年に島根県松江市天神町の「藤忠ビル」が解

悔しかったこと・・・。

りが持てないという事実でした。

体されました。昭和 3 年に建てられた金物問屋の会

基本的な考え方に「街づくり」のコンサルタントな

経済活動が加わることで関わってくる人の数が増え、

社の社屋だった建物で、使用しました。ビル解体ま

どの失敗事例を参考に、コンサルの逆を実践する手

また、物やサービスに責任が生まれます。

150

まちづくりとアート

の内容が広がったように感じます。
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アートと卸 商 団 地
吉川由 美 / はっぴい・はっぱ・プロジェクト
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なんとか空き倉庫を無料貸与していただき、コンテ

になった社長は、自分を他者の目で見つめただろう。

ンポラリーダンス、コンサート、音楽ワークショッ

眠っていた記憶や思いが呼び覚まされ、心の中で渦

プ、俳句・川柳トーナメント、ポエトリーライブな

巻いていたことだろう。一方、第三者は彼らの実像

ど数多くのアートイベントを開催した。運営にも多

に自分自身を重ね合わせた。

様な有志に参加してもらって、さまざまな角度から

それは卸町固有の価値の再発見につながった。町の

卸町を見直す機会が生まれるようにプロジェクトを

人々は、隣人たちの真の姿に気づき、自分の町の本

展開した。「この町には仙台商人の歴史と知恵と情

質的な価値や魅力を共有し始めた。深いコミュニケ

報とプライドが詰まっているんだよ」とおっしゃっ

ーションの回路を、アートは開いた。

た方がいた。それを目に見える形にするために、ア

創る人、見る人という一方通行の関係はこわされ、

ートでたくさんのゲートを作ったのだ。

接する人が主人公になる。そして、作品は鏡となり

数多くのイベントの中でもっとも卸町の人を動かし

触媒となって、その場所での人間の生きざまや美し

たのは、
「卸町へぇへぇウォーキングツアー」だった。

さや醜さ、歴史、価値や問題を、まざまざと見せつ

各会社を訪れて、それぞれが扱っている商品などに

けてくれた。

ついての専門的なお話を伺うツアーだ。協力してく

卸町のようなビジネスの町では、まちづくりを町の

れたのは、海苔、茶、紙、測器、塗料、風呂、瀬戸

人たち同士で共有することがむずかしい。過疎地や

物、文具などの卸業の会社と演劇工房 10-BOX であ

さびれた商店街でも、従来の人間関係に縛られ、コ

る。説明をしてくださった各社のみなさんは、さす

ミュニケーションが閉塞的になる。アートはそんな

がに商人。ツアー客が「へぇー。
」と感嘆詞をもら

問題を易々と飛び越えて、まちの人たちのコミュニ

せばもらすほど、笑顔満面になりトークが冴える。

ケーションを誘発し、まちの価値を浮き彫りにする。

卸業の会社が、280 あまり軒を連ねる仙台市若林区

たり、何かと「変わらなくちゃ」という雰囲気が、

卸町。卸業の中抜きが騒がれる中、どの会社も必死

卸町に漂っていたころだった。

である。『まちでアート・プロジェクト ? 勝手にや

しかし、多くの卸町の人々にとって、まちづくりは

毛が使われているのか』
『紙の目とは何か』などなど、 エイティブの力」によるまちづくりを標榜してい

れば』ってなものである。私が社長でも、きっとそ

他人事だったと思うし、卸町にしか存在しない価値

実に興味深い話が次々と飛び出す。卸町に蓄積して

る。さまざまなクリエイティブ・パワーを受け入れ、

う思うだろう。

を深く理解しているようには見えなかった。町の人

いる目に見えない価値が、一斉に見えて来た瞬間だ

アートイベントやクリエイティブ産業の誘致を自発

昭和 40 年、卸町は、仙台の中心部から離れた田ん

同士のコミュニケーションも、ある範囲内にとどま

っだ。

的・積極的に行っている。5 年前には想像もできな

ぼの真ん中に、仙台商人たちの手で作られた。条例

っていたと思う。

私たちはさらに、こちらからインタビューに出かけ、

かった変化なのである。

により卸業者以外の営業が禁止されていたため、最

そんなときには、なんと言ってもアートである。卸

卸町で生きて来た人々の人生の物語をまとめて、朗

近まで小売店や飲食店がなかった。そのため、卸町

町でアート・プロジェクトを行い、いつもとは違う

読で上演する試みを始めた。これまで語られること

の人々は街の歩道を歩く必要がない。5500 人もの

視点、力関係を生み出し、卸町を再発見してもらお

のなかったエピソードの数々は、旧知の人々の間に

人が働いているにも関わらず、一見ゴーストタウン

う ! と、プロジェクトを始めたのだ。

新鮮な発見を数多くもたらした。自分自身に再発見

のように卸町には人が見えない。

だが、利益を上げねば明日がないと、しのぎを削る

をした方も、いらっしゃるにちがいない。

私たちがこの町に足を踏み入れたのは 2004 年。条

商人たちにとって、アートなんかに関わっているひ

昨年は、仙台在住のアーティスト、タノタイガ氏に

例が規制緩和され、飲食店・小売店などを営業でき

まがあるわけない。街区内の企業でつくる協同組合

卸町の六人の社長を、きわめてリアルな彩色木彫像

るようになり、仙台市がせんだい演劇工房 10-BOX

仙台卸商センターが管理している空き倉庫をお借り

として制作してもらった。もちろん私たちは社長た

をオープンしたり、建築家による町のサイン計画が

したいと日参したが、なかなか承諾は得られなかっ

ちにインタビューし、その人生を短い物語にした。

浮上したり、将来地下鉄の駅ができることが決定し

た。

自分に生き写しの小さな木像と自分の物語。モデル
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新 世界アーツパ ークのこころみと大 阪の文化 政 策
上 田 假 奈 代 /cocoroom

フェスティバルゲート周辺は昭和のような街で、平

市民主体の社会問題解決型事業が集まる広場だ。建

成の流れにはじきだされたような人たちが、朝から

物を活用し、NPO や社会企業家、地域の人々、研究者、

夜中まで、あてもなく歩いている。大きな犬が寝て

企業、市民ひとりひとりが対話を重ね、知恵をだし

いる。猫が道路を横切る。アルミ缶を積んだ自転車

あい、活気を生み出す創造都市・大阪の第一歩を描

が急ブレーキをかける。段ボールを積んだリヤカー

いた。しかし、一次審査は遅れ、突如 5 月末に落選

がゆっくり進んでいく。

通知が届く。本案は最高得点ではあったが、運営基

串カツブームで休日ともなれば観光客が押し寄せる

盤の脆弱さが指摘されていた。

ようになったのは 2006 年からで、その変化にとま

その 2 時間後、ファックスで市長コメントが届いた。

どっているのは実は地元の方たちではないだろうか。

市長は活動を評価し、今後の活動についても転居先

隣接する西成区もまちは変わってきている。ドヤは

の検討も行うというものであり、暫定の活動場所が

バックパッカー向けのホテルとなり、年間の外国人

一年間確保された。

客 4 万泊という数字をはじいている。そして、ホー

行政との協働をわたしたちは望んでいる。なぜなら、

ムレスの高齢化により、生活保護受給者のまちと化

文化政策が発展しなければ、大阪の文化芸術は醸成

している。若年層ホームレスの姿も見受けられるよ

されず都市としての魅力を失うからだ。しかしなが

うになり、まちの様子は変わりつつある。

ら、その一年を経過して大阪で活動場所を確保でき

フェスティバルゲートのオープンは 11 年前。テナ

ず他都市へ移動する NPO もある。わたしたちココ

ントの退店が相次ぎ、02 年に大阪市文化芸術アク

ルームは 07 年から自力でスペースを確保し、新世

ションプランによって、10 年計画でアート NPO が

界に隣接する釜ヶ崎という地域で「インフォショッ

活用する「新世界アーツパーク事業」がはじまり、

プ・カフェ」を運営している。釜ヶ崎にはホームレ

質の高い文化芸術施策として注目された。指定管

ス問題などさまざまな問題が累積しており、アー

理者ではなく、家賃と水光熱費を行政が持ち、NPO

ト NPO として何をするのかを模索する毎日である。

が自主的に事業を展開する公設民営方式をとった。

単独での活動の心細さを味わいながら、ネットワー

運営的には厳しいが、活動における自由度が高く、

クの大切さを痛感している。

横浜市の元銀行や港湾倉庫を活用した BankART も

また、これらの変遷のなかで、大阪にアーツカウン

この方式をモデルとしたそうだ。フェスティバルゲ

シルを、という動きも始まっている。人事異動でこ

ートには、現代音楽「ビヨンドイノセンス」
、映像

ろころと変わる行政職員が文化政策を取り仕切るの

メディア「レモ」
、コンテンポラリーダンス「ダン

はなかなか難しいことだ。フェスティバルゲートは

スボックス」
、コミュニケーションアート「ココル

先駆的なアートセンター的な機能を果たしながらも

ーム」という 4 つの NPO が活動してきた。月一回の

破綻した。その経験をいかすためにもアーツカウン

町内会と称する会議では情報交換が活発に行われた。

シルという専門集団が組織され、大阪の文化芸術活

ことなる専門性が集積することによって、ダイナミ

動を後押しし、地平をひらいていく必要があるので

ズムを生み出してきた。

はないか。大阪の文化政策の転換期が来ていること

それぞれの NPO は日本橋、新世界、西成など地域

は明らかであり、創造力を発揮するのはまさに今で

との連携が深まり、
06 年には 43 年ぶりの盆踊り「ビ

ある。

ッグ盆!」
を開催し、2万人を動員。そんな中、
市の
「フ
ェスティバルゲートあり方検討会議」を経て「暫定
公共利用コンペ」が実施された。
07 年 3 月に、わたしたちは官民協働による「アート
& ソーシャルインクルージョン創造的公益事業モデ
ル創出事業案」を提出。この地域は産業の空洞化が
もたらした都市型社会問題の集積地である。必要な
ものは消費型の娯楽施設ではなく、官民恊働による
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ても強く感じたことを覚えている。

自分の奥さんも温泉で紹介したというエピソードも

正直に言うと、私は別府生まれでもなく、これまで

あるくらいだ。その方は、
「温泉で紹介しないとい

一度もこのまちに住んだことがない、
「よそ者」で

けないと思っていた」と、かつてを振り返る。

ある。

このまちの中心には、いつでも温泉があった。その

2004 年に帰国した際に、別府市在住の知人は一人

場はコミュニティの中心であり、出会いの場として

しかいなかった。それでも、このまちの匂いや独特

今に息づく。

の魅力に惹かれて帰国し、とにかく急速にこのまち
にアートの仕組みを創出するべく活動を続けている。

BEPPU PROJECT は、別府市や公的団体、民間、通
り会等による、別府市中心市街地活性化協会の一員

なぜ別府でこのような活動を行うのか ?

として、別府市中心市街地の活性化に 2007 年から

誰かから頼まれたわけでも、求められていたわけで

取り組んでいるが、その一事業である「platform 制

もないこれらの活動は、一言で言うと、この場所で

作事業」は、上記の「温泉文化」を下敷きにして行

自分たちが見たい、経験したいと思うことを、自分

う事業である。

たちの手によって実現しようとすることから始まっ

この事業は、中心市街地に多数点在する空き店舗を

た。

リノベーション（※ 3）し、文化交流施設（名称：

東京やニューヨーク、パリで開催される様々なアー

platform）を多数点在させることで中心街の機能自

トイベントなどが、地方都市では見られないと嘆く

体を変えていこうとする試み「星座型 面的アート・

のではなく、誰かが開催してくれるのを待ったり、

コンプレックス構想」の第一歩として位置づけられ

行政への非難を繰り返すのでもなく、また、単に流
行している何かを輸入するのではない、このまちで

撮影 : 坂本倫子

る。
「星座型 面的アート・コンプレックス構想」は、中

しか実現しないことを、たとえ規模は小さくてもい

心街を消費回転の速い地域、商店の集積ではなく、

いから、自分たちの手で実現しようとする意志が、

いかにこのエリアに滞留させるか、さらに、交流産

このまちや、世界の未来をつくっていくのだと信じ

業、創造産業と言った新しい産業の集積地として再

る気持ちから全ては始まっている。

生を目指そうとする計画である。それらの施設は中
心街に位置する温泉施設のように多数点在し、あた

あらためてこのまちを見直してみる。

かも星座のようにネットワーク化される。文化交流

温 泉 街 の 再生とアート

大型温泉観光地として俯瞰するだけではなくサイト

施設を分散型で面的に考えることによって、徒歩圏

スペシフィックな視点で、別府市を見つめ直してみ

内の回遊人口を増加させ、その合間に残るであろう

山出 淳也 /BEPPU PROJECT

ると、さまざまなことが浮かび上がってきた。その

「スキマ」でビジネス展開を図ろうとする若い起業

なかで最も重要だと思う点は、市井の「温泉文化」

家の誘発が大きな狙いである。

であるということに気づいた。
中心市街地にも多数点在する温泉施設（※ 2）は現

空き店舗のリノベーションを行うことで重要なのは、

在でも市民と観光客が同じ湯ぶねを共有している。

それを単なるスペースづくりとしないことである。

一般的に、観光客が多く使用する観光の目玉的施設

繰り返すが、このまち別府市は、古くから高名な温

には市民が寄りつかないものだが、ここ別府市では

泉観光地である。少なくなったとは言え、市内にも

安い入湯料（100 円が定番。月極で 800 円という温

未だに別荘跡地など建築遺産が残る。これらを残す

泉も !）のおかげか内湯を持たず、日常的に観光温

ことは大変重要なのだが、それよりも、このまち、

泉施設を使用している。自らも、かつては「よそ者」

特に中心市街地における最大の重要なポイントは、

だったかもしれない地域住民は、観光客に妙になれ

個人的には裏路地が広がる「区画」にあると考えて

容については後述する。

なれしい。おそらく、南国の観光地としての緩やか

いる。路地は実はもろくて繊細だ。ある日突然その

な時間の在り方によるものだろうが、地域住民と他

エリアが駐車場にかわり広々とした広場が生まれて

している。空き店舗が増え続けシャッター街となり、

私自身は、アーティストとして 2004 年秋に帰国す

者の距離が極めて近く、両者が出会い語らう交流の

しまう。

このまちに住み続けようとする若者が減り、地域社

るまで欧州を拠点に活動を続けていた。帰国後すぐ

場、温泉文化がすでにまちにある。

路地の良い点は、一般的に悪い点とされることもあ

会自体が崩壊しようとしている現在、いかにして、

に BEPPU PROJECT の起ち上げにいたるのだが、子

また、ほぼ全ての市営まち営温泉の 2 階は公民館と

るが、狭いことである。車で通るのは難しいが、歩

この温泉地を再生させるかが私たちに突きつけられ

ども時代に見た、まちが浴衣の観光客で歩けないほ

して活用されている。

くことが半ば義務づけられる。あえて言うまでもな

ている。

ど、まるで映画のような華やかな光景が、ここには

さらに私自身、まちの何人かから聞いたことだが、

いが、市街地は歩いて巡ることが無くなってから、

このような状況下、BEPPU PROJECT は 2005 年 4 月

いつの間にか無くなってしまったという喪失感をと

かつてはこのまちの多くの温泉は混浴だったらしい。

その機能が拡散してしまった。エネルギー効率が悪

満ちあふれたエネルギーが湯けむりとなり、いたる

に 活 動 を 始 め た（06 年 5 月 NPO 法 人 化 ）。BEPPU

ところから立ち昇っている大分県別府市。しかし大

PROJECT は、別府市を活動拠点とし、このまちとア

型観光都市であるこのまちは、近年の国際化のなか

ーティストがつながっていくための必然や場をつく

で鮮度と集客力を失い、スクラップ & ビルドによる

る非営利の活動体として、これまでほぼ毎月何らか

都市開発によってまちの記憶が消えようとしている。

の事業を展開してきた。BEPPU PROJECT は、当初

そのため、戦災を免れたにもかかわらず、まちの財

から別府市全域での国際現代芸術フェスティバル開

産であり残すべき建築的文化遺産や近代産業遺産が

催（※ 1）を市民主導、他団体との協働によって実

ことごとく失われてきた。中心市街地にいたっては、

現しようと活動を続けている。フェスティバルの内

土産物店中心の小売り店が軒並み廃業しており、こ
の流れは昨春の大型商業施設進出によって益々加速
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世界の温泉文化創造都市を目指して 撮影 : 安藤隆

い都市が生まれる。

5 年間の大きな目標として 30 以上のリノベーション

中心として 2009 年春に開催することになった。

これらはまち並みや近代産業遺産、地域資源と現代

フィールドワークよろしく、歩くことでまちの細部

を掲げている。個人的には、一つ一つの物件単位で

もともと、このアートフェスティバルは、BEPPU

芸術の融合によるあらたなツーリズムの創出事業で

が見えてくる。まちの記憶が感じられ、刻々と変化

はなく、地域全体の証券化を目指したいが、まずは

PROJECT が数年にわたり準備を進め、地場産業、内

あり、既存のターゲット層ではない新規顧客の獲得

する匂いが互換を直接的に刺激する。

一つ一つの物件の家賃相場を家主、地権者のご協力

外の多様な NPO などとの連携を図り実現に向かお

を目指すという共通性がある。つまり、マスマーケ

小さな抵抗かもしれないが、この路地を守るために、

の下に引き下げていくための規定を設けている。狭

うとしてきたが、地元の経済界や行政をも巻き込む

ットを第一次ターゲットとするのではなく、トレン

ポイントとなる物件をリノベーションしていこうと

いエリアの中で 30 もそのような物件があれば、地

形で実現に向かっている。

ドセッターへの訴求力を高めて、そこから文化人や

思った。更地にして建て替え、建坪率を現在の基準

域全体の賃料にも大きく影響を与えるだろう。

市民の主体性で始まった小さな実験的な試みが、ア

女性客、若年層、そしてマスターゲットへと、段階

にあわせていくのではなく、行政の立ち入りが必須

もし、商店街の 2 階部分を学生の下宿スペースとし

ートという枠組みを超えていける力を得て、様々な

的にコアファン層を広げている実績がある。近くは

ではないから、工事には自由度が与えられる。同時

て貸し出すことが可能であれば、一部のコミュニテ

者が協働していく場を作り、緩やかな連携を促進さ

湯布院の観光地再生にも、文化芸術の振興がまちの

に税金で行われるリノベーションであるから、向こ

ィ・スペースの運営を彼ら、もしくはゼミ単位に任

せている。公設民営というくくりではなく、市民主

観光地としての方向性に大きく影響を与えている。

う 5 年間は基本的に現状のままの使用が義務づけら

せていくことも可能だろうし、地域内の活動や調査

導という意味と重要性はここにある。

そのような状況下、別府市においては、一過性の交

れる。

を行うことで、単位取得が出来るよう学校側と調整

戦災に遭っていないと言うことは、路地を残した反

を進めるべく、現在国内外の大学と提携も進んでい

大型温泉観光地「別府」というくくりでは、現在の

持続力を持った地域作りの共存を図るために「混浴

面、耐震、耐火と言った防災の観点からはリスクを

る。
（※ 4）

多様化するニーズの観光需要の中で商品としての訴

温泉世界」を開催する。

伴う。情報インフラの整備も必要だ。しかし、これ

これらが実現するとき、まちは消費の場としてでは

求力が弱く、従来の取り組みだけでは、観光地とし

レトロな大型温泉観光地と現代芸術の融合は一見ミ

らが誰かの研究対象となる可能性があれば、実は大

なく、生涯学習の場として再生を遂げるだろう。

ての魅力を増加させることが難しい。

スマッチだが、現代を生きる作家によって発見され

きなアドバンテージともなり得る。

分散型のアートスペースを基盤として、若手起業家

そこで、生活に息づく温泉文化や移民文化など別府

た近代産業遺産や空き店舗などがアート化されるこ

別府市中心市街地でのリノベーションのいくつかの

の育成やサービス産業の質向上を図るためのモニタ

市の特性を分析し、観光産業に従事する者だけでは

とによって、ホワイトキューブに慣れた私たちにと

物件には、県内の大学の構造設計チームに参画して

リングの場、学生を中心としたまち中居住の促進、

なく、観光客一人一人と対応する窓口を拡大させる、

って新たな出会いが生まれるだろう。それらのアー

もらった。私のリクエストは、
「資金的な問題により、

防災そして情報インフラの整備…、これらを同時に

人の表情が見える、交流型ツーリズム（資源のみに

ト化された拠点が市内に点在することによって、必

段階的にしか投資できない場合、いかにして建物や

進め、いかに地域を回遊させるかをミッションとし

頼るのではなく、人の営みや地域の特性、まちづく

然的に参加者は地図片手にまちを巡ることになる。

通り全体の強度を上げるのか」ということ。さらに、

て掲げるこの事業。これを持続可能なものにするた

り的な動きをも内包させる様子）の方向性を前面に

初めて別府に訪れる参加者は別府のまちの不思議さ

「できれば、何らかの仕組みや、新たに開発する器

めには、地域が主体的にマネジメントできる基盤作

出していく必要がある。

を発見する。これまでに訪れたことのある参加者は、

具によって強度が格段に増すのであれば、それはモ

り、企画運営人材の育成、社会実験の場としての位

これは、団体客（コアターゲット＝変化を求めない

これまでと違うアート化された別府を体験すること

デル化、もしくは商品化することも視野に入れて欲

置づけをぶらさないことが重要だと考える。

層が圧倒的多数）を中心とする商品展開ではなく、

だろう。新しくハコを作って、どこにでもある体験

この仕組みを考えていくために、BEPPU PROJECT

個人向けのサービス展開とニッチな市場の開拓を行

をうながすのではなく、これまで見向きもされなか

彼らは別途資金を調達し、生きた教材に数ヶ月取

は 2007 年秋に「世界の温泉文化創造都市を目指し

い、地域の特性を活かし、新たな切り口を融合させ

った空き屋やシャッターそのものがアートの展示会

り組んだ。その結果、築 100 年の長屋の耐震補強が

て」と称して、アートの力でまちを再生したフラン

る商品開発により、独自の観光商品を創出すること

場となる。つまり、本事業はまちそのものを美術館

行われ、建築家とアーティストの協働によって生ま

ス・ナント市の文化顧問ジャン＝ルイ・ボナン氏や、

である。現在、国内でも金沢市、香川県直島町など

にする試みである。

れ変わった。

世界 35 カ国の都市計画に携わっている創造都市の

多くの都市で、文化芸術による観光商品開発が行わ

また、本事業では別府市の既存のまち歩き団体とも

platform は無線ランのフリースポットであるが、こ

提唱者チャールズ・ランドリー氏、国内からニッセ

れ大きな成果が上がっている。

協働するが、これまでの散策参加者と違う層へのサ

れに刺激を受けてエリア内の商店街も通り全体をフ

イ基礎研究所の吉本光宏氏らを招き国際シンポジウ

特に、現代芸術が世界の中で大きな市場を有する現

ービス開発も必要になるだろう。さらに、宿泊施設

リースポット化するよう準備を進めている。点とし

ムを開催した。

在においては、流通商品（＝芸術作品）だけではな

や観光案内窓口への問い合わせは、従来の団体客向

てだけではなくエリア全体がそうなるとき、それを

そして、前述の platform などを会場にした市民主導

く、都市そのものが商品価値をもって世界的市場に

けの安心感のある情報提供だけではなく、ニッチな

活用する大きな可能性が生まれてくるはずだ。

型の国際現代芸術フェスティバルを、このエリアを

影響を与えるにいたっている。

要望やよりきめ細かいサービスを求められるだろう。

しい」というリクエストも付け足した。
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会期を通して配布するアンケートは、動向調査とし
て、他の観光イベントで回収するアンケートとは異
質なものになるはずだ。
これだけの大型イベントでもあり、全国的に告知を
進めることで、多くのボランティア登録が現在も
日々増えている。特に若者が全国から集まってイベ
ントの運営を支えている。中には、すでに別府に居
住地を移している者もいる。
また、本事業の一企画、国内のアート制作者による
数年間無人だった古いアパートをアートによって再
生する試みでは、会期後もそのままアート拠点とし
て残していけないか、制作者の居住スペースとして
残せないかと言う声が出ている。もし、このアパー
トに限らず、アート制作者がまちに住み続け、常時
制作を続け、美術館やギャラリーが乏しいこのまち
で発表を行うとき、必然的にまちの様々な隙間にア
ートがあふれていく。大型イベントを開催すること
なく、常に彼らは新しい試みを独自に展開していく
だろう。その積み重ねによって、少しずつまち並み
がどこでもない風景へと変化することが期待される。
このように、本事業「混浴温泉世界」は、アートに
よるまちづくり活動の一つの集大成であり、大型事
業であることで全国的にこのまちの新しい表情を伝
えていくことが短期的に可能で、新規顧客を開拓す
るための試みであるが同時に、今後の持続的なアー
ト化をも目標にした事業である。
誰にでもわかりやすい入り口とはならない事業は、
すぐにマスへの訴求力にはつながらないが、逆に本
質的な質や他とは違う価値を求める固定的なファン
層の獲得へとつながりやすい面を持つ。特にアート
に関心がある層は、このファン層に非常に近い。こ
れらの層は、実は若年層よりも上の世代に多いのも

生 態 系としてのまちづくり
岡 部 友 彦 / コトラボ合 同 会 社

特徴とされている。
別府市での活動は、今まだ始まったばかりである。
今後どのように、このまちが変わっていくのかを見

横浜寿町

約 10,000 人もの人々が高密度に居住していたが、

寿町は、日本三大寄場として知られる日雇い労働者

現在では、約 6,000 人が居住しており、その 95% が

の街である。もともとは、周辺と変わらぬ普通の街

単身の男性と、かなり偏った人口構成になっている。

であったのだが、第二次世界大戦後、米軍に接収さ

仕事柄か、血の気の多い者も多いため、周囲の住民

れ、数年資材置き場として使用されていた関係で、

からは、” 危険な地域 ” とのレッテルを貼られ、今

（※1 ）別府現代芸術フェスティバル2009「混浴温泉世界」/2009年

返還後は、戦前の地権者との関係が遮断され、当時

でもその記憶は根強く残っている。バブルを過ぎた

4月11日〜6月14日
（※2 ）一昼夜13万キロリットルを超える湧出量は、源泉数ととも
に国内一位
（※3 ）H20年度は、合計8のplatformが完成
（※4 ）すでにフランス、ナント市美術大学と提携を結び、ロンド
ンのセント・マーティン大学とも相互交流による連携を図っている。
また、市内の国際大学との提携の準備を進めている

横浜港での荷積み仕事などを行っていた労働者のた

頃から不景気とともに港湾労働の機械化、コンテナ

めの宿場として、現在の骨格がつくられていった。

化も始まり、日雇い需要が減少、そして現在、住民

ゆえに、200m × 300m といった明確な区画をもっ

達も高齢化し、人口の約 50% が 60 歳以上で、80%

ており、現在では、簡易宿泊所が 120 軒、およそ

が生活保護受給者といった、高齢で生産性のない街

8,600 もの部屋が存在している。各部屋は、決まっ

へと変わり果ててしまった。

守っていただきたい。

てほぼ 3 畳と、法で定められた最小単位で作られて
いる。高度成長期などピーク時には家族連れも多く、
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このような地区は、どのような都市に行っても、
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「寿 KOTOBUKI」DVD

域の周囲には、それを支える、または支えていた影

うになり、街の印象も少しずつ変わりだした。さら

ばならないのは、アートやアーティストのためのま

たことにあるのではないだろうか。この渦を拡張さ

ともいえる部分が存在するのだ。光の部分も、影の

には、今まで出費でしかなかった街に、雇用が創出

ちづくりにならないようにすること。” アートが街

せ、より多様な渦を創り上げていくこと、そして、

部分もどちらも積み上げられてきた歴史が存在する。

されることになった。

を元気にする ” というのはいささか飛躍しすぎに思

流れを地域の中だけで完結させるのではなく、他の

影の地域を無理矢理光に変えようとすれば、他の地

どやと呼ばれる簡易宿泊所は、客室面積が 3 畳程度

える。有名なアーティストが街でインスタレーショ

地域との関係性を創っていくことにより、相対的に

域に新たな影が創られることになるだろう。影の地

で、トイレ、洗面所の他には、ラウンジやフロント

ンをすれば街が元気になるのか、もちろんそれも必

寿町の「位置」を創っていければと考えている。

域は、影としてデザインしていくことが重要なのだ

などの共有スペースはなく、寝ること以外のあら

要かもしれないが、それだけではなくレンジを広げ

そして、横浜の創造都市のように、アーティストだ

ろう。

ゆるものがそぎ落とされた ” 究極の寝床 ” といえる。

たアプローチが必要だろう。短期的なイベントから

けでなく、色々な人がクリエイトしたくなるような

そのため、労働者から旅行客へと顧客対象を替える

長期的な活動まで様々なレンジが混在するのがとて

雰囲気を創っていくことができればと考えている。

寿町の眠れる資源とは何か。

に際して、建築単体では補えない空間を、地域を単

も自然なようにも思える。生態系のように様々な営

そこには、アーティストとコラボすることがあるか

寿町には 2005 年の時点で、既に 1,500 室もの空き

位として補っていく必要性が出てきた。そこで、街

みが混在する枠組みを見据える必要があるのかもし

もしれないし、企業とのコラボもあるかもしれない。

部屋が存在しており、今後高齢化の結果、さらに空

全体を一つのホステルと見なすことで、宿とは独立

れない。

それぞれの地域や店舗に根ざしたコミュニティやア

き部屋が多く出てくることになる。そのまま放置し

する形でフロントやサロンスペースなどを、共有施

三つ目は、ホステルを介して街に根付く人達が現れ

イデアを、その人達が活発化させていける雰囲気が、

てしまえば環境悪化に結びついてしまうし、かとい

設として街の中に形作っている。

たこと。現在ホステルでは、夜間スタッフを各簡宿

街全体に広がっていけるととても良いのかもしれな

って麻薬中毒者など問題を抱えた人々が全国から流

YHV のプロジェクトを行うことで、いくつかの効果

に置いているのだが、そこに若手のアーティストが

い。

れ着くのを待つべきなのかといえば、それこそ本当

が見えてくるようにもなった。

入っている。彼らに宿と食事を提供する替わりにプ

さらに、その雰囲気が街の外へと広がっていくこと

のスラムになりかねない。まさにこの街にとって、

まず一つ目としては、街の街路に緑化が見えてくる

ロジェクトに協力してもらう。こうすることで、街

により、横浜における寿町の「見方」が変わってく

どのように変わっていくのかという岐路に立たされ

ようになったこと。建物の見栄えをよくするために

に住むアーティストが出てくることになる。また、

ることを望んでいる。

ている。

も、ホステルの前に様々な花のプランターを置くこ

ホステルのフロントでは、週 1 回アーティストが主

そ の 中 で、 こ の 空 き 部 屋 を そ の ま ま に せ ず、 も

とで、今まで路上には無かった彩りが生まれるとい

催するカフェが運営されている。” カフェ・アナー

う一度 ” ドヤ ” を ” やど ” へと転換させるプロジェ

うこと。そして、それを周辺の簡易宿泊所が自分も

キーママ ” と称するスープランチのカフェで、ヴォ

ク ト と し て YOKOHAMA HOSTEL VILLAGE（http：

負けてられないと、建物の前にプランターを敷き詰

イスパフォーマーの中ムラサトコさんが運営してお

//yokohama.hostelvillage.com）という世界中のツー

める。こうして路上にたくさんの植栽が置かれるこ

り、彼女のファンなど旅行者以外の人の流れが新た

リスト、学生、ビジネスマンなど街の外の人達に焦

とにより、街の雰囲気が変わり始めた。二つ目は、

に創られるようにもなった。

点を当てた安宿事業を行った。まちづくりに収益モ

新たに簡易宿泊所のオーナーさんが独自でホステル

デルを構築するのはなかなか難しいが、このプロジ

を始めたこと。現在我々とパートナーシップを組ん

これからの展望

ェクトでは、既存の簡易宿泊所のオーナーさんとの

でいる簡易宿泊所は、4 軒であり、約 70 部屋を運営

かつて何もないところに、仮設の市ができ、定常化

パートナーシップをもって成立していることで、経

しているが、独立して三軒の簡易宿泊所がホステル

して市場になり、従業員の住まいができて、村とな

済サイクルをシェアし、活動の収益ベースを確保す

経営を行い始めた。このように広がっていくモデル

ったように、現状の街中で同様の人の流れを創って

ることに特徴があると思われる。

へと発展することが、街の持続的な変化へと繋がっ

いくことが、地域をデザインする一歩なのではない

この街の簡易宿泊所は、今まで日雇い労働者や生活

ていくことになるだろう。もうひとつ、我々の活動

だろうか。その流れが、持続性を帯びた時に、
「モノ」

保護者しか対象としていなかったため、彼らが入居

として選挙キャンペーンや、縁台プロジェクトなど、

としての街が変わり出すのだろう。

しなくなると、そのまま放置される状況が多く見ら

街の住人と学生・アーティストが一緒になってプロ

現在、寿町での活動の主軸として、ホステル事業を

れた。そこで使われなくなった空き部屋という ” 資

ジェクトも行ってきた。最近では、様々なアーティ

行っているが、これは、この街の資源を有効活用し

源 ” を、街の外の人に対して安宿として提供するこ

ストが街へとやってくるようになり、事務所を構え

た結果であり最終目的ではない。重要なのは、様々

とで、今まで入ってこなかった若い人達が訪れるよ

る人も出始めている。しかし、ここで注意しなけれ

な人がやってくる流れができ、流れが渦になり始め
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町の空間がリビング的な機能を担い、昼夜時間を持

な言説があるが、本来、町を活性化するとは、そこ

て余した高齢男性が町中にあふれている。アルコー

に住む人々が、まさに活き活きとして毎日の生活を

ル依存症などの生活習慣病を患っている人も比較的

送ること。毎日の生活と無関係なアートイベントな

多く、日中から酒を飲み路上で寝転がるという光景

どをどれだけ企画しても、活性化にはつながらない

をよく目にする。また、住民のほとんどは単身男性

のではないか。地域に暮らす人達が主体となりうる

であり、社会的なつながりも乏しく孤立して生活し

内発的発展に繋がっていくのか。アートプロジェク

ている。町の住人のなかには、最低限の暮らしを保

トを行う場合は、ビジョンを問わなければならない

証されても、長い一日をあてどなく暮らしたり、地

だろう。

区外との交流もなく寿町という閉鎖されたコミュ
ニティの中で、誰ともコミュニケーションをとらず、 「KOTOBUKI クリエイティブアクション」の機要
生き甲斐を見いだせない人もいる。孤独死をする人

アートプロジェクト「KOTOBUKI クリエイティブア

も毎年 500 人前後いるという。

クション」では、様々なかたちで文化芸術に携わる

「日雇い労働者の町」と呼ばれた活気ある寿町の面
影は、今はもうない。

アーティストやクリエイターが町に独創的な視点を
持ち込み、地域に暮らす人や地元団体と協働しなが
ら様々なアート活勣を展開し、また街のリソースを

ワークショップ「パラモデルと一緒にプラレールで遊ぼう」

暮らす人達へのまなざし

有効活用することで、町の活性化を目指している。

寿町に暮らす人々の中には、社会を拒絶して生き、外

これは一過性の展覧会やイベントとして実施され

部から訪れる人を嫌がったり、怖がったりする人も

るものではない。年間を通して隨時行なわれてい

いる。そういう人を追いやらないためにも、一気に

るプロジェクトのひとつひとつ、そしてその集積

上から町を変えるようなやり方ではなく、町の人と

が「KOTOBUKI クリエイティブアクション」である。

のつながりを模索しながら、そのプロセスを大切に

年 1 回のコア期間を設け、アートツアーや成果展な

しながらまちづくりを進めていくことが肝要だろう。

どのオープンイベントを開催するなどしながら地区

視察などで訪れる団体のネクタイ姿をみると町のた

内外の交流を増やし、町を理解する機会を設けて新

まり場から人々は避けるようにいなくなる。中には、

しい町のイメージを創り発信していく。

「俺達は見世物ではない」と恨めしい目で叫ぶもの

横浜寿町

もいることを理解しなければならない。一過性のイ

主要なプロジェクトは、

―ソーシャルインクルージョンとしてのアートプロジェクトの試み

ベントや視察などで外から大勢の人を呼び込むみト

1 アートポイントの設置

ラブルとなることはさけなければならないだろう。

地域に根ざしたアート作品の設置やインスタレーシ

今回プロジェクトに參加したアーティストの浦田琴

ョンなどを段階を追って増やし、驚きや楽しみなど

恵は、作品製作を通して寿町の人々を肌で感じた一

非日常性を体験することやコミュニケーションのツ

人だ。二週間、寿町に通いつめた。ドヤのエアコン

ールとなるよう、寿町という街のもつ文化を尊重し

さえない一室に泊り込んだこともある。最初は怖い

ながら、そこに暮らす人々の生活の中にアートを提

と思った寿町も、まもなく愛着を感じ、彼女は実感

供していく。

を込めて言う。
「寿の人たちは、私のことをどこの

2 アートプログラムの実施

大学を出て、どんな経歴なのかとか、そんなことを

ソフトプログラムにより、ただ啓蒙的にアート活勣

全く気にせずに、作品に接してくれました。寿町に

を行うわけではなく、アートを通して住民と積極的

住む人は、過去に口にするのも辛いほどの経験をし

に関わりながら、人と人のコミュニケーションや繋

た人が多い。だから、彼らは相手の過去について聞

がりのきっかけの場づくりとして取組む。また、私

かないし、自らの過去についても口を噤んでいるの

達も、活動の新しい課題を見つけてその後のプロジ

河 本一 満 / 寿オルタナティブス

アートとソーシャルインクルージョン

ンクルージョン（社会的包摂）に大きな役割を果た

人々が、貧困など様々な理由で社会から疎遠になり、

すのではないだろうか。家族や地域社会と言う人間

社会との関わりが持ちにくい、あるいは地域社会と

の基本的な絆の再生が求められる現代社会において、

の関わりが持てない状態にある場合、この社会的排

アートの役割が期待されている。

除の状態を解決し、社会のー員として活動できる状

私達の活勣は、地域社会のみならず、アートにとっ

態へ戻す手法として、
「社会包摂的アプローチ」が

ても非常に重要なチャレンジになると考えている。

注目を浴びている昨今である。

若い表現者たちの活動が寿町に暮らす人々にとって、

包摂と言う観点からアートが社会、地域社会にどの

新たなエネルギーとなってくれるのではないか。そ

ような役割を果たせるのか。世界の各地では、芸術

んな思いからアートプロジェクトは始動した。

だと思います」
。また、
「寿町のおじさんたちの感性

ェクト活動展開の参考にしていく。

は、本当にするどい。私の作品を、その人なりにス

3 アートツアー（オープンイベント）の実施

し、誰もが、社会、地域社会のー員として包摂され、

寿町の今

トレートに理解してくれる。彼らが過去に様々な体

プロジェクトを期間限定でオープン化することによ

生きがいを持って生活することのできる状態に返す

寿 町 は、 約 200 × 300m 四 方 の 狭 い 町 だ。 こ こ に

験をしてきたからかもしれません。
」と優しいまな

り、多くの人に町を知っていただくことはもちろん、

ことが試みられている。包摂された共生社会で求め

約 6,500 人が暮らし、そのうち、生活保護受給者が

ざしを向ける。

その中からより町に興味を持ち、白ら積極的に活動

られるものは多様性と寛容であろう。その多様性を

80% を占める。生活は、3 畳一間で、トイレや炊事

表現する手段として、また、多様性を社会に受け入

場を共用する簡易宿泊所（ドヤ）に暮らす者が多く、

れられるメディウムとして、アートはソーシャルイ

居住環境も良いとはいえない。そのため、路上など

文化の創造的な作用を活かし、コミュニティを再生
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に携わる人が出てくることを望んで開催する。町に
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新しい人の流れができ、住民たちとの新しいコミュ
ニティの形成を誘発することができればいい。しか
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し、最初は少人数のツアー方式で運営する。町の人

職人だった寿町の人たちとの協働作業だった。「天

・更にスタジオ 2 室を整備中

は一体どのように変わっていくことができるのか。

達に配慮するためだ。やがて、自由に町歩きができ

国に登ってるんだな」「人間のパワーなんだ !」「あ

2 レジデンス整備事業

私たち寿オルタナティブ・ネットワークは、アート

る環境が生まれれば目的は達成したといえるだろう。

れは俺の分身だ」浦田たちが、壁に作品を貼り付け

簡易宿泊所事集者と事業提携し、制作やリサーチな

プロジェクトを通してこの課題解決に取り組み、慎

4 活動拠点の整備

ていくと、通りがかりの寿町の人も足を止めては、

どのレジデンス活動を行うアーティストやプロデュ

重にゆっくり時間をかけて、町に暮らす人達と共に

同時多発的にアーティストが町にいる環境を作るこ

感想を口にする。なかには「俺にも貼らせてくれ」

ーサーを対象に、1 泊 1,500 円程度のドヤ体験型ア

街を変えていきたいと思う。

とで、町の中で常にクリエイティブな動きがなされ、

と参加する人も。作品が広場の曰常風景になるとと

ーティストレジデンスを整備

アーティストたちの生み出すアクションによって、

住民もそれに関係していくことができる。そして、

もに、広場を利用する人達にも彼女はアートをする

・簡易宿泊所 3 棟、20 室を用意

町との繋がりや、人との繋がりを感じ、
「自分も町

新しい寿町のイメージが生まれてくるだろう。

人として認知された。

3 アーティスト活動支援システムの構築

の主人公」と感じることができるきっかけとしたい。

2008 年の参加アーティストは、

広場でアートを露出したことで、次は何をやるんだ

レジデンス活勣の支援ツールとなるウェブサイト

そこから生まれる町の人の活力こそが、寿町を変え

岩井優、浦田琴恵、遠藤―郎、大巻伸嗣、川崎昌平、

と声を掛ける人もいる。町の人達に受け入れられ、広

「Yokohama Creative Map」を構築

ていく。まさに、そのプロセスこそがアートプロジ

栗山斉、田中功起、パラモデル、平川恒太、増本泰

場で何かが起こるという期待感が生まれたのである。

・横浜でレジデンス活勣を行うための利便情報を主

ェクトそのものだ。一過性のイベントではなく将来

斗、松下徹の 11 名、

また、川崎昌平は、夏にエアコンのないドヤに泊ま

に位置情報の検索ツールというかたちで提供

を見据えて、日常的に活動する継続的なプロジェク

り込み、町での人々との出会いを元にフィクション

トとして進めていく。

アーティストの活動

の小説を執筆した。石川直樹も寿町に滞在し、その

ネットワークで活動

アートイニシアティブは資金力、組織力が乏しいと

プロジェクトは最初に、寿町の中心であり、人々の

体験を身体や知覚でもって寿を感じ取って体験記を

プロジェクトの運営団休として、寿オルタナティ

ころから始まる。ないない尽くしだからこそ、生ま

たまり場となっている寿町総合労働福祉会館の広場

書いている。

ブ・ネットワークを組織した。ここを活動のプラッ

れてくるものがある。ミッションを明確化、共有し、

トホームとして、さらに様々な地元の関係団体、行

慎重にプランをつくり、勇気を持ってアクションを

から始めた。ここは職安、図書室、娯楽室、銭湯な
どがあり、ここを利用する人や広場で時間をつぶす

アーティストが町にいる環境づくり

政、大学と連携を図るとともに、ドヤに暮らす人た

起こす。そして、アートがメディウム（触媒）とし

人、歌を歌う人、日中から飲酒する人など、様々な

寿町には、122 軒、8,685 室の簡易宿泊施設がある。

ちがいつでも自由に参加できる場として、またアー

て化学反応を起こす。オルタナティブなものを持ち

人が交差する場所である。ここで、アートに接する

現在ではそのうち老朽化したドヤを中心に約 2,000

ティストが長期的に関われる場としての機能を担っ

込み、結合していく。そしてクリエイティブなもの

ことで、まずは町の人にも楽しんでもらうことから

室が空室だ。これを、地域のリソースとしてスタジ

ていく。単発的、一過性的な対処で解決できるもの

始めた。

オやレジデンスとして有効活用することにした。ア

ではない、持続可能性のある地域社会の活性化のた

遠藤一郎は、町の人とコミュニケーションをする場

ーティストに制作や滞在の場をつくることにより、

めのプロジェクト推進組織として、また新たなコミ

そのものを広場の 2 階に作った。その名も「未来カ

長期的、持続的なブロジェクト活動を行うことも可

ュニティづくりのコアとして機能させていきたい。

フェ」
。雨になれば濡れる、バイプ椅子と机だけの

能となる。整備されるスタジオやレジデンスを利用

近年、新しい動きもたくさんでてきている。ドヤを

空間だ。ふらり立ち寄る町の人に、持ち寄りの紙コ

する者の中には、街の特性に興味を持ち、自らの創

リノベーションしたヨコハマ・ホステルビレッジが

ップでお茶をふるまった。最初は通り過ぎたり、遠

作活動と積極的に結びつける者が出てくる。ワーク

先駆けとなり、ホステルねむの木港館、ホステル

巻きに様子見の人たちも、回を重ねるごとに顔なじ

ショップやパフォーマンスなどのソフトプログラム

ZEN など 4 施設のホステルがオープンしている。利

みが増える。最初に親しくなったのはアルコール依

は、その様な利用者を中心として実施されることに

用する旅行者も増えてきており、人の流れも着実に

存症の人達だ。将棋を指したり、思い出を語ったり

なる。また、地域住人との交流や相互理解が促進さ

変わりつつある。また、NPO さなぎ達が秀でた活

した。アーティストは、ただ、出会い、会話し、そ

れることで、最終的には日常的に互いの生活、活動

動をおこなっている一方で、古くからの住民も、新

して何かが生まれるかもしれないと続けたのだ。

を助け合い、協働、共生していくことができるよう

しい活動を始めている。佐藤真理子は永年にわたり

アートユニット《パラモデル》は、プラレールで大

になればいい。

主体的に地域活動に取組んでいる。寿地区の不法投

きな地上絵を描くというワークショツプを広場で行

一方で、アーティストやクリエイターにとっても創

棄の解消や町の美化運動を目的に、緑化運動「こと

なった。大巻伸嗣は、大量のシャポン玉を泡立たせ

作活動の活力ともなるだろう。

ぶき花いっぱい運動サポーターの会」や清掃活動「こ

飛ばした〈Memorial Rebirth〉
。参加したのは地区

そこで、安価で滞在、製作できる仕組みとして、
「ア

とぶきクリーンアップ・イエロー大作戦」など、寿

内の保育所に通う園児たち。目を輝かせながらとて

ーティストを支援するためのプログラム」に取組ん

に住む人たちを巻き込みながらユニークな地域活動

も楽しんだ様子。そんな子供達の姿をじっと眺める

でいる。

を行っている。多いときには 100 人近くの住人が参

寿の大人たち。眺めるだけでは飽き足らず、実際に
アーティストを支援するためのプログラムの概要

会も寿公園で長年続けてきている。

欲しいとリクエストもでる。

1 スタジオ整備事業

私達は様々な団体・個人とネットワークしながら、

浦田琴恵は、寿町の人たちと協働して作品を制作し

空き物件などを利用した作品制作や作業に使用でき

取組んでいく。

た。広場の壁には、上へ上へとよじ登るようなポー

るスタジオ拠点の整備

ズをした赤い人型のモチーフを無数に貼りつける作

・寿オルタナティブ・スタジオ 405〈長期利用〉

品だ〈永遠の開拓者たち〉
。これは、過酷な労働に

ギャラリー青山 | 目黒（田中功起が初代入居）

浦田制作風景

アートはメディウム
ここ 10 年で町は急激に変化し、次の 10 年でも町は

従事して日本の経済成長を縁の下で支えた日雇い労

・寿オルタナティブ・スタジオ 406〈短期利用〉利

さらに変化していくだろう。寿町の 10 年後の姿に

働者へのオマージュ。実際制作は、非常に腕のよい

用者随時公募

ついて考え、どのように変化していくべきか。寿町

まちづくりとアート

KOTOBUKI クリエイティブアクション
http：//creativeaction.jp/
寿オルタナティブ・ネットワーク
http：//kotobuki08.exblog.jp/
クリエイティブマップ
http：//creativemap.jp/

加する。広場ではラジオ体操も始めた。炊き出しの

参加する人。次は、大人たちで楽しめるものをして
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が生まれるだろう。
「まず何かやる。そして、ずっとやる。
」

まちづくりとアート
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集 めたけれど、 どうやってそれを 伝へ 、 あるいは 経 済 の 構 造に
オンさせ ていくか ? アーカイブの 活 用というで は、 笹 木 繁 男さ
んの 現 代 美 術 の 資 料 群 の 収 集と国 立 文化 財 機 構 東 京 文化 財研
究 所への 寄 贈など 特 筆 すべき先 例がありますが、 ここでは流 通
機 能 も含めて 新しく始まってい るデジタルアーカイブの 実 践 の
例を中 心に取り上げます。
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アートと市場、アートの市場エピソード 2 会場風景（ZAIM）撮影 : 多田浩士

ーでは基本的にはフィルムを保存するので、当然ボ

サポートなどにも応える。

ーン・デジタルの比較的新しい作品（最初からデジ

3、教育活動 映像のみではなく現代の美術や社会に

タル映像の作品。ミニ dv や、家庭用のビデオカメ

まつわるテーマでトークを行ったり、展示やライブ

ラで撮るものは皆そうなる）は保存されない。1 年

ラリー公開などにより外に向けた活動を行う。

間で出てくるフィルムの総数を考えても、人的資

これら 3 つの活動指針を持って活動を始めた。

源を考えてもそこまで期待するのは無理というもの

「むかし、ここらは海だった」展示風景 創造空間 9001（作品 : 山下麻衣 + 小林直人、
（奥 ) スザンヌ・クッター）撮影 : 川瀬一絵 企画 : ミアカビデオアーカイブ

映 像 作品保 存 の取り組 み
長 谷川仁 美 / ミアカビデオアーカイブ

また、横浜市の次の創造界隈プロジェクトであっ

デジタルの映像保存の研究に明らかなように、すで

た旧関東財務局、ZAIM 入居に応募し、ちょうど

に 50 年程度、保存状態によっては 100 年は劣化は

BankART Studio NYK での後 2006 年 7 月にザイムに

しても存在しうるフィルムにくらべて、デジタルの

移ることができた。

映像は非常に脆弱で、ハードディスクや光学ディス

山下さんが就職で抜けたあと、別の仕事でたまたま

クに保存したものは一瞬で復元不可能となる。また、

ケータリングをしていた平野真弓さんと出会い、彼

もとの状態のままで保存するには専門的なケアが必

女も手伝ってくださることになった。また、所属作

要となる。石に彫られた文字は数万年もつが、デジ

家として第 1 号であるアーティストユニット、山下

タルの情報は数年でその存在が消える可能性がある

麻衣＋小林直人さんのウェブを見た石切山みのりさ

のだ。また、DVD で出回っているものについては、

んが来てくださることになった。平野さんはやはり

データがかなり少なく、扱いやすいようにしてある

アメリカの大学を出ていて、主にはミアカのウェブ

ため 、保存には適さない。なるべく重く、生に近

サイトの構築に関わってくださり、作品テキストに

美術の映像作品が日本できちんと保存されていない

美術の映像作品を保存する機関を作りたい、いま作

いデータで保存するのが重要であるためだ。

も多くの時間を費やしてくれた。石切山さんは今も

ということに気づいたのは、当時ロンドンのホクス

らなければ、という思いは、今思うと数年かけて醸

そうなるとオリジナルのデータまたはテープを持っ

作家のデータや資料のナンバリング、データベース

トン・スクエアにあったラックス（LUX www.lux.

成されていた。2005 年の秋、たまたま国際交流基

ているのは、アーティストか彼らの画廊ということ

作りなど、お仕事をしながら手伝ってくださってい

org）を訪れてからしばらく経ってからだった。当

金の方にご相談する機会があった。彼女は言った。

になる。もしもアーティストがコンピューターのみ

る。また、ラックスとの交換プロジェクトでロンド

に保存していた場合、コンピューターがクラッシュ

ンで上映とトークを行った 2007 年、たまたま見に

時のラックスは、1F が若者によるカフェで、上の
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だ。しかし、ハワード・ベッサー をはじめとする

「これからなにかやるなら横浜よ。数年前とはまっ

階はオフィスとイベントスペースであったが、実際

たく行政が変わったことを肌で感じるのよ。」

してデータが消えると、オリジナルは永遠に戻らな

来ていた方の弟さんであり、映像の仕事を行ってい

に訪問していたときにはそこが映像作品を保存、活

当時、すでに北仲 BRICK&WHITE は退去時期も決ま

いことになる。

る鈴木啓介くんが新しく技術として加入してくれた。

用するアートセンターであることは、伺い知ること

っていたので、BankART に代表である池田さんを

ができなかった。楽しげなアートスペースだけど、

訪ねていった。池田氏は、それならと 3 ヶ月をめど

数名で検討を行った後、ミアカは、

千秋さんなど、多くの方々がほぼ無償で貢献してく

何をやっているのだろう、という疑問だけ残ってい

にスタジオを提供してくださることになった。スタ

1、保存 美術の文脈における美術の映像作品を保

ださったおかげで今のミアカのアーカイブは存在す

た。

ジオは、窓からみなとみらいの観覧車と海が見える

存する。（異なるフォーマットの古い作品について

る。

その後、疑問を解いたあと、そういった映像作品の

素敵な部屋だった。ボランティアとして、当時求職

は、デジタルのみで保存する。また、インスタレー

とはいえ、ディストリビューションの収入はまだ

保存やディストリビューションを行う機関や保存の

中で、イギリスでフィルムを勉強していた山下暁子

ション作品などは展示詳細とともに保存する）

まだで、所属作家もようやく 40 人程度、作品数は

方法などについて調べ、実際に 10 箇所くらいの欧

さん、映像技術に詳しい大下智樹くんが入ってくだ

2、アーティストのサポート 作品を国内外で紹介、

200 程度と、今後の課題は山積みである。ライブラ

米の機関を訪問しインタビュー調査を行った。また、

さり、方向性などについて話しあった時期である。

展示したり、ディストリビューションを行うことで、

リー活動用の参考作品（DVD のみを預かっていた

2004 年当時アジア全体でそのような機関がないこ

そもそも日本には国立近代美術館の一部であるフィ

作家のキャリアサポートおよび経済的サポートも行

りするもの）を含めると 600 タイトルを超える相当

ともわかった。

ルムセンターが存在する。しかし、フィルムセンタ

う。映像作品の流通に関わる質問や疑問、技術的な

数になるが、所属作家となっていただくのには、ひ

アーカイブの活用の実際

ほかにも、二階堂桃々さんや新のみ麗子さん、坂口
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とりひとりのアーティストや画廊の皆さんが納得す
るまで話し合い、その後アーカイブに必要なデータ
やテープなどをお預かりし、それぞれ契約書をきち
んと交わすという収集活動が欠かせない。展覧会や
トークも行っているので、どうしても展覧会などの
プロジェクトが仕事として優先となり、締め切りの
ない収集が二の次になってしまう。
今後としては、昨年招聘したユナイテッドネイショ
ンズプラザが作品を預けてくださることになった
のをきっかけに、それまで日本および近隣諸国と
していた所蔵作家の地理的な範囲も広げる。また、
2010 年の来年 1 年間は ZAIM の解散を機に拠点を中
国に移すことにもなっている。作品の収蔵保存にも
っと力を入れて行く予定だ。
映像作品の保存は、文化財の保存でもあり我々のよ
うな資金がない団体がやるべきではない（もしくは、
よく言われたことは、できるわけがない）かもしれ
ないが、今始めないといつ、誰がやるのか、と聞き
たい。また、技術の発達と機器の廉価化により、デ
ジタルの保存は知識さえ有ればより小額の資金でで
きるようになっている。今後も使命感を持って、地
味ながら続けていきたいと思う。最後に、まだまだ
発展途上ではあるが、ミアカを始めるにあたりお世
話になった横浜市や財団の方々、私益を顧みず助け
てくださったスタッフや関係者の皆様、アーティ
ストイニシアティブにミアカを含めてくださった
BankART の皆様に心よりお礼を申し上げたい。
www.miaca.org
i ハワード・ベッサー かなり早くから、デジタルデータの保存について
研究を重ねる。現在、
ニューヨーク大学ティッシュカレッジのMIAP（映
像のアーカイビングと保存のための修士の学科）のコースディレクター。
ii DVDとして焼いてあるデータは、状態としては不可逆圧縮（データ
を元に戻せない圧縮方法）をおこなっており、たとえばブルーレイや
HD画質にはもう戻らない

AAN のアーカイヴとネットワーク
AAN は、 アートのより良い 環 境のために
プラットフォームを築 いています
嘉 藤 笑 子 /AAN（Art Autonomy Network）

ア ー ト・ オ ウ ト ノ ミ ー・ ネ ッ ト ワ ー ク [AAN] は、

していないにも関わらず、美術館や文化施設と違っ

2005 年 5 月に設立してからアーカイヴとネットワ

て、公的支援が乏しく財政状態は非常に不安定であ

ーキングを通して、自律したアート活動の支援に取

り、閉鎖や休止に陥ることがあるわけです。継続が

り組んできました。

不可能になって、それまでの資料が散逸してしまっ

そのひとつは、国内外のオルタナティヴ・アート組

たり、消却されてしまう前に、AAN は微力ながら

織やアートプロジェクトの情報収集と蓄積を行なう

自主的な方法でアーカイヴを進めてきました。こう

アーカイヴを基盤にした活動です。この活動は、オ

した小規模でも精力的で魅力的な活動をしている組

ルタナティヴと呼ばれる独自の運営をしている小さ

織は、国内外に数多く存在しています。しかし、残

な組織を対象に、チラシや DM など普段なら捨てて

念ながらあまりその存在が知られないままにいたわ

しまうものを敢えて収集して、彼らの業績を次世

けです。したがって、これらの組織をもっと広く多

代に記録化していくことを目的にしています。こう

くの人に知ってもらう機会が必要だと考えます。

した小さな組織は、商業画廊のように営利を目的に
172

アーカイブの活用の実際
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を活かした情報交換や人的交流が効果的な方法とな
ります。ゆえに、AAN は、もうひとつの主軸を自
発的なネットワークづくりを中心にした交流事業を
多数に開催してきました。そのなかでも非常に大き
な反響や注目を集めたのが、全国のアート・イニシ
アティヴと呼ばれる自律型の運営をしている団体や
個人が、それぞれのブース内でプレゼンテーション
を行う「SHOWCASE」
（2007) を開催したことです。
このときは国内外の組織 55 組が一堂に集まり、個
人や団体が独自の活動を紹介するように会場に足を
運び、自らの言葉で活動を紹介することを行ないま
した。会場となった ZAIM では、上映会、パフォー
マンス、音楽ライブ、ダンス、トーク、パーティな
どの多彩なイヴェントが日替わりで開催され、お祭
りムードの楽しいイヴェントとなりました。
この大型プロジェクトは、出展者やアート関係者の
みならず、さまざまなメディアや一般観客からも注
目を集めて全国に広がるアート・イニシアティヴの
ムーヴメントを明らかにしたものです。この事業を
きっかけに多くの新たな交流事業が生まれたという

を実践したものです。それによって、アートマネー
ジメントの基礎から実践までを学ぶ機会となりまし
た。
最近の AAN の活動では、2007 年からアーティスト
が自作を語る公開型プレゼンテーション「ポートフ
ォリオ・ミーティング」を開催しています。これは、
国際的な活動に向けてキャリアアップを目指すアー
ティストが、ジャンルや年齢に制限なくに実績のあ
るプロフェッショナルの前で、作品を説明すること
は大きなチャレンジであり、非常に良い体験になっ
ているようです。また、アーティストが持参したポ
ートフォリオは、AAN にアーカイヴされて、新し
い企画や展示の機会を得ています。この事業は、ア
ーティストに直接的なチャンスを与えることができ
ること、観客にとってもアーティストの声を生で聞
けることで、人気のプログラムになっています。
このように AAN は国際的で自律的な芸術活動を支
援していくためのプラットフォームを提供し、フレ
キシブルにアートのより良い環境を整えていきたい
と考えています。

報告を受けています。また、
「アート・イニシアテ
ィヴ」という言葉が、普及するきっかけにもなり、
このときに掲げた ” 芸術が主導する社会へ “ という
大きなテーマを社会に問うことができたのではない
でしょうか。< アートと社会 > の関係を強く繋げる
ことできたのではないかと自負しています。
AAN の活動は、アートに新たな仕組を加えて、文
化促進に繋がる実践的な活動をしてきました。その
意味では、アートについて「熟考すること」と「行
動を起こす」ことで従来の構造とは異なる角度から
アイデアやエネルギーを注入して、新しいアートの
支援方法を模索してきたとも言えるでしょう。
例えば、[SHOWCASE] のなかで始めた「芸術相談
クリニック」というアートにまつわる問題や相談を
ディスカッション形式で協議していく事業は、これ
からアート NPO やアートプロジェクトを新規に立
ち上げようとする人たちに専門家や文化リーダーが
具体的なアドヴァイスをしていくアートにおけるイ
ンキュベーション機能として役立ちました。また、
アーティストと受講生が一緒にアートプロジェクト
を創り上げる教育プログラムを実践しました。それ
は、<AIC アートマネージメントスキルアップ講座・
木村崇人と創る「木もれ陽プロジェクト」in 横浜 >
（2008) として約 4 ヶ月間におよぶ長期ワークショ
ップを行い、受講生とアーティストが一緒にプロジ
ェクトを完成するまでを現場の中で学ぶもので、山
下公園に一晩限りの星型の木もれ陽を降らせること
174
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製については閲覧室でコピーすることもできる。
ところで、当館は、平成 18（2006）年度から指定
管理者制度のもとで運営されている。ここで、指定
管理者制度について詳しく述べることはしないが、
この制度が実施された後、横浜開港資料館を運営し
ている横浜市ふるさと歴史財団は、横浜市から人件
費の削減や財政の自立化を強く求められるようにな
った。そのため、現在、財団では収入の増加を目指
して、所蔵資料を撮影したデジタル・データを有料
で、出版社やマスコミ、さまざまな商業利用に提供
するサービスを始めている。
出版社やマスコミへの利用（新聞掲載やテレビニュ
ースでの放映、雑誌や単行本への掲載）の利用料
は 1 点 1000 円であるが、当館の所蔵資料を複製化
して販売するなどの商業利用は、利用料が 1 回の利
用で数十万円に達する場合もある。勿論、他の博物

横 浜 開 港 資 料 館で のアーカイブの 保 存・公 開・活 用

館施設での利用や公共的な機関が利用する場合は無

西 川武 臣 / 横 浜 開 港 資 料 館

600 件（平成 19 年度）に達し、こうした業務によ

料でデータを提供するが、現在、年間利用件数は約
る収入が財団収入の大きな位置を占めつつある。
当館を含め歴史系博物館は、国や地域の歴史を知る

横浜開港資料館は、昭和 56（1981）年 6 月 2 日の開

この文化施設が横浜開港資料館であり、現在、当館

ために必要な資料を保存し次の世代に伝える役割を

港記念日に、旧イギリス領事館の敷地にオープンし

は約 25 万点もの横浜の歴史に関する資料を収集・

負ってきた。そのため公共性が高い施設として国や

た。イギリス領事館がこの地に開かれたのは明治 2

保存している。収集資料の内容は多岐にわたるが、

自治体がすべて費用を負担してきた。しかし、近年、

（1869）年のことで、以来、昭和 47（1972）年に

市内・市外の旧家が所蔵する古文書、海外の機関が

国や自治体の財政が悪化する中、こうした体制は崩

領事館が廃止されるまでの百年以上にわたって、こ

所蔵する古記録、新聞・雑誌、横浜浮世絵・瓦版、

れようとしている。当然のことながら、資料を保存

の地は日英交流の歴史を刻んできた。

古写真・絵はがきなどがある。これらの資料は常設

し続けるためには多くのコストがかかる。また、市

イギリス政府は領事館業務を廃止するにあたって、

展示や年 4 回開催される企画展示で公開されるほか、

民は資料を保存するだけでなく、さまざまな形（展

その建物の保存を横浜市に依頼し、これを受けて横

当館が発行する出版物で紹介している。

示・出版・講座など）で資料を公開することを求め、

浜市は、この地の来歴にふさわしい施設として、開

また、当館は一般の博物館と違い閲覧にも力を入れ、

資料公開事業をおこなうための予算もかなりの額に

港期を中心に江戸時代後期から昭和初頭に至る近代

所蔵資料の大部分を原物か複製で閲覧できるように

達している。

横浜の歴史に関する資料を収集・保存し、あわせて

なっている。閲覧室は原則として開館日には常時開

そのため、こうした事業を円滑に運営していくため

それらの資料を調査・研究・展示・閲覧する文化施

いており、利用者は閲覧室に備えられた資料所蔵リ

には、当館の資料を利用して、利益を上げたいと考

設を建設することにした。

ストなどで資料を検索することができる。また、複

える企業などに相応の負担をお願いせざるを得ない。
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一方、デジタル・データの有料化をおこなった後、
利用した企業から不満の声を聞いたことはないから、
こうした考え方は当然のことと受け入れられている
ように思われる。
今後、有料化がどのように進展していくのか分から
ない点もあるが、現在、当館では新聞社と共同でい
くつかの新聞連載を持っている。連載にあたっては、
当館の専門職が原稿を書き、あわせて当館所蔵の資
料を掲載しているが、こうした連載をすることによ
って、連載後、その資料を使いたいという利用者が
増加している。つまり、地域の歴史をもっとも良く
知っている専門職が所蔵資料を活用することによっ
て、所蔵資料の価値が高められていることになる。
また、掲載にあたっては、原稿料のほか、資料の利
用料を新聞社から受け取っているから、新聞連載そ
のものが収益向上に結びついていることになる。今
後は新聞連載だけでなく、さまざまな出版も同様の
方法を取りたいと思っている。
以上、簡単に当館でのアーカイブの保存・公開・利
用について述べたが、デジタル・データの有料化
が始まって 3 年目に入り、課題がないわけではない。
たとえば、有料化にともない職員の負担が増加して
いることが大きな問題になっており、今後、こうし
た点を改善していきながら、所蔵資料の有効活用を
図っていきたいと考えている。

アーカイブの活用の実際
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函館

新潟

神戸

横浜

長崎

運 動 体としてのアーカイブ
横 濱モボモガを探 せ ! 事 務 局

2006 年度、行政が牽引する開港 5 都市会議が毎年

が、その背景には写真というメディアのもつ特性が

開催されていることもあり、このプロジェクトは新

関係しているように思える。

たな展開をみせる。それは「開港 5 都市モボモガを

まずこの時代、どこにでも写真はあり、数多く撮ら

探せ !」だ。今から 150 年前、横浜以外に長崎、神戸、

れ、残っていること。このことは、このプロジェク

函館、新潟の港が開港している。( 実際に時間的な

トを支える気づかない事実だが、こうした状況が、

ずれは生じているが ) ということはモボモガは横浜

探せば案外見つかる、だから続けられるという図式

だけの現象だけではないはずだということで、開港

を支えている。そしてもうひとつは、モボモガを探

「横濱モボ・モガを探せ !」は 1920 年代から戦前ま

この文章は展覧会「横濱モボ・モガを探せ ! again」

5 都市でこのプロジェクトを推進・連動していこう

せ ! という視線が、とりも直さず、当時の進取の気

で横浜に数多くいたモダンボーイモダンガールを探

の あ い さ つ 文 の 一 部 だ が、 文 章 に も あ る よ う に

ということになった。各都市との代表者との何回か

性を探すことであることも見落とせない。当時、モ

すプロジェクトです。当時の写真を集め、未知の写

2004 年にはじまったこのプロジェクトは、少しず

のミーティングを経てこのプロジェクトは各都市独

ボモガの風景や人、街それ自体が、写真の被写体と

真を手がかりに今現在の横浜を形成している人と街

つだが全国へ、
世界へと広がりをみせはじめている。

自のプロジェクトへと成長していく。今年度 2008

して、あるいは演じるものとして存在したことは疑

に出会い、新しいネットワークを築いていこうとい

家庭に眠っている当時の写真を掘り起こすことが主

年度には各都市で収集プロジェクトと展覧会が開催

いもない。逆に言えば新しく台頭してきた写真とい

う試みです。2004 年末から BankART 事業に関わっ

目的だが、このプロジェクトを推進することは、同

された。新潟では「新潟モボモガを探せ !」函館で

うメディアを媒介にモボモガが育っていったといっ

てきた方々や近隣の商店街にチラシを配り、よびか

時に世代間の新しい関係を構築していくことにな

も「函館モボモガを探せ !」等々。共通点も多いが、

ても過言ではないだろう。

け、写真を収集しました。現在、数千点の及ぶ写真

る。モボモガの時代、すなわち 1917 年〜戦前まで

収集や展示の方法など、各都市が独自性をみせた。

が集まっております。

というと約 80 〜 90 年前の写真だから、丁度いま現

さらなる展開は、5 都市の海外の各姉妹都市まで飛

写真を撮るということは、何もカメラをもってシャ

現在このプロジェクトは開港 5 都市 ( 長崎・神戸・

在生きられているお爺さんやお婆さんのお父さんや

び火することだ。横浜は上海、新潟はハルピン、函

ッターをきることだけではない。街にでて人と会い、

新潟・函館 ) と協働し、
「開港 5 都市モボモガを探せ !」

お母さんの世代の写真ということになる。2004 年

館はウラジオストック等。2009 年度にはそのプロ

あるときは他人のプライベートな部分に入り込んで

へと展開しています。今年の秋には各都市で展覧会

のスタート当初、BankART スタッフと志のあるメ

セスに入る予定だ。

いき、ネットワークを構築することも写真を撮る (

を開催する予定です。さらに 2009 年度には 5 都市

ンバーで構成した特別プロジェクトチームの年齢層

の姉妹都市、上海やハルピンへの展開も計画してい

は 20 代前半。実際に街に入り、お爺さんやお婆さ

アルバムに眠っている写真を探すというごく自然な

してのアーカイブを今しばらく続けてみたいと考え

ます。

んたちと何度も往来することで孫と祖父母世代との

プロジェクトが、日本の各都市にひろがり、さらに

ている。

新しい関係が構築されていった。

国外にひろがっていくということは嬉しい限りだ

BankART 1929
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獲る ) と考えてもいいのではないか。この運動体と
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179

・アートと、多（他）分野（まちづくり、教育、福祉、

業です。地域生活の様々な課題に関わる先進的な社

環境、医療、労働、減災、農、食、メディア、国際

会活動を、アートの枠組みの “ 内 ” と “ 外 ” から意見

交流など）の活動をネットワーキングする。

交流させるところが特徴で、様々な社会分野に興味

・地域（とりわけ大阪市港区築港や中央区〜天王寺

を抱く参加者同士を “ アートというメディア ” を介

区の上町台地エリアなど）のプロジェクトに積極的

して結びつける役割を果たしています。また参加者

に関わる。

同士の交流から生まれた公開収録の情報をポッドキ
ャ ス ト 番 組「ARCAudio!!」
（ http：//www.webarc.

ここからは具体的な事業内容について記していきます。

jp/arcaudio/）にて全て配信してきました。イベン
トスペースとしての魅力で人を惹きつけることの難

アートリソースが集まる仕組みをつくる

しさや、大阪市内の西果てという立地条件も考慮し

僕たちがまず最初に取り組んだのはオープンなライ

て、直接スペースに訪れない人にまで情報を広く伝

ブラリーづくりでした。関西で活動しているアート

えるために編み出されたアイデアでした。
（株式会

NPO やアーティスト、またはアートに限らず先進

社 Nifty 運営のウェブサイト “ ポッドキャスティング

的でオルタナティブな社会活動を行うグループのア

ジュース ” によると 2009 年 3 月現在の登録者数は約

ーカイブライブラリー「オル棚」
（単なる駄洒落で

3500 人。これは良くも悪くも実際の年間来室者数

すが ...）を開設、また大阪の中小規模劇場の使用条

よりもはるかに多いのです）

件をまとめたライブラリーも併置しました。

また、参加者が編集委員となって、大阪のアートマ

ライブラリーにはスタッフが常駐し、アートにまつ

ップを作るサロン型イベント「大阪のアートを知り

わる様々な相談に対応してきました。アーティスト

尽くすの会」
（以降、
「知り尽くす」と表記）も、参

なら発表機会や発表場所について、鑑賞者は展覧会

加者同士の交流に比重を置いた事業です。過去に演

や演劇公演の情報を求めて訪れます。また、ボラン

劇、近代建築、音楽ロック、古本 / ブックカフェ、

ティアとして関われる現場を探しにくる人もいれ

ギャラリー、単館系シアターと、6 種類のマップを

ば、ワークショップやレクチャー等の学習機会を求

制作発行してきました。参加者がイニシアチブをと

めて訪れる人もいます。特に目的がなくふらっとチ

って作ったこれらのマップは、関西のみならず全国

ラシ棚を見に来た来訪者と気軽にコミュニケーショ

の様々なアートスペースやゲストハウスにて設置さ

―多分 野を繋 げるアートリソース活 用とプロジェクトメソッド創 出

ンを取っているうちに、いつしかそれが相談に発展

れています。

していくというパターンも多々ありました。大事な

このように、築港 ARC では人的アートリソースの

アサダワタル / 築 港 ARC チーフディレクター

ことは、
アートに関わる第一歩の手助けをすること。

交流から物的（情報）アートリソース（資料や音声

そういうきっかけづくりの意味合いを込めて、僕ら

や地図など）を生み出し、さらにまたそれらの情報

はこの相談事業を「アートスタートアップベンチ」

を通じて人的アートリソースの交流が生まれるとい

と呼んでいます。

った仕組みづくりをしているわけです。そのことに

築 港 ARC
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ごあいさつ

スは大阪市港区の築港にある「piaNPO」というア

こんにちは。築港 ARC チーフディレクターのアサ

ジア最大規模の NPO 集合ビルに位置します。スタ

ダワタルです。“ 大和川レコード ” という名義で、

ッフはチーフディレクターの僕、デザインや写真を

アートリソースを多分野の活動

あらゆる分野の社会活動スキルとして転用されてい

アートプロジェクトの立案実行やビデオパフォーマ

媒体にしたコミュニケーション型作品を制作する

アイデアとして転用する

くことに注力してきました。

ンスの制作を主な表現として活動しています。
今回、

サブディレクターの蛇谷りえ、大阪大学（2009 年

さて、
前述のライブラリー運営と相談事業を通じて、

“ アートイニシアチブ ” という視点を踏まえ、築港

3 月現在）で文化政策を研究する小林瑠音、関西小

資料提供者や来訪者を中心に様々なネットワークが

アートリソースを具体的に社会へ活かす

ARC の約 2 年半（2006 年 12 月〜 2009 年 3 月）にわ

劇場の現場でフリーランスの制作者として活動す

生まれました。それらの人的アートリソースを資本

このようなアートリソースを活かす様々な事業を展

たる活動について執筆させていただきます。

る桝田聖美、そして役者として活動する桔梗谷光

に、さらなる交流の機会を企画しました。公開収録

開する中で、地域の商業施設や小学校などから恊働

生（2008 年 4 月以降活動休止中）の計 5 名。そして

型トークサロン「ARC トークコンピレーション（以

事業の依頼を受けるようになりました。例えば、築

活動概要

プロデューサーとして應典院寺町倶楽部の事務局長

降、
「ARCTC」と表記）
」は、関西でとりわけ実験的

港の老舗銭湯「築港温泉」でのライブイベントや上

築港 ARC（ちっこうアーク 正式名称：アートリソ

で、同志社大学大学院総合政策科学研究科准教授の

なアートプロジェクトを手がける担い手、または、

映会、大阪市平野区の喜連小学校 3 年生児童を対象

ースセンター by Outenin）は、大阪市と財団法人大

山口洋典。また随時、関西主要大学からインターン

まちづくり、教育、福祉、環境、医療、労働、減

とした朗読ワークショップ、大阪市福島区の鷺州小

阪城ホールが 2006 年度から実施している「芸術系

スタッフ数名が関わっています。

災、農、食、メディア、国際交流などなど、幅広い

学校 1 年生児童を対象とした美術ワークショップな

NPO 支援・育成事業」において公募で選ばれたア

活動内容はざっくり、以下の 3 つです。

分野でクリエイティブな実践をしている方々をゲス

どを積極的に実施してきました。その他、築港まち

ート NPO・應典院寺町倶楽部が運営するアートプ

・関西の小規模ながら充実した活動を行うオルタナ

トに招き、“ アートと日常 ”、“ アートと社会 ” の関

歩きのツアーコーディネート、上町台地の防災拠点

ロジェクトの名称であり、同時に会議室を活用した

ティブアートグループやアーティストの活動の情報

係を再発見することを目的としています。
「ARCTC」

をめぐるイベントに出演するアーティストコーディ

ライブラリースペースの名称でもあります。スペー

発信を行う。

は、築港 ARC の活動コンセプトを示す象徴的な事

ネート、公共ホールでの子ども対象イベントの会場

アーカイブの活用の実際

より、アートがアートとして楽しまれるだけでなく、
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デザイン、国際交流を目的としたフェスティバルの

からの拠点運営でしたので、約 3 年半の期間となり

パネル展示デザイン等々 ...。これまで僕たちが培

ます。アートイニシアチブの多くが行政との恊働

ってきた、様々な地域と様々な分野におけるアート

から大きな仕事を得ていることはご周知の通りで

リソースを駆使し、社会へ活かしていきます。僕は

すが、多くの場合は “ 期限 ” という制約条件が付き

こういった活動を、個人的には “ ソーシャルワーク

まといます。
（もちろん企業メセナや各種助成金制

としてのアート ” と捉えています。

度にも期限はありますが）アートイニシアチブの活
動にとって頻繁に議論されていることのひとつとし

拠点ありきのプロジェクトではないからこそ成し得

て、活動の “ 継続性 ” が挙げられます。とくに確固

たこと

たる大きな拠点を持っているケースは、予算の問題

これまで、大まかではありますが、築港 ARC の具

はさることながら、建物自体の営利企業への転売や

体的な事業展開について触れてきました。ここで、

老朽化による耐久性の問題などから、その拠点を離

このプロジェクトの大きな特徴（“ 条件 ” という方

れざるを得ない可能性もあるのです。もちろんその

が正しいかもしれませんが）について述べたいと思
います。それは “ 展覧会や舞台公演などのイベント

鷺州小学校でのワークショップの様子

ライブラリースペースでトークイベント開催中

拠点があるからこそできるサイトスペシフィックな

声がかかる」といった仕組みです。ちょっと色々

借りれる訳ではありません。大概はお金に困って

事業展開も大事なことだと思いますが、いざ、拠点

書きすぎましたが、これに関しては、比較的手間

いる人が多い。（漏れなく僕も ...）そこで、自宅の

開催が可能な拠点を持っていない ” ことです。この

を失った時に、その拠点ありきの発想でしか組み立

がかかるのがデザイン作業ですね。ここで躓く人

ほんの一室でもいいし、週末だけでもいい、月 1 回

ことはここ数年、フェスティバルゲートや築港赤

ててこなかった事業展開だと、その継続性は確実に

がいるかもしれないので、予め編集委員を集める

でもいいから少しずつ色んな人が集まれる場所と

レンガ倉庫などの大規模な拠点活用を促進してきた

躓きます。そこで、ある程度困難な状況に曝された

段階で、デザインができる人を入れておくのが妥

して開放してゆく。そんなことから、また新たな

（現代芸術における）大阪市主催事業としては、前

経験を持つアートイニシアチブたちは、あらゆる知

当です。それ以外は、前者同様にハードに大きな

アートイニシアチブがゲリラ的に勃発してくるこ

例のないものだったように思います。水道やガスな

恵を振り絞って、
様々な地域や分野で応用できる
（無

投資をしなくとも十分実施可能です。

とを期待するのです。そしてもし、もっと大きい

ども備えられていない会議室のアート的転用。カフ

論、ある程度のカスタマイズは必要ですが）プロジ

またこれらを開催する上での拠点の候補としてお

拠点でしかできないこと、より公共的な場所でな

ェの運営すらままなりません。これは、一見、
「こ

ェクトメソッドを創出していくことの重要性に気づ

すすめするのが “ 自宅 ” です。大きな拠点を持たず

いとできないことが生まれて来たら、その時は街

んなとこでどんな活動を展開したらええねん !?」と

くのだと思います。

してここ 2 年半程活動してきた築港 ARC にとって、

にでればいい。築港 ARC もよくも悪くも拠点が会

突っ込みたくなるほどデメリットが多い話のように

僕たちにとってのそれは、
具体的には
「ARCTC」
と
「知

この原稿を書き終える頃からスタートする 2009 年

議室の一室だったことによって、かえって街に出

も受け止められるでしょう。しかし、この制約条件

り尽くす」というプロジェクトメソッドでした。前

度の大きな目標、それは「自宅をオープンスペー

て、色んな分野の人を協働してゆくきっかけが生

により、僕らはかえって、
「芸術系 NPO・支援育成

者は
「様々な分野で面白い社会活動を行う人々を“ア

スとして開放する人を増やす」ことです。この行

まれたのですから。

事業」という中間支援目的に沿った活動を計画する

ート ” という軸で編集したトークサロンを開く」→

為を、僕は勝手に “ 住開（すみびらき）” と名付け

僕らの最終年度は、とにかくこのようなプロジェク

ことができました。こういった “ 活動する人をサポ

「参加者を少人数制にすることで、ゲストの話を聞

ています。過去に築港 ARC がライブラリーやトー

トメソッドをばらまくこと、そしてとにかく各地に

ートする活動 ” をする立場としては、派手になんで

くことよりも参加者同士が濃密な交流をすることを

クサロンで紹介してきた人のうち何人かはこの “ 住

小さなアートイニシアチブを増やすこと、その活動

もかんでもできてしまうイベントスペース的拠点を

重視する」→「ここで生まれたすべての情報をポッ

開 ” によって、自分のやりたい文化活動を無理な

に尽きます。そして築港 ARC プロジェクトが終了

持っていないことが、かえって活動の中立性を担保

ドキャストで配信する。」といった仕組みです。こ

く継続しています。もちろん「すべてのアートイ

した 2010 年 3 月にまた、これらのメソッドを踏ま

することに繋がったと思うのです。また、同時に僕

れは、10 人〜 20 人くらいのキャパの小さな拠点と、

ニシアチブが住開で活動したらいいのに」なんて

えた活動を、各々のスタッフが様々な形態で展開し

たちスタッフ自身も、スペースの管理業務にそれほ

2 〜 3 万で購入できる mp3 レコーダーと、ネット環

ことは思っていません。公共的で沢山な人が集ま

ていく予定です。僕の拙文をお読みいただいて、少

ど時間を割かれることがなかったので、街に出て活

境にあるパソコンが 1 台あれば、誰でもできる仕組

れる拠点や、そこでしかできないような創造性が

しでも突き動かされるものを感じてくださったとき

動することが必然的に多くなりました。これは、な

みです。また “ 本番 ” よりも “ 終了後 ” の時間をたっ

喚起される特徴的な拠点などは必要ですし、また

は、ぜひご一報ください。できることから一緒に始

かなかイベントスペースを持っている人にはでき

ぷり確保しておくことが、参加者同士の活発な交流

複数のアートイニシアチブが集まれるフェスティ

めましょう。

ないことだと思うのですね。自分の “ 城 ” を持つと、

へと繋がります。

バルゲートや、横浜の北仲 BRICK& 北仲 WHITE や

よくも悪くも身軽ではなくなりますから。僕たちス

後者は、「自分の街の、最も知りたいアートのジャ

ZAIM のような拠点の必要性もそれなりに理解して

タッフは、ライブラリーを運営しつつも、築港を中

ンルを決める」→「そのジャンルに興味がある人

いるつもりです。
（築港ARCを始める前の数年間は、

心に様々な街、またアートに限らない様々な分野で

を5人〜15人ほど集める」→「言い出しっぺの1人が、

フェスティバルゲートで活動していましたから）

活動する人々と恊働する機会を沢山得ることができ

実際気になるスポットを下調べする」→「編集会

しかし、もっともっと、様々な形態のアートイニ

たのです。

議をオープンイベントとして開催する」→「デザ

シアチブが小規模ながらも独自の活動をそれなり

インする（手書きでも可）」→「区民センターなど

の継続性を持ってやっていけるような社会を作り

今後の展望 プロジェクトメソッドをばらまく

の安いモノクロ輪転機で印刷する」→「各スペー

たい、そして（私自身がアーティストなので一層

実は、築港 ARC は 2010 年 3 月を持って、プロジェ

スに置いて回る」→「街で地図をみかけて興味を

考えるのですが）、もっともっと、社会や制度の設

クトを終了します。このことは、應典院寺町倶楽部

持ってくれた人と繋がる」→「仲間が増えて、自

計に具体的に関わってゆけるアーティストが増え

が大阪市から事業を受託した段階で、予め判ってい

分の街の文化にちょっと詳しいキャラとして認知

てもいい、と心から思うのです。しかし、アーテ

たことでした。年度でいうと 4 年、実質は年度途中

される」→「うちにも地図置いてくださいよ ! とお

ィストが皆、どこにでも自由に大きなスペースを
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バローの原子力潜水艦ドックヤード（イギリス）

バローの街並と Art Gene の建物（イギリス）
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諸外国の具体例

回転橋と飛行機芝 東京ピクニッククラブのピクノポリス。飛行機型の芝からミレニアムブリッジの回転を見る。 撮影：鈴木 豊

A. ゴームリーのエンジェル・オブ・ノース（ニューカッスルゲーツヘッド／イギリス） 撮影：太田浩史
諸外国の具体例

187

クンストラーハウスベタニアン（ドイツ）

NDSM ワーフ（オランダ）

オランダ
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台湾
台 湾の 動き
細淵太麻紀 /BankART1929

TAV : Taipei Artist Village（台湾）

台湾という土地

選ぶ企画は、未知の若いアーティストや、国際舞

台湾は、ちょうど日本でいうと九州とほぼ同じく

台へ羽ばたくべく活動する中堅アーティストまで

らいの国土を持つ。台北・台南などの大中都市は

様々。そしてここから美術館での大舞台やさらに

主にその瓜型の国土の西側にあり、日本の企業が

は国際舞台へと多くのアーティストを輩出してい

JR 新 幹 線 の 技 術 を 駆 使 し た 車 両 が 走 る 高 鐵（ 台

る。

湾新幹線）と、そのもとの路線（在来線）、台鉄

経営的な話を伺うと、ギャラリーの家賃や光熱費

の線路は西側の都市を南北にリニアにつないでい

などの基本的な運営費は同ビル 2 階の写真スタジ

る。主な植民地支配の経路は台北の淡水という古

オを貸し出して得る収入でまかなっており、さら

い港町で、中国、日本、オランダ、スペインなど、

に、大企業の美術愛好家の CEO が資金援助してく

いくつもの国の文化の流入口となり、それぞれの

れる場合もあるという。ただし、企業がお金を出

時代のそれぞれの文化が織り重なっている。一方、

すかわりに何か仕事をしなくてはならない場合は、

島の真ん中以東の山岳地帯では、14 種族にも及ぶ

話を受け付けない。20 年の間に何度も経営難に陥

台湾原住民の大部分の居住区がある。もちろんも

ったが、3 人の中心運営メンバーは互いに励まし合

とは全土に居住していたのが、植民地支配によっ

い、苦境にも屈することなく今日に至っていると

て山岳部においやられていったという経緯の後の

いう。アーティストがここで展示できることにな

話である。87 年の戒厳令解除に前後し、経済が現

っても、ファンドレージングでは作家自身も企業

在のように自由化・国際化してまだ 20 数年。日本

や助成団体に申請をしたりしなくてはいけないと

のテレビやマンガなどの文化を一般市民が自由に

いうから、事情は日本とあまり変わりはない。ま

触れられるようになったのは僅か 15 年程前のこと

ちづくりや地域コミュニティの活性化などといっ

である。

た事業には一切興味はなく、良い作品を良いかた
ちで実現するために、自身がアーティストである

アーティストランスペースにみられるアーティス

が故にアーティストにとって何が一番大切かを理

ト同士のリレー

解した上で、若いアーティストをサポートできる

台北は伊通公園（イートンパーク）と呼ばれる地

のだという。アーティスト自身の運営するスペー

区に、隣接する 2 つのアートスペースを訪れる。ひ

スでありながら、台北を代表するギャラリーとな

と つ は「IT PARK」。1988 年 に 何 人 か の ア ー テ ィ

っている由縁は、同じ目標を持ったアーティスト

ストによってつくられたスペース。通りに面した

同士のなせるわざとも言えよう。

入口ドアから細い階段を上がっていくと、ホワイ

諸外国の具体例
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Stock20

トキューブの 40 ㎡ほどの空間。さらにもう 1 階層

その数件隣のビルの地下スペースには、30 代の 8

階段をあがると同じくらいの面積のフラットな空

人のアーティストが運営する「VT Artsalon（非常

間。隣には、以前はバースペースであったという

廟藝文空間）」がある。元バーであった内装の一部

受付スペースと打合せスペースがある。現在はそ

を活かして、自分たちで改装をおこなった。半分

の創設メンバーのひとりでもあり、自身もアーテ

はバースペース。地上から降りてくる階段を挟ん

ィストであるチェン・ヒュイ・チャオ氏がディレ

で半分はホワイトキューブ型のギャラリーとなっ

クターとなり、新進気鋭の作家の登竜門的な画廊

ており、バースペースはクラブイベントなども行

として、国内外のアーティストやフリーのキュレ

われる他、アーティスト同士のサロン的空間とも

ーターなどが彼女の元へ常に企画を持ち込んでく

なっている。実際に自分たちがこのような溜まり

る。アーティストらしく強い信念をもった彼女が

場所をつくりたかったというのがきっかけだそう
諸外国の具体例
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だ。自身も IT PARK での発表経験をもつ現代表のウ

心とした「台東鉄道芸術村」が公設民営、それ以

んあるが、その土地や建物のほとんどは市が所有

ー・ダー・クゥエン氏は、IT PARK がお手本だという。 マーガレット氏はこれらの空間活用についての政

りされるケースが増えた。

外の 3 カ所は、国が直接運営している。

しているので、これらの活用事業については市と

8 人の共同出資とはいえ、アーティストによる運営

府の考え方を、「文化的な消費」の場から、「文化

Stock20 の運営者は公募で選出され、現在はアー

協働しておこなっていく必要がある。

は大変だが、若い人たちに一人前の作家として育

的な生産」の場としての活用という方向に、転換

ト コ ン サ ル タ ン ト 会 社 が、 国 か ら の 年 間 400 万

またアーティストにとっては、違う国、違う表現

って欲しいし、それを支えるのが自分たち中堅作

する必要があると考えている。

NTD（約 1,200 万円）の委託金で運営している。土

方法の作家との出会いを通して自分の作品の可能

家の勤めだという。自分たちも同じように先輩の

産業変革の末、いくつかの産業が海外に移動して

地・建物等の家賃は国が鉄道会社に支払っている。

性を広げていく機会ともなっており、近年の台湾

アーティストたちに育ててもらったからだ。既に

いった結果、台湾には現在多くの空き工場と空き

アーティストたちはここでの活動で、助成機関や

のアーティストたちの作品の特徴として、分野を

ある程度の地位を持ったアーティストとして活躍

オフィスがある。政府が安価でアーティストグル

企業などから助成をとることはできるが、運営者

超えた表現が増えてきていることが挙げられる。

する 8 人は、持ち回りで代表を務めており、それぞ

ープに長期居住の場所として賃貸すれば、その周

はできない。また場所貸しでの収入もほぼないの

ヤオファ氏は AIR の事業は国際的なプログラムでは

れが大学の先生なども勤めているため、若いアー

辺地域の安全は確保され、イベントに必要な莫大

で、運営上の収入はカフェ・ショップの運営がメ

あるが、それには「ローカルネットワーク」が重

ティストの発掘にはことかかない。ここで発表を

な文化予算など必要なく、逆に一定収入を発生さ

イン。しかし面積も売上も僅かであるため、全体

要であり、さまざまなネットワークがアーティス

希望する若手は多く、展覧会が成功すればさらに

せることができる。さらに、都市部に多くの芸術

としては赤字を累積しており、足りない資金は会

トたちの活動を助けているという。特に創作活動

別のコマーシャルギャラリーからの誘いが来るこ

文化のエネルギーが集結し、それらが主体的な経

社の別事業での利益でまかなっているという。し

をサポートするボランティアスタッフの活動は活

ともあるという、現在注目のギャラリーとして育

済発展を推進する基盤となっていく。「文化的な生

かし、この事業の意義を十分理解している現場ス

発で、サポートする側も大きな刺激を受けている。

ちはじめている。

産」は、すぐには大きな経済効果を生み出すこと

タッフは、今後も自社がこの運営を継続していく

アーティストたちのもたらす新しい視線は、新し

はできないかもしれないが、このような行為をな

ことを望んでいる。

い台北の街の方向を示唆してくれるであろう。

空き空間の有効活用にともなう芸術創造空間の現状

んとか 10 年間続け、国際的なアーティストが育て

台北市街から少し外れたあたりにある竹圍工作室

ば、それまでの投資に値するような価値を都市に

国際的なアーティストインレジデンス事業に対す

都市と田舎

（The Bamboo Curtain Studio）。元鶏小屋 + 鶏肉

生み出してくれることは必須である。マーガレッ

る期待

台湾の首都はもちろん台北である。台湾には国立

加工場を改装して、長期・短期のアーティストの

ト氏は横浜や香港など近隣アジアの都市の例を挙

台北國際藝術村（TAV : Taipei Artist Village）は、

の美術大学が 3 つあり、そのうちの 2 つが台北に、

制作のためのスタジオとして運営している。ディ

げ、芸術文化による空き空間の有効活用への発想

台北駅より徒歩 5 分、周囲に官公庁施設も建ち並ぶ

残りのひとつが台南にある。先に挙げた高鐵がで

レクターのマーガレット・シウ（Margaret Shiu）

転換を政府に促し続けている。さらに近年は歴史

ロケーションにある元職業訓練校をリノベーショ

きたことで、台北・台南間も、1 時間 40 分で移動

氏は、バークレーで経済を学び、エコノミストと

ある港町「淡水」を「クリエイティブシティ」に、

ンし、台北で初めての「アーティストインレジデ

できるようになった。都市化の進む台北はもちろ

してキャリアを積んだあと、アーティストに転向

という目標を掲げ、この緩やかな淡水河の流れに

ンス（以下 AIR）」施設として 2001 年にオープンし

ん土地の代金も高いということから、特に台南の

している。ACC のコミッティや、台湾の歴史的建

隣接するスタジオを拠点に、日々奔走している。

た。2003 年、運営をノンプロフィットの組織に任

美術大学の卒業生や教授たちを中心に、制作の拠

造物の活用の委員、台北市のパブリックアートの

先に挙げた「Stock20」は、台中駅の向かいにあ

せるために公募し、選出された台北市文化基金が

点を土地や物価の安い台南の空き工場や空きスペ

選定委員などの要職にも就いているほか、いくつ

る元鉄道倉庫をリノベーションし、2000 年に活用

現在まで運営を任されている。市からの予算は約

ースなどに開き、発表は効果的な台北で行う、と

かの国際的なアートネットワーク組織などにも属

を開始した。20 号から 26 号までの 7 つの倉庫があ

半分。残りはスペースレンタル、企業との共同事

いうケースが増えて来ているという。若い人たち

している。彼女はかつて台北駅近くにあった華山

り、建物の総面積は約 500 坪、敷地面積は約 800 坪。

業による収入など。

が地代の安い台南で、アートスペースを今まさに

創意文化園区（Huashan Culture Park）の運営に

受付、カフェ、ショップ、展示スペース、シアター、

代 表の ヤ オ フ ァ・ス ー（Yaohua Su）氏は、特に

立ち上げはじめているという。今回の視察では訪

関わっていた。見捨てられていた元酒工場をスク

9 つのスタジオがあり、公募で選ばれた国内のアー

AIR の特徴は、美術館や劇場のような出来上がった

れることはできなかったが、次回は是非足を伸ば

ォットして活用し、その後、行政と共に一大アー

ティストに 1 年単位で制作場所を無料で提供するほ

作品を見るということでなく、作品をつくる過程

してみたいと思う。

トスペースとして再生させたが、2 年足らずで政府

か、エクスチェンジプログラムも行われている。1

やアーティスト自身に触れる機会を持つことがで

は観光スポットに政策変換。現在は、華山のオフ

年間の無償使用が認められたアーティストは、年

きるということであり、このことは観客にとって

ィスを引き上げて、この竹園工作室に戻り、若い

に 2 回、展示スペースで駐在作家のグループ展を行

は非常に重要なことだと考えている。今では市中

人たちと協働して活動しているという。

う他は、特にオブリゲーションはない。台湾では

の様々な場所に AIR を増やしていくことを考えて

台湾州政府の文化局では、1990 年代の終わり頃か

じめて、公設民営の運営方式をとった文化施設で

おり、昨年オープンした「Grass Mountain Artist

ら、アーティストの介入によって、政府が所有す

あり、また国際的なレジデンススペースとしても

Village（草山國際藝術村）」も、そのうちのひとつ

る使われていない倉庫や工場を再活用していく構

初の試みとなった。この事業は、先の政府の空き

である。TAV の横に残っている古い日本家屋でも、

想が進められた。この政策の下、実験的に華山文

空間活用のための調査で 90 年代後半に、リニアに

アーティストたちの作品を少しずつリレーしてい

化園や台中駅近くの鉄道倉庫「Stock20」などが、

つながった鉄道沿いにあった鉄道倉庫や鉄道用施

くようなプログラムも行っている。最近では、川

アーティストに開放された。2001 年にはさらにそ

設が着目されて始まった。鉄道芸術ネットワーク

沿いの貧民街のエリアに、新しい AIR をつくって

の政策を全国的に推し進め、芸術文化による再活

（Art Network of Railway Warehouse） と し て、 こ

いくプロジェクトを進めている。これらの事業も

用の候補地としていくつかの場所を選定した。し

の「Stock20」がその第1号となった。現在はここ「台

全て市の文化局と共同で台北市のクリエイティブ

かし、それらの活用にかかるランニングコストの

中」のほか、
「新竹」「嘉義」「高雄」「坊寮」「台東」

シティプログラムを推進すべく、行ってきている。

拠出に安定的なものがあるわけではなかった。集

の 5 カ所でこのような活用が行われており、現代ア

台北では歴史的建造物や、日本進駐時から残る古

客数の数字の低さから、事業を引き揚げる、先送

ートを中心とした台中「Stock20」と、ダンスを中

い日本家屋、使われなくなった建物などがたくさ

192

諸外国の具体例

Huashan Culture Park（台湾）
諸外国の具体例

193

イギリス
ニューカッス ル ゲーツヘッド・イニシアチブ
―創 造 都 市のエンジン
タイン川の夕景。回転橋ミレニアムブリッジと
音楽ホール「ザ・セージ」撮影 太田浩史

太 田 浩史 / 東 京ピクニッククラブ・東 京大 学
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敗北からのスタート

文化助成機関「ノーザン・アーツ」** と協働して、

2003 年 6 月 4 日の早朝、英国北部の双子都市、ニュ

エンジェル、バルティック、ミレニアムブリッジ、

ーカッスルとゲーツヘッドは悲しみに包まれた。3

さらには 2004 年に完成する音楽ホール「ザ・セージ」

年にわたって繰り広げてきた「欧州文化首都 2008」

を実現し、再生の口火を切ったのである。1998 年

2008 年 8 月、筆者が共同主宰する東京ピクニック

力の育成度、
（3）社会的効果、
（4）イメージの認知度、

の誘致レースが、ライバル都市のリバプールの勝利

のエンジェルへの来訪者は 10 万人。ミレニアムブ

クラブ（TPC）は、NGI のカルチャー 10 のチームに

の 4 つの指標によってプログラムは評価され、デー

によって終わることが知らされたからである。
「欧

リッジに至っては、2000 年の設置イベントだけで

よってアーティストとして招聘され、
「ピクノポリ

タ化される。たとえば（3）の社会的効果では、何

州文化首都」はヨーロッパ各国が毎年持ち回りで開

も一日 3 万 6 千人もの集客力。その可能性を目の当

ス」というピクニックイベントを行った。招聘の理

人の子供やボランティアが参加したか、学習の機会

催するため、イギリスでの次の開催は 20 年後。20

たりにしたニューカッスルがこの動きに合流するの

由は、まずは同年のカルチャー 10 の年間テーマが

がどれだけ用意されたか、貧しい地域からの参加が

億ポンドと言われる経済効果のためにも、是非とも

は当然だった。そして 2002 年、両市は「Building

「ルック・イースト」というアジア文化の紹介にあ

どれだけあったかなどが数字で示され、それが行政

勝ちたい競争だった。

Bridges」という文化政策を共同で定め、一大目標

ったこと、そして TPC の活動が、アートと食と公共

やスポンサー企業などの NGI メンバーへの説得材料

実際のところ、ニューカッスルとゲーツヘッドの前

として文化首都の誘致を掲げたのである。

空間を結びつけつつ、誰もが参加できる特徴を持っ

となる。逆に言えば、それができるからこそ、NGI

評判は高く、テレビの人気投票ではリバプールに競

その活動母体として誕生したのが NGI である。両市

ていたことがある。紙面の都合上「ピクノポリス」

はニューカッスルとゲーツヘッドの文化の主導者と

り勝ってもいた。両市の間を流れるタイン川沿いに

の名前を一つの都市名（NewcastleGateshead）の

そのものの紹介はできないのだが、NGI との協働を

して巨額の予算を信託されていることになる。

はすでに現代美術館「バルティック」や回転橋「ミ

ように表記する NGI は、ニューカッスル市とゲーツ

通じて発見したことを書いておきたい。

以上、カルチャー 10 を中心に NGI の活動を概観し

レニアム・ブリッジ」が姿を現していて、その大

ヘッド市、そしてノースイースト県の文化振興を計

まず何よりも印象的だったのは、
「プレミア」であ

てみた。エンジェルやミレニアムブリッジを主要舞

胆な姿がイギリス中の話題となっていたからであ

るべく、次の 3 つを活動目的に据えた。

ることの重要性である。TPC は日本、韓国において

台に、
「プレミア」の文化プログラム開発に情熱を

る。何よりも 1998 年に作られた、アントニー・ゴ

・ニューカッスルゲーツヘッドおよび地域の文化的

様々なイベントやインスタレーションを行ってきた

注ぐ NGI は、創造都市ニューカッスルゲーツヘッド

ームリーによる巨大彫刻「エンジェル・オブ・ノー

評判を確立する

のだが、それをニューカッスルゲーツヘッドで行う

のモデル組織として、日本の私たちに大きな示唆を

ス」は、かつて炭鉱と造船で栄えた重工業都市のイ

・高い野心を持ち、ニューカッスルゲーツヘッドと

にあたっては、プログラムのさらなる展開と実験性

持つだろう。しかし、彼らのロゴに自負を込めて表

メージを、イギリス有数の文化観光の地へと一変さ

地域の人々の創造性を刺激し、自信を深めてもらう

が求められた。既存のプログラムを単に持ってくる

されている「World Class Culture」への道のりは、

せていた。そのプロセスは「文化主導の都市再生」

・ビジネス誘致の魅力を高め、雇用創出と技能の向

だけでは、ヨーロッパの都市間競争のなかで文化的

そう簡単ではなかったことも私たちは覚えておく必

として国内外に知られはじめ、だからこその期待と

上をはかる

独自性は発揮できないということなのだろう。プロ

要があるだろう。

落胆だったのだが、両市がいつまでもその状況に落

NGI の構成は、まずはニューカッスル市とゲーツヘ

グラム開発担当者と何度も協議を重ねながら、10

ち込んではいないことも明らかだった。誘致活動を

ッド市が中心であり、それに港湾局や、空港、大学、

日間、10 カ所という大々的なピクニックを隅々ま

*www.newcastlegateshead.com

主導した「ニューカッスルゲーツヘッド・イニシア

銀行、ホテル業界、プレミアリーグで有名なニュ

で全く新しくデザインすることとなった。

** 現 在 は 改 組 さ れ、
「Arts Council England North

チブ（NGI）
」* の当時の代表は次のように述べてい

ーカッスル FC などが主要メンバーとして加わり、

次に考えさせられたのは、アートはコミュニケーシ

East」と名称を変えている

る。「落選は残念だが、すでにニューカッスルゲー

賛助メンバーとして百を超える地元企業が名を連

ョンツールの一部として捉えられている、というこ

***2009 年 3 月時点

ツヘッドはヨーロッパの都市再生のモデルになって

ねる。オフィスでは 25 人が働き ***、総務、プレス、

とである。期間中の毎日、子供向けのワークショッ

おり、その挑戦は終わらない。
」そしてその言葉の

マーケッティング、会議誘致、そして「カルチャ

プ、地元の食材を使ったサンドウィッチを作るワー

通り、NGI による独自の文化プログラム「カルチャ

ー 10」の 5 チームが設けられ、展覧会、スポーツ、

クショップ、公共空間をテーマとした大学とのシン

ー 10」が同年中に開始されるのである。

教育ワークショップから観光イベントまで、市内

ポジウム、茶道の紹介イベント、
「ピクニック・オブ・

で行われる全ての文化イベントに網を張り、その

ザ・イヤー」を決めるコンテストなど、市民参加の

NGI による文化プロモーション

調整と国内外へのプロモーションを行っている。

プログラムの企画を立てた。とにかく忙しくて大変

誘致活動までは、ニューカッスルとゲーツヘッドの

ただし、アーツカウンシルのように文化助成をす

だったのだが、実は市民参加こそがプログラムの中

再生の足並みは揃っていなかった。特に人口 19 万

ることが目的ではなく、年間テーマに沿った 20 〜

心であって、アートの表現自体は飛び道具のように

人のゲーツヘッドは、26 万人のニューキャッスル

30 のキーイベントに集中的に投資することで、街

捉えられている様子がある。文化的プロモーション

より小さく、実績も知名度も少ないために再開発が

を文化ツーリズムの目的地として認知させようと

だけではなく、街全体の創造性の向上をはかろうと

遅れていた。しかし、このゲーツヘッドが政府の

いう戦略を取っている。それが年間 600 万ポンド

いう NGI の意志が強く感じられた。

諸外国の具体例

という予算を持つ、カルチャー 10 である。

もう一つ、印象的だったのは冷静な評価である。参
加者から可能な限りのアンケートを集めるのはもち

「ピクノポリス」の経験から

ろんのこと、
（1）経済的効果、
（2）イベント開催能

諸外国の具体例
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イギリス

Barrow-in-Furness 発
― Art Gene の 実 験 的アートプロジェクト―
加茂紀和子 / みかんぐみ
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イングランドのクルドサックとよばれるマンチェス

れています。毎年世界各国から 100 件ものレジデン

ターの北西部の半島の先端、バロウ・イン・ファー

スの申し込みがあり、日本からもこれまで何人かの

ネス（Barrow-in-Furness）というところに、私たち

アーティストが来ています。わたしたちみかんぐみ

は 2007 年の 11 月から正味約 2 ヶ月の期間、滞在し

も、このプログラムをうけてのことです。扉に自分

ました。ネットでもあまり情報を得ることができな

の名前が掲げられた広く大きな部屋が用意されてお

いまま、マンチェスターから電車で約 2 時間程、大

り、生活や制作の資金、ホスピタリティーのある環

西洋を臨む街に着きました。日本からすればユーラ

境で楽しい日々をすごすことができました。私が滞

シア大陸を挟んだ反対側、極西の地というべきでし

在したときは、スイス、フランス、マンチェスター

ょうか。しかし、ここは産業革命時代から鉄鋼と造

から 3 人のアーティストがきていましたが場所を同

船業によって栄えた街で、いちはやく鉄道が敷かれ、

じく複数のアーティストがリサーチや制作を行うの

労働者があふれてにぎわっていたところでした。約

もまた刺激的なものでした。

100 年前、日本帝国海軍の戦艦もこの場所でつくら

さて、私たちみかんぐみの使命は、そこに滞在し

れていたという事実、産業の歴史には国際的な背景

て街をリサーチするとともに、潜在的な街の魅力を

があるところです。そして、重工業が衰退した後の

引き出して将来像を描くことでした。バロウ市は、

1960 年代以降からは、原子力潜水艦製造へととっ

私たちが訪れたのが寒い時期であったこともあり、

か、労働や消費以外のあらたな価値観をどのように

国内に広がりつつあります。そして、彼らの活動が

て代わり、現在はその巨大なドックの建物がこの街

人口約 6 万の街には日中、人の姿がほとんどない印

つくってゆけるのかというメッセージをアートを通

ネットの世界にアーカイブされることでバロウ・イ

を支えるシンボルのようにどこからでもフォーカス

象で、人や情報よりも建築物という物量が圧倒的に

じて与えようとしています。わたしたちが建築家と

ン・ファーネスの名が再び世界に知られはじめてい

されています。

街の骨格となっているところだと感じました。街全

してはじめて選定されたのは、アーティストとはま

るのです。

そこに、Art Gene という実験的芸術プログラムの

体は、歩いてまわれるほどの面積です。原子力潜水

た別の視点をもって、また日本という離れた文化圏

発信拠点があります。
（HP は http：//www.artgene.

艦の工場が巨大にそびえる半島の先端部の工業地帯

の感性をくみこむことこと、Art Gene という名前の

co.uk/）ここが私たちの滞在先でした。この施設を

とその周辺の空き家の目立つ旧造船会社の 5、6 階

意味にならえば都市の遺伝子の変異が期待されてい

設立し運営しているのは、スチュアート・バティ

建ての共同住宅による街区、歴史的建物のたちなら

るためです。私たちは、バロウ市の大半を構成する

ックとマディ・ニコルソン、ジュリー・ハマートン

ぶ旧市街地、丘陵を覆うように建てられ続けたタウ

タウンハウス群の再生について、リサーチといくつ

の 3 人のアーティストです。イギリス国内で、様々

ンハウス群、さらに小高い丘には高級な住宅街、と

かのスタディーをおこないました。その作業は現在

なアートイベントに参加した実績をもつ方々ですが、

いうように街区の性格やスケールが異なるエリアが

も進行形で、アウトプットには Art Gene のメンバ

彼らの働きかけにより、長い間廃墟となっていた旧

いくつか存在しています。市庁舎の屋上から見渡す

ーとのコラボレーションも見込まれています。

工業技術専門学校であった建物をバロウ市や英国政

街並はレンガ色に統一され、美しいものでもありま

府の助成を受けて改修し、2002 年にオープンさせ

すが、規格化され、はみ出しや異物感のない街並は、

ました。ここは、彼らのアーティストとしての活動

均質という退屈さから抜け出せないでいるようにも

クショップをおこなうという活動にも積極的に関わ

拠点であるとともに、アートによって街のエネルギ

見えます。その一方でコンテクストとは無縁の商業

ります。ギャラリーは美術教室となり、ハマートン

ーを掘り起こそうとする試みが継続的に展開されて

的デザインによって市庁舎周辺のショッピングモー

氏の主催するバラクーダーという舞踊のキャラバン

いるところです。あるいは、旧市街のメインストリ

ル街が整備され、海側の倉庫跡や鉄道操車場跡地の

にも沢山の子どもたちが参加していました。日常的

ートに位置しながら打ち捨てられていた様式建築を

再開発として、大容量の駐車場と大型マーケットや

な時間の中にアートや建築に関する意識を高め、街

街の資産として再生するという、新たらしい価値観

DIY センター、アウトレットショップやビデオレン

のポテンシャルを気づかせる事を新しい世代に発す

の創造の実例ということです。オープン以来、リサ

タルを集結させるという万国共通となってきた郊外

るため、彼らの実験的アートプロジェクトは、バロ

ーチ・レジデンシーというプログラムによって国内

の様相を増幅させている状況があります。

ウ市や英国の芸術活動基金や政府の後ろ盾をうけな

彼らは、バロウ市内の子どもたちに向けて、ワー

外のアーティストが招致され、滞在中の研究、制作

Art Gene は工業と街、自然の関係、産業の歴史の

がら、今後もますます活発になってゆくことでしょ

の場所の提供と共に、ギャラリーで発表がおこなわ

中で、街のアイデンティティーをどのように保つの

う。その活動は建物を出て街にひろがり、イギリス
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ドイツ
クンストラーハウスベタニアン
開 発 好 明 / アーティスト

私がクンストラーハウスベタニアンに滞在したのは

もってプログラムスタッフと話し合いをしておけば

2005 年ー 2006 年にかけてである。

その限りではない。

既に 1989 年 11 月 9 日に東ドイツ政府が東ドイツ市

一番大きなスペースは教会として使われていたため

民に対して旅行の自由化を発表をによって東西ベル

か、吹き抜けになっているので気持ちいい展示が可

リン市民によってハンマーや重機によって粉砕され、

能なのが魅力だ。滞在作家以外の企画展もこの場所

壁は崩壊されていた。15 年という年月を経ても尚、

で行われる事も多い。

日本人には信じがたい戦火の後が今も町のあちこち

市の予算削減などで、公募制度、推薦制度から国別

残り、痛々しさを伝えていた。クンストラーハウス

制度に移行していて、残念ながら現在日本のスタジ

ベタニアンはベルリンのトルコ系移民が多く住むク

オは確保されていない。居住可能なアトリエスタジ

ロイツベルグの公園内にあり、日本人にとって一見

オは 20 以上あり 80 平米タイプと 40 平米タイプの二

可愛らしいお城のようなイメージのある建物ですが、

つがあり、天井の高さかは 4M 以上あり開放感ある

1847 年にクリスチャン系病院として建設されたよ

が、私のスタジオは鉄のフレームが天井にあり、病

うです。病院から改装してレジデンスが始まるまで

院であった事を思い起こされた。

の期間廃墟のような状態が何年間か続いてたらしの

スタジオは建物の 2 階と 3 階に別れているが、多く

ですが、私が滞在していた時期にもまだ空きスペー

は 3 階に集中しているので作家との交流を考えたら

スがあったらしく、若者によるスクワットが行われ

3 階に滞在するのが好ましい。簡単なキッチンやベ

事務所から検討会参加へのチラシが配られていたの

ットも用意されているので、入ってしまえばまった

しているので、個人的入る事が非常に難しい状況で

のアーティストが 1 年滞在のグラントを得て滞在し

を思い出します

く問題なく暮らしながら制作可能である。地下には

あるので、年によって対応はまちまちだと思ったほ

ているが、半年というケースもあり、援助している

施設はアカデミーデクンストのメンバーだったミヒ

ランドリーも用意されている。

うが良いかもしれない。

団体によって長さはまちまちに設定されいる。

ャエルヘーター氏が中心になって、ベルリン州文化

国によっては、そのアトリエスタジオ以外に中心街

省管轄の施設として 1974 年に現在のようなプログ

にアパートも用意されいるようで、通ってくる作家

1 年間の滞在中には 1 回の個展（2 週間程度）と 2 回

最後になるが私が、このプログラムの経験で素晴ら

アムとして立ち上げられました。現在はクリストフ

も珍しくない。

のオープンスタジオ（1 日か 2 日間）が組み込まれ、

しいと思った点は文字通りアートと暮らすことがで

タナート氏が館長を務め、プログラムスタッフにヴ

なので、作家によって経済的な援助にはかなりの幅

毎月、ヨーロッパを中心とした美術館学芸員やフリ

きるという事である。美術館と世界各地の作家と 1

ァレリア · シュルテ氏によって管理され、世界から

がある。

ーキュレター、ギャラリストが 15 分程訪問し、プ

年間という時間を共有し、好きなだけそれぞれのス

集まる作家に対応しています。プログラムでは 4 階

日本からは現在プログラムが用意されていないが、

レゼンができる。

タジオを行き来しながらアートの話のみならず友人

にオフィスとコンピュータールーム、地下室に鉄、

個人的助成金を得られれば申請する事が可能で、フ

そのプレゼンがきっかけで画廊での個展や美術館で

として深く関わる事ができる。そしてベルリンとい

木工、樹脂素材などの工作室があり、スタジオプロ

ァイル審査後に承諾が得られれば参加する事ができ

の展覧会に繋がる事も珍しくない。

う町は、十分な美術文化とマーケットを有しながら

グラムとは別に、2 階にプリント工房があり、写真

る。通常プログラム金額は知らされないが、この場

制作の際には制作スタッフが制作を手伝ってくれる

も、物価も安くリラックスして制作に専念できる世

や版画を別料金を払えば使用できる。またプログラ

合は個人契約となり、金額を全てオープンで確認後

ので、ドイツ人気質のしっかりた物を制作してくれ

界でも希な環境と言える。

ムは異なるが、音楽活動や 1 階の美術館とギャラリ

契約できる。ユーロのレートに左右されるが小さな

るのも心強い。

ーが運営され、週末にはバイオリンを抱えた子とも

スタジオで 150 万前後だろうか。当然大きなスタジ

達が集まり、展覧会オープニングには 1000 人近く

オは料金が高くなる。

2008 年ー 2009 年にかけて、ベルギー、カナダ、ノ

の人々で賑わっていた。

スタジオ費、ギャラリー費、光熱費、素材費、カタ

ルエー、ナミビア共和国、ポルトガル、スエーデ

スタジオプログラムには大（600 平米）中（160 平米）

ログ費 など細かく細分化されていて既に材料費も

ン、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、キ

小（80 平米）の 3 つのギャラリーが用意されていて

計上されているので、レシートを経理に持っていけ

プロス共和国、韓国、グルジア、フィンランド、イ

滞在期間中に個展が約束されている。決まってはい

ば現金と交換してくれるので、払ってしまえば煩わ

タリア、スペイン、ポルトガル、南アフリカ、シン

ないようだが、大きなスタジオに入った作家には大

しい支払いが軽減される。

ガポール、デンマーク、オランダ、トルコの各国か

きなギャラリーを優先的に使用できるようだが、前

しかしベタニアン側は各国専用スタジオ貸しを優先

ら 37 人のアーティストを受け入れているが、多く
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オランダ

NDSM ワーフの挑戦
細淵太麻紀 /BankART1929

アムステルダム中央駅北側からフェリーで 10 数分

度のアーティストたちは、この場所を開発会社に売

のところに、巨大な元造船所跡地がある。そこが

りに出すのではなく、自分たち自身に貸してくれと

NDSM ワーフだ。アートスペースというには、建

いう計画を出した。
ボトムアップで始まったことは、

物や敷地、そしてこのプロジェクトのスケールの

この NDSM の成功の重要なポイントであった。人が

大きさが尋常でなく、もうそこはひとつの村と化

いるということは、街の顔となる。自分たちでこれ

している。

から先の開発に必要な知識を蓄積するために、哲学
者や建築家を招聘して建設ワークショップを何度も

ルーツは、1980 年代、経済構造の変位からこの IJ

開いた。エンドユーザーであるアーティストたち自

湾周辺の港湾施設や工場、学校など、様々な空きビ

身が、ここがどうなっていくかを皆で考え、理解し、

ルを不法占拠していたアーティストたち。アムステ

実際につくってきた。

ルダムでは、マフィアや犯罪者の温床となることを

市はそのころ、ブリーディング・スペース・ファン

避けるため、空きビルが 1 年以上使用されていない

ドというものを立ち上げていた。それはアーティス

ということが証明できれば、スクワッティングとい

トたちが制作の拠点を確保するためのもので、たと

う形で部外者が占拠できるという規定があった。も

えばアーティストたちは土地や建物を 1 ユーロで購

いる。彼等はスクワットの頃からの経験で、個々の

ちろんこの規定は日本では考えられないこと。
だが、

入し、その後の建物のメンテナンスやファシリティ

アーティストにはお金が無くても、アーティスト同

土地や建物を空けておかずに使用することで周囲の

の整備にこのファンドで得たお金を充て、ランニン

士が協力しあい、お互いに仕事を与えあったり、プ

街に対しても良い影響を与えるという考え方は、も

グは自分たちでまかなっていく、というようなケー

ロジェクトを共同で立ち上げたりしていくことで、

はや共有されている考えだと思う。
そして実際にも、

スがいくつかある。

どうにか経済は成立していく、ということを知って

彼等はアーティスト同士、また彼等と地域の人たち

結果、NDSM も土地建物を借り受け、そのファンド

いた。実際 90% のアーティストが失業していた 10

とも独自のネットワークやコミュニティを形成しつ

から 1000 万ユーロの助成を受けて、建物の最低限

年後、職のないアーティストはたった 1 人だった、

つあった。しかし、90 年代にアムステルダムの景

の修繕や基盤整備にあてていった。ファンドだけで

といっている。この経済効果についても、彼等は市

気が好転すると、市は本格的にこういった場所を再

は不充分であるため、彼等は仲間を募集し、家賃収

への説明材料として大きく利用している。

開発することを進めた。高級住宅や大きな会社が建

入をつくった。そして 200 名のアーティストたちが

居場所ができた、というところでとどまっていない

ち並ぶ中、そこにはお金を投下してきちんとしたミ

修復・改修に 500 万ユーロをつぎこみ、自分たちで

ところがすごいところで、この後はクリーンエネル

ュージアムができたりもしたけれど、実験的なこと

ビルトアップしていった。自分たち自身でつくった

ギーの開発に取りかかる。残されたタワークレーン

をする場はどんどんなくなっていった。そして 17

ことが皆をひとつにした。

に風車をつけて風力発電をし、この敷地内のエネル

のアートビルから 700 人ほどのアーティストたちが

建物のなかには、コンテナやプレハブで街ができて

ギーをまかなうだけでなく、その余剰エネルギーを

退去させられ、アムステルダムを離れ、ロッテルダ

いて、それぞれがアーティストのアトリエやアート

売って資金源にする試みも、工科大学とともに進め

ムや他の国に拠点を移してしまうアーティストたち

系オーガナイゼーションのオフィスになっている。

ている。また、まだ有効活用している場所は 50%

もたくさんいた。この NDSM ワーフの創始者である

入居者に場所が与えられるときは、鉄骨の骨組みの

ということで、残りの場所を整備してさらにアーテ

エヴァ・デ・クラークさんらは、駅や空港に「アム

みの状態で、壁、床から自分たちでつくってもらう。

ィストを増やし、収入を増やすことも考えている。

ステルダムはもうきれいになりすぎて退屈になって

2 階の共用廊下、グレーチングの下には電気、水、

エヴァさん達は、この開発により行政からも大きな

しまったので、来ないでください。
」というメッセ

ガス、インターネット回線など、様々なインフラが

賞を授与されたり、世界中を講演で飛び回ったりし

ージを掲出し、それらの政策を批判するキャンペー

走っており、各戸はここから自分たちの必要なイン

ているが、逆に持ち主からこの土地の返還を求めら

ンをおこなった。
そのことがメディアにも注目され、

フラを取り込めるようになっている。そういうわけ

れたりもしている。現在はこの土地建物を買い取る

実際に市と掛け合う席を設けることができた。

で、収入の少ない実験的で優秀なアーティストであ

ことを彼らは考えている。

様々な建物から追い出されたアーティストたちが次

ると同時に、自分たちで建物を造ることができると

昔からオランダでは、
「地球は神がつくったが、オ

第にこの NDSM に集まった。当初集まった 40 名程

いうことも、ここに入居できる重要な条件になって

ランダはオランダ人がつくった」という言葉がある。
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それは干拓をして国土を拡大してきた大昔の話とい
う訳ではなく、大きな開発や、建築がさかんな理由
の裏付けであることがわかった。そしてそれ以上に、
自分の手で自分たちの「生活」をつくってきている
アーティストたちのしたたかさとたくましさが、妙
に力強く感じ、勇気を与えられた。
行政側もアーティストが自立するのには 5 〜 7 年程
度の期間が必要であるという調査をまとめ、ある程
度の期間アーティストをサポートすることは、福祉
政策同様、必要不可欠で、またそれは経済効果を産
むものであるという見解をはっきり示している。
しかし、お金の問題ではなく、彼らに与えられてい
るこれらの豊かな空間の経験はアーティストにとっ
て何ものにも代えがたいものであり、非常に価値の
あることだと感じた。彼等自身が「不可能なことは
ない」という信念を持っており、それを実現してい
ること、そしてそのことが社会や周辺地域に与える
影響は新しい創造都市を形成しているように思え
た。
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off nibroll と「アートイニシアティブ」
矢 内 原 美 邦 /off nibroll

「アートイニシアティブ」という言葉をよく耳にす

これまでわたしたちはメルボルン、北京、台北で活

るようになったのはいつ頃のことでしょうか ? わた

動する、わたしたちと同じような考えをもった作家

しが「off nibroll」というユニットを映像作家の高

と作品をつくってきました。お互いの町に滞在し、

橋啓祐と共に立ち上げたのは 2005 年のことでした。

そこに住む人たちとの交流も交えて作品をつくり、

それまでわたしは様々なジャンルで活躍するアーテ

発表する。バンクアートのようなスペースが世界に

ィストとともに「Nibroll」というカンパニーで主宰

もいたるところにあるのです。これからもそうした

として活動してきました。もちろん Nibroll はその

スペースでの作品づくりを国内外の作家と、あちこ

ような特殊な形態だからこそ生み出すことのできる

ちの町で展開していきたいと思っています。

作品をこれまで作ってきたと思うし、これからも作
っていきたいと思っていますが、なにぶん、大所帯

活動をはじめた当初はなにも考えていませんでし

になるために、なにかやろうとするためには、それ

たが、off nibroll は「アートイニシアティブ」の実

なりのお金と労力が必要になってしまいます。正

行に関わっていくためのひとつの形態ではないか

直、それは主宰として作品づくりとは関係のないと

と思います。もちろん off nibroll でやっていること

ころにある悩みの種のひとつでした。そんな悩みか

は、まだまだ小さなことで、これをもっと大きな規

ら解放されるために、実験的に立ち上げたのが「off

模で展開していくためには解決していかないといけ

nibroll」です。

ない問題がたくさんありますが、そんな小さなこと
の積み重ねがなにかを変えていく発端になればと思

これは表現としての身体の可能性を Nibroll とは違

っています。たまたま最初の作品につけたタイトル

ったアプローチで追求するというコンセプトで始め

「public ＝ un ＋ public」、つまりパブリックなものと、

たものですが、同時に簡単にいってしまえば、も

そうでないものの間にある境界線について考えるこ

っとフットワークよく動ける場が欲しかったという

と、これも「アートイニシアティブ」を考える上で

ことです。作品を発表する場所もこれまでの劇場

大切なことではないかと思い、この作品はシリーズ

や美術館といったスペースだけではなく、ギャラリ

化してこれからも展開していこうと思っています。

ーやもっと小さなスペース、屋内外を問わず、off

いま、わたしが抱えているごく小さな個人的な問題

nibroll は町にあるそんなちょっとした隙間に、どこ

を共に考え、表現することによって、様々な国と日

へでも作品を展開していきます。

本との交流をアートいう関係をもとに深め、1 人で

2005 年 に は じ め て 作 品 を 発 表 し た の が

も多くの人が世界で、そして自分のなかで、おこっ

「BankART1929」です。バンクアートについては、

ていることについて考えられる作品に自分自身が考

わたしが多くを語る必要はもうないと思いますが、

える、次に踏み出す場所というのが「アートイニシ

町とともにあるこうしたスペースに強く共感をおぼ

アティブ」になる場所といえるのではないでしょう

えました。町とともにあり、そこにいる人たちを巻

か。

オーストラリアチャンキームーブスタジオ

き込んでいく。規模は違えども、off nibroll もそん
なふうに活動ができないか、そしてそれを世界のあ
ちこちで展開できないか、そんな考えからわたした
ちが活動の拠点としている横浜以外の町の作家とも
共同しての作品づくりがはじまりました。
NYクィーンズミュジアム
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アパ ルトヘイト 否 ! 行脚
北 川フラム /「アパ ルトヘイト否 ! 国 際 美 術展」 実 行 委員会 事 務 局長（1989 年当時 )

「アパルトヘイト否 ! 国際美術展」は 8 月 25 日現在、127

ながらも、出品作はそれぞれ自立している。アバカノィ

カ所、235 日間、21 万人の有料入場者を集めつつ、1 都

チのミイラ、マックス・ビルの色面構成、タピエスのス

2 府 32 県を迷走（疾走）し、今日は所沢の小手指公民館

ピード、ラウシェンバーグのコラージュ、オルデンバー

に展示中で、
「ゆりあ・ペむペる号」の赤い風船は西友

グのティーバッグ、ソル・ルウイットのコンセプチュア

の駐車場に上がっている。昨年 6 月 19 日の沖縄市でのオ

ル… それらは作家の今までの仕事の延長であり、反ア

ープニング以来、さまざまな問題をはらみながらも、
街々

パルトヘイトというテーマに拘束されていない。あたか

に興奮と爽やかな風を起しつつの長い漂流であった。こ

も戦後美術のアンソロジーを見るかのようであった。

れからあと半年、旅は続く。

それは古い日の故郷にまつわる風を呼びおこしてくれた。
私の故郷は新潟県の高田市である。すべて今改めて思

オフィシャルな経緯と個人的な道筋

えば、という形でしか蘇ってはこないが、5 〜 6 歳の

1981 年、反アパルトヘイト世界美術家協会が、スペイ

頃、今から 40 年近くも前の戦後である。母親に連れられ、

ンの画家アントニオ・サウラを会長として創立され、国

市役所の 2 階に夜、映画を観に行くことがあった。私

を超えた美術家、知識人に対して、アパルトヘイトに反

は、と言えばほとんど寝ていたのだったが、いくつかの

対し、その廃絶のために、作品の出展とカタログ文章の

断片をつなぎあわせれば、それはロートレックであった

執筆を通して貢献するよう呼びかけられた。

り、
ユトリロであった。その頃、
父はわずかな同好の土と、

1983 年、この呼びかけに応えた 85 人の作家の作品 171

フランス映画協会なるものをつくって、そういう文化映

点が集まり、パリの国立グラフィカル美術館で「アパル

画会をやっていたのだった。それは、日々の貸本屋とい

トヘイトに反対する芸術展」が開かれた。以後、イギリ

う仕事とも違い、政治運動とも違った空気を私に感じさ

ス、オランダ、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、

せていた。忙しいなか、
お金もかかったろうし、
母は「お

スペイン、ギリシャ、西ドイツ、ハイチ、フランス海外

父さんはまた。
。
。
。
」とブツブツ言いながらも楽しかった

県のマルチニッタ、グァドループ、アメリカ合州国をま

ようだった。そこに流れていた空気こそ、20 歳を過ぎて、

わった。この作品たちは、自由で民主的な選挙で選ばれ

私にとっての美術への回路であったし、故郷や文化を考

た南アフリカ政府ができた時、かの地に建てられるだろ
う「反アパルトヘイト記念美術館」に寄贈される。それ
まで世界中でアパルトヘイトを告発しつつ漂流するので

える際の初発の地点であった。
「この展覧会なら町でできるかもしれない」それが出発
であった。

ある。ここにはピカソの「ゲルニカ」の働きが意識され

ここに集めた添 付 資 料は、内容 的には 本 論の 基底を成す重要な
論 文であり、決して参 考という類のものではありません。新たな
執 筆はお願いできませんでしたが、既存の論文の転載というかた
ちでご紹介させていただきます。

ている。

個人的気持ちからの幻想の美術展へのいくつかの工夫

これらの作家からの展覧会開催の呼びかけは、当然にも

そこは楽天的だったとしか今は思えない。しかし私は本

南アフリカ共和国最大の貿易相手国日本にも届いていた。

当に信じていたのだった。一人にとって現実的に起った

彼らはさまざまなルートを通して、呼びかけをしていた、

ことは、どこか普遍性があるだろうと。一つの町に一人

ということを最近私は知った。しかし、結局この展覧会

の意志があるとしたら、そこには 10 人の助っ人ぐらい

を開催するに至る道筋となったのは、フランスでこのカ

はいるだろう。それでできる展覧会のシステムをつくれ

タログを手に入れた女学生の熱意であった。

ればよい。

ある日、私はたまたま私の所属する出版社に行った。そ

1 まず、輸送、開梱、梱包、そのための倉庫を考える。

こでその未知の女学生は、カタログの英仏語版を編集者

一日一ヶ所ででもできるようにするには、専用の移動美

に見せていた。いろいろあたったが展覧会開催の可能性

術館倉庫を造らねばならない。普通から言うと、輸送

はなかった、せめてカタログの日本語版をつくってもら

に 12m トラック 4 台、運転手 8 名、町から町で 150 万円、

えないか、というのである。

しかも会場の他に倉庫がいるし、一日の展覧会のために、

カタログを見てみて胸が騒いだ。一流の画であり、それ

搬入出で前後 2 日ずついる。

ぞれが力作である。政治的な目的をもった展覧会であり

2 私は反アパルトヘイト美術家協会に通う。まず私たち
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に与えられる期間をできるだけ増やすことであり、次に

それが今までの展覧会の現実だ。この展覧会では東京こ

お二人が中心になって塩山・竜王・甲府展を仕立ててく

た。しかし、ここに書き尽すことのできない無量の人

素人が実行し、さまざまな（これだけの作品は、国立・

そがしんがりをつとめるべきではないか。こうして 5 月

れた。ほとんど数人で 4 日の連チャンである。搬入、受

びとに助けられて「現代美術 500 日問の冒険」は 3 分の

公立の美術館でなければ普通展示できない）会場で展覧

25 日の記者発表後、準備 1 カ月弱の沖縄市展が 6 日 19

付け、搬出、そしてパネルがまたすごいのであった。最

2 を越えた。もし美術というものが少数者の予感であり、

会をすることの許可をもらうことだった。6 回の往還で

日オープンした。

終日の甲府、そのお二人は風邪でマスクをして、声も出

おのれの日常のなかの小量の情であるとすれば、それこ

ない。お元気になられただろうか。

そが「人と人を隔てる心」と良寛が呼んで嫌悪したもの

あった。2 年間の OK が出た。
4

4

3 作品の修復、額の製作、移動倉庫の設計・製作で半年

つてを頼って行商が始まる

晩秋の佐渡。1 市 13 町村、人口 8 万の島である。若い陶

を、つき動かし、変えていくものとつながるものかとも

かかるとして私たちに与えられた期間は約 500 日、移動

私の一年はと言えば、人から人へと縁（つて）を辿って

芸家夫婦の熱意は全島の就学児童の見学を可能にした。

思う。そういうことを行商のなかで学んだ。

などを含めると目標は 350 日の開催である。トラック

の行商であった。トラックの 20 分の 1 の模型と、カタ

4 ヶ所 5 日間延べ 300 人の労働者の助力を得て毎日徹夜

関係 7000 万円、修複・保険・キャランティー 6000 万

ログ、印刷類を両手に、アパ否展の売り込みである。当

の移動、搬出入であった。

円、事務局費用 3000 万円、現場移動費等 500 万円。合

初いくつかの組織とデパートから系列でやりたいという

その作業こそこの企画の結晶と呼べはしまいか…

計 2 億 1000 万円である。これを開催目標日数でわると 1

申し込みがあった。しかしアパ否展の趣旨は地域の自主

それは私が見たどの展覧会の光景でもあり、背景でもあ

日 60 万円。これだと何とかいろいろな町でやれるので

性である。だから全国規模のスポンサーは断ろう。

った。こう書いていって、私が行商でお会いした人たち、

はないか。

それに南ア進出企業が全面的にかかわるのはどうか。私

会場で手伝っていた人たちの記憶が呼びおこされてくる。

4 さて移動倉庫車である。まず単純に搬出入ができるこ

は、
できるだけ細い道を、個人的な縁を頼りたいと思った。

渡り鳥のような生活なもので、その感謝や、たいへん

と。移動中も含めて安全で空調が完全なこと。そして何

各地の個人の発信が交錯し、こうしてできたのが現在ま

だったであろうご苦労に手をあわせることもなかったが、

よりも全作品が格納できることである。その上、この展

で決定している 160 カ所であった。それは僥倖というし

その人たちをつき動かしているものは何か、考えてしま

覧会の目的が主として子どもたちに向けてのものであり、

かない地下の、あるいは幻想のネットワークであった。

うばかりであった。

美しいものを考えなくてはならない。

たまにしか行けない本番について

ゆりあ・ぺむぺる号の由来

5 こうして私たちの展覧会の方向が決っていった。整理

こんなふうに動いているものだから、なかなか展覧会当

きっとそれは、その生活の場を掘り下げていった末に覗

すればその趣旨は以下のようになる。

日に立ち会えることはない。そのわずかの機会の作品と

くことができる世界への開口部のようなものではなかっ

1）できるだけ多くの場所で開催する。

人との出会いを語りたい。

たか。故郷の濃密あるにおい、そこに湧きあがる祭への

2）多くの人に、特にチビもたちに見せるチャンスを拡

釧路展。その前日に訪れた阿寒湖畔にあるアイヌの村で

契機。これこそ私たちがあると信じた、地下水脈のよう

は、展覧会のポスターか針金の結び目も丁寧に、ベニヤ

な人間の情動だったかも知れない。ここにおいて、はじ

の上にビニールにくるまれて掲げてあった。果して翌日

めてアパルトヘイトという、地球の反対側につながるこ

の展覧会では、アイヌ村の人々が多数来てくれた。感動

とが可能なのかも知れない。
「ゆりあ」
・
「へむへる」と

して絵の前に立ちつくす人、私のところまでわざわざお

は宮沢賢治が、イギリス海岸が干上がった時に農学校の

よい。

礼を言いに来てくれる人…。私たちの望んでいたことが

生徒たちと見つけた中世代白亜紀の化石につけた名であ

この趣旨で展覧会を行う地域が 150 カ所ぐらいはあるだ

生まれていたのである。

った。賢治は彼らを「遠い友達」と言う。花巻の地にあ

住宅建築 1989 年 10 月号より

全体がシンボリックでなければならない。ハイテックで

げる。
3）地域の自主性のなかで、展覧会を組み立てる工夫を
する。
4）その各地が相互補完的であり、経験が連鎖できれば

ろう。それを信じて、幻のシステムの機能をもった事務

って垂鉛を下ろしつづけた彼がその意識の開口部から見

局をつくるだけだというふうに企画は山発した。経済的

旭川では、会場の前に「ゆりあ・ぺむぺる」号をとめた

たものがイーハトーヴであった。当初私たちも賢治にな

なことで言えば、うまくいった所や大都市が、苦戦した

のだが、なかなか市の許可がおりなかった。しかし、地

らって地域からアパルトヘイトを垣間見ようとしたのだ

ところを補完するということだ。

元の人びとの運動のお陰で、車を美術作品とみなす、と

った。そしてその爽やかさへの願望を車の愛称にしよう

いうことで認められた。その車から会場までは、きれい

とした。

本番は沖縄から出発しなくてはいけない

な石が並べられ、通路を飾っていた。それは子供たちが

さていよいよ本番だ。私たちはまず沖縄、そして北海

河原から拾ってきた石にそれぞれ思い思いの絵を描いた

りあるいた。

道、それから日本海側を下りて、2 年目は九州から東上

ものだ。そしてトレーラーのまわりでは、夜中まで歌や

そこで、いかほどの一宿一飯の恩と、爽やかな風に消え

し、大都市はできる限り年末にやろうという方針をたて

踊りが続けられた。

る恋をしたのだろうか。一カ所終るたびに、
「ぺむぺる

た。これは心情の問題もあるが、経済的なこともある。

山梨の話なら胸かつまる。ここは一年後の予定であった

号」の脇腹に地名が貼られていく。沖縄の初口「これで

大都市から始まればだんだん苦戦なところになるだろう。

が、こちらの都合で繰り上げてもらった。50 歳ほどの

やっと 500 分の 1 だなあ」という声が誰からとなく洩れ
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向 島 のまちづくり
曽我 高 明 / 現 代 美 術 製 作 所 ディレクター・向島 学 会（2002 年）

向島博覧会 2000 長屋活用

向島博覧会 2000 則武工場での中里和人の展示

はじめに

運動の継続性や発展が大きく望めない状態になっていた。

ワークショップ開催の成果は、即座に向島地域のまちづ

同じ 2000 年秋には町会や組織など旧来の壁を越え、向

この秋も向島では様々なアートイベントが開催され

他方で、まちづくりに協力してきた都市計画や建築の専

くりの活性化につながるものではなかったかも知れない

島地域が全体で取り組んだ初めてのイベント「向島博覧

る。昨年の秋に開催された「アートロジィ 向島博覧会

門家たちの側でも、従来のいわゆるハコモノ中心的なま

が、チューターとして参加した多くの建築家や専門家た

会 2000」が開催され、まちづくりのシンポジウムや子

2001」は、向島に住み始めたアーティストと地元の有

ちづくりの限界を感じ、それとは異なるオルタナティブ

ちの目を向島に引きつけることに成功した。

供向けワークショップなども含め、10日間で50もの様々

志が協力して開かれた展覧会だった。今年は博覧会とい

な方法を模索する必要性を感じ始めていた。

うひとまとまりな形式ではなく、それぞれの企画はも

こうして徐々にまちづくりというコンセプトの重心が、

向島ネットワーク

を確保、アート・ギャラリー、SOHO、コミュニティ・

ともと別個に立てられたものだが、10 月から 11 月にか

ハード的なものからソフト的なものに移りつつあった時、

ハードからソフトへ、そしてネガティブからポジティブ

キッチン、インターネット茶屋、地元工場のアウトレッ

けてざっと数えただけでも 10 くらいの企画があるので、

ちょうどアートの持つ可能性がこうした人々の視界に入

なものへというこうした視点の変化が決定的になったの

トショップとして活用し、他に空き地を使ったアートの

広域イベントマップを作成して、地域の中で互いにリン

ってくることになった。しかしそれは何段階かのプロセ

は 2000 年 5 月のことだ。この年の春に行われた「向島

展示も行われた。さらに一寺言問地区では、長年倉庫と

クを張ろうという話が自然と持ち上がっている。だから、

スを経た結果であり、一足飛びにそうなったのではなか

ネットワーク」は、
「国際デザインワークショップ」で

して使われていた則武撚糸工場を会場に、写真家の中里

気分はほぼ「博覧会」である。

った。

も重要な役割を果たしたドイツ人建築家のティトス・ス

和人が再び写真展を開催。かつて実際に使われていた撚

プリーが、地元有志の協力を得ながらほぼ独力で立ち上

糸の機械に写真を展示するなど、場所の意味を繊細に読

墨田区の向島で現代美術製作所の活動をスタートさせて

なイベントが開催された。博覧会に際して 5 軒の空き家

から、この秋で丸 5 年を迎えることになった。5 年前に

ネガからポジへ

げたアートイベントであり、向島地域に散在する空き家、

み込んだ展示が大きな効果を上げていた。
一方ティトス・

はアートというものが全くと言って良いほど存在しなか

ここからは、ぼく自身がリアルタイムで見てきた向島の

空き地、路地や商店街などを利用して、アーティストや

スプリーは、畳 1 枚分のサイズの移動式オフィス「モバ

った場所だっただけに、こうして年々地域におけるアー

話になる。1998 年の夏、向島の有志と建築家や都市計

建築家が様々な試みを行った。

イル・マイクロ・オフィス」を制作、遊牧民のようにこ

ト活動が盛んになってゆくのを見ているのはとても嬉し

画家らの協力で開催された「向島国際デザインワークシ

この企画において、向島のまちづくりに初めてアートの

のユーモラスなオフィスを日々移動させながら、向島の

い。

ョップ」では、日本だけでなく、ドイツ、アメリカ、ト

コンセプトが入ってきた。地蔵通りの空き地には、小林

まちに五感でコンタクトしてゆくユニークなプロジェク

ところで、さしてアートにとって好適なスペースがある

ルコ、韓国などから建築・デザイン・社会学などを学ぶ

豊がもとからあった花壇を作り直してハーブの葉を植え、

トで博覧会に参加した。

わけでもなく、都心からのアクセスにもそれほど恵まれ

学生 140 名ほどが集まり、向島地域をケーススタディー

地域の人々にハーブティーを供することで井戸端会議の

博覧会実行委員会は「空き家情報銀行」をウェブ上に設

ないでいたこの場所で、どうしてこれほどアートが盛り

として、2 週間におよぶワークショップを展開した。

復活を試みたり、京島では江口良一が誰も入れないまち

け、空き家の借り手と貸し手の出会いの機会を提供した

上がっているのか、不思議に感じる向きも多いことと思

思えば、クライン・ダイサム・アルキテクツ、みかんぐみ、

づくり用地のフェンスの中に児童用の遊具を設置、そう

が、こうした試みも功を奏し、博覧会の際に使用された

われる。そこで今回はこの場を借りて、向島のまちづく

N・フィンレイ、千葉学など多数の建築・デザイナーが

した遊休地の存在の意味を批評的に問いかける作品を制

空き家には実際に翌年から若いアーティストや学生たち

りとアートの関わりについて、自分なりの視点で一度整

チューターとして参加したこのワークショップは、まさ

作した。そして、同じく京島の長屋では中里和人が写真

が住み始め、その後も新たな住人がさらに仲間を呼ぶと

理してみることにしたい。

にハードからソフトに向かうまちづくりのパラダイム転

展を開催。何気なくその展覧会に立ち寄った観客の一人

いう形で、次々に新住民の数も増えていくことになる。

換を強く打ち出すものであった。通俗的な下町イメージ

である渡辺慎二は、古い建物の魅力を十二分に引き出し

さらにこの「向島博覧会」以外にも、夏にはインデペン

向島のまちづくり

というフィルターをかけたり、ノスタルジックで感傷的

た中里の巧みなインスタレーションに触発され、ついに

デント・キュレーターのロジャー・マクドナルドの企画

向島のアート活動は、それに先行するまちづくり運動と

なまなざしの誘惑に陥いることなく、現に目の前に広が

会期の終了後にはその家に引っ越して向島の住人となっ

による、堤通りの幼稚園を会場に選んで話題を集めた現

いうベースの上に花開いたもので、まったく何もなか

るまちを見据え、そこからどのようなポテンシャルを発

てしまった。

代アート展「キンダーガーデン」
、冬には慶応大学三宅

ったところに忽然と姿を現したわけではない。向島には

見できるかが参加者に課せられたテーマであった。

こうして、まちにとっていずれも従来ではネガティブに

研究室の主催による、再び京島の空き家や空き地を用い

いわゆる路地が縦横に走り、古い木造家屋がとても多い。

かつての都市計画的な視点では、木造家屋の密集地域や、

しか考えられていなかった空き家や遊休地が、展示のた

た北欧のアーティストたちによる小規模なグループショ

住民の高齢化も進み、防災や防犯面での不安も大きい。

迷路のように入り組んだ路地は、将来的に一掃されるか

めのスペースとして読み替えられることによって、にわ

ーなどが同じ年に開催されている。

そのため、雨水を再利用して防火用水にするための路地

大規模に改変されるべき場所として、いわば厄介者とし

かにポジティブな魅力を発揮し始めた。そしてまちにア

尊の導入を行ったり、地域再生のためのコミュニティー

てネガティブに扱われる存在である。しかしこのワー

ートが入り込むことによって、周囲のまちそのものまで

アートロジィとその反響

ハウスの建設や、近い将来の開発を見据えたまちづくり

クショップでは、向島地域の特色であるそうしたまちの

が新たな姿で見えるようになっていく。このとき、アー

さて、向島に新たに越してきたアーティストたちが地元

事業用地の確保など、80 年代から主として住民が主体

構造が、かえって住み手への優しさに溢れ、コミュニテ

トの持つ可能性が地域の中で初めて自覚されたのだった。

有志などの協力を得て、2001 年の秋に手弁当で開催し

となって様々な取り組みが行われていた。

ィーの発展の豊かな可能性を秘めているという視点から、

ただ、こうした防災や防犯という観点からのまちづくり

肯定的に見直す試みが多く見られた。生涯学習センター

多様なアートプロジェクト

地域に点在する 16 カ所の会場で同時多発に開かれたこ

の運動は、バブル景気が崩壊した後の長引く不況や、ま

で行われたワークショップの中間発表では、従来型の都

ティトスの「向島ネットワーク」がブレイクスルーとな

の展覧会の特徴は、なんと言っても主な展示会場にアー

ちづくりを支える住民の高齢化などが原因で、90 年代

市計画のコンセプトに基づくアイデアが他の参加者から

り、それに引き続き、空き地や空き家など、地域の遊休

ティストたちの自宅をそのまま用いたことにあった。

の後半にさしかかる頃にはしだいに当初のパワーを失い、

厳しく問いただされていた様子が印象に残っている。

インフラを使用するイベントが続くことになる。

とりわけ古橋邸、小山田邸、渡辺邸は戦前に建てられた
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アートロジィ・向島博覧会 2001

アートロジィ・向島博覧会 2001

向島博覧会 2000

リフォームされた長屋（古橋邸 )でのイベント

京島地域での OK・TOKYO による野外インスタレーション

モバイル・マイクロ・オフィス（ティトス・スプリー )

木造家屋であるが、ミチハタヨシタカによって大胆にリ

そうして深化し、多様化してきた個々人のネットワーク

されるというものではないのだ。

ニューアルされた内装は大変好評であった。則武撚糸工

をより目に見える形にするものとして、今年の春、向

とはいえ、まちづくりの考え方そのものがソフト重視へ

場では、森脇環帆がもとから工場にある様々な素材を使

島博覧会の実行委員会を母体として、その発展形である

と転換する流れの中で、今後もアートとまちづくりがダ

用したインスタレーションを発表、場所とのコラボレー

「向島学会」（http：//www.mukojima.org/）が設立され

イナミックに協動する場面が増えていくことだろう。と

ションという意味で前年の中里の試みをさらに一歩押し

た。これは向島に関する様々な建築や社会学の研究のア

りわけ「アートロジィ」にたいする一般の反響の大きさは、

進める展示を行った。八広では北川貴好きが、半ばうち

ーカイブを作成、ネット上で広く公開するとともに、向

向島における、まちづくりに長年携わってきた住民や専

捨てられた状態の空き家を再生する、現在進行形のプロ

島のまちづくりにたいする情報交換や提言を行うための

門家にとっても、少なからず衝撃であったようだ。確か

ジェクトを公開した。

緩やかな組織であり運動体である。メンバーには地元有

にこれを契機に、まちの人々の間にアートの存在が、条

「アートロジィ」の、展覧会であるとともに「お宅訪問」

志だけでなく、外部の建築家やアート関係者なども参加

件付きではあるとは言え広く認識を得るにいたったこと

でもあるというユニークな形式は、下町の路地を巡り歩

し、会員以外の人間も参加できるレクチャーやシンポジ

は間違いない。そしてテンポラリーな展覧会の時だけで

いて会場にたどり着く、その宝探しのようなまち歩きの

ウムを随時開催するなど、地域の外に開かれた活動を標

はなく、常時このまちに顔の見える存在としてアーティ

楽しさと相まって、新たな形でのまちの再生という視点

榜するところにその特色がある。

ストたちが住み始めたことも、地域がアートを自然に受

からも数多くメディアに取り上げられ、週末を中心に 9

け入れる上では大切なポイントだろう。また様々な人間

日間で約 7000 人の観客を動員するまでにいたった。も

まちづくりとアートのダイナミクス

的つながりで、海外からのアーティストが常時 1 人か 2 人、

ちろんその半数以上は地域の住民であったが、向島の外

以上ざっと振り返って見たように、向島のアートプロジ

向島にレジデンスしていることも付け加えておこう。

部からの訪問者も多かったことは注目に値する。

ェクトは、まちづくりとの連携の中で開花してきた。そ

表現の場としてよりも、まずは暮らしの場としてアーテ

また、美術ジャーナリストでインデペンデント・キュレ

してその関係は決して一方的なものではなく、相互に複

ィストとまちとの関わりが存在し、そこで育まれた個々

ーターの嘉藤笑子は私的なアーティスト・インレジデン

雑に絡まり合い、刺激しあっている。こうした特色は、

人のゆるやかなネットワークから、自然発生的にまちの

スの試みとして、京島のティトス邸に北欧の 3 人組アー

幾分は他の地域のアートプロジェクトにも見受けられる

中で展覧会なりイベントなりが生まれ、それがまた、ま

トユニット・OK TOKYO を長期滞在させ、周囲の住民と

ものだと思うが、そうした活動を支える個々人のネット

ちに何らかの刺激や活力となって還元される。将来のこ

の交流を計るとともに、新進のアーティスト・秋山さや

ワークの広がりと重層性はあまり類を見ないものと言え

とは断言できないが、今現在の話として、向島ではそう

かを地蔵通りの空き家に招き、地域性を加味した作品を

るだろう。

した前向きな循環が少しずつ形を取り始めているのは確

制作・展示させるなど、外部の人間を惹きつける話題性

もちろん、ここで紹介した内容で、そうした重層性のす

かだと思う。

や発信力のあるアーティストを参加させることで、博覧

べてが語り尽くせたとはまったく考えてはいない。割愛

会の成功に大きく貢献した。

させていただいた人名やイベント、トピックスが数多く
あるし、また当事者の数だけ別個のストーリーが書ける

フィールドワーク効果

はずである。当然向島の中だけでそのストーリーが完結

他方でこうしたアート展と同じくらいに重要な意味を持

するものとも思わない。

つのは、向島を研究テーマとする建築大学の学生や社会

さらに、誤解のないように強調しておかねばならないが、

学の研究者たちが、調査のために頻繁にこの地域を訪れ

向島は別にアーティストのユートピアではない。アート

ているということだろう。とりわけ今年、2002 年の夏は、

がギャラリーや美術館など、既成のハコの外に出る際に

大阪外語大、慶応大、千葉大、東海大、東京理科大、早

は、それなりの責任やリスクを覚悟しなければならな

稲田大、同時に 6 つの大学が向島でそれぞれ独自なプロ

いのは言うまでもないことだろう。向島で曲がりなりに

ジェクトを行っている。

もアートが認知されているのは、地域の住民たちの理解

これら向島のフィールドワーカーたちは、地域住民の間

や熱意と同時に、住人とのコミュニケーションに関する、

にある見えない境界を越えて自由に向島を動き回る。そ

アーティストの側での試行錯誤を通じた学習の積み重ね

うした活動は結果として、ご近所づきあいや、旧来の町

や、住民の感情にたいするデリケートな配慮があるから

内会組織や団体などとは異質の、地域の自覚的な個々人

に他ならない。にもかかわらず、アートにたいする無理

による、単なる地縁を越えた新たなネットワークを紡ぎ

解や反感を全く消し去ることは難しい。そうした事情は、

出す重要な触媒として機能している。

必ずしも展示される作品のクオリティーが高ければ払拭
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本稿執筆にあたっては、向島学会提供資料「向島博覧会の開催と
その波及効果」
、
「アートロジィ 向島博覧会 2001」カタログの他、
2002 年 8 月 31 日に一寺言問集会所で行われた報告会における、早
稲田大学佐藤研究室向島研究チームによる「まちづくりキーマンイ
ンタビュー」を参考にさせていただきました。記してここに感謝の
意を表します。
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横 浜市の「 歴 史を 生 かしたまちづくり」と「 創 造 都 市」の 新展 開、

BankART1929
国 吉 直 行 / 横 浜 市 都 市 整 備 局上 席 調 査 役 / エグゼクティブアーバンデザイナー

横浜市の都市デザイン活動と歴史を生かしたまち
づくり

る。しかし、現在でも、横浜に思いを強くする多くの横

建造物は 37 施設である。

浜人（あるいは浜っ子）達は、西洋文明の窓口であった

②「歴史を生かしたまちづくり要綱」の制定

横浜の伝統を大切にしていた。
1970 年代から開始した関内地区の都市デザイン活動で

横浜市は、1971 年に、都市づくり行政の一環として、
「横

は、こういった横浜人達の思いも大切にした「横浜の伝

浜らしい個性ある都市空間の形成」を目指して都市デザ

統をいかした」都市デザインを街の特性づくりの基調と

①本格実施を前にした市の取り組み

たのは 1986 年に発表された日本火災横浜ビルの解体計

イン活動を開始した（都市デザインチームを設置）。当

することとした。

歴史的建造物の保存については、多くの都市が教育委員

画とこれに対する、馬車道など地域団体の反対活動であ

時の横浜市は、都心部再整備、港北ニュータウン整備、

そもそも、都市デザインとは、それぞれの都市の地形や

会所管の文化財行政として実施しており、横浜市でも、

った。横浜市は、日本火災ビル（現・日本興亜馬車道ビ

金沢地先埋め立て、高速道路整備、地下鉄建設、ベイブ

街並み、歴史、文化など、その都市固有の資産をいかし

三渓園の臨春閣（江戸期建設の和風建築）や旧横浜正金

ル）の保存活用を事業者に要望するとともに、歴史資産

リッジ建設からなる六大事業（公的プロジェクト）の推

た（都市空間の文脈を踏襲した）創造的活動である。

銀行（1904 年造・現神奈川県立歴史博物館）など国指

としての位置づけ（認定歴史的建造物）や、これによる

定重要文化財などがある。しかし、1970 年代の市の文

事業費助成を行える制度として「歴史を生かしたまちづ

進計画に着手するなどの時期であった。このうち、都心

みとしての「歴史を生かしたまちづくり要綱」の制定は
1988 年である。この要綱制定の直接のきっかけとなっ

部再整備の骨格的事業となったのが、都心臨海部の造船

③地区内の歩行者の回遊性の向上と街並みデザイン誘導

化財行政では、関東大震災（1923 年）以降の近代建築

くり要綱」を制定した。現在この要綱によると、非木造

所や鉄道ヤードを移転し、そのあとに未来型の業務型新

最初の都市デザインの取り組みは、関内地区の歩行者空

や西洋館は対象としていなかった。また、街並みデザイ

での外観保全に最大 6000 万円、耐震改修費に最大 2000

市街地を作るプロジェクトであり、この事業は後に「み

間のネットワークづくりであった。歩きやすい楽しい歩

ンの視点から外観の一部の保存活用でも評価したいと考

万円の助成金を出すことができる。また、その他、調査

なとみらい 21」事業となる。

道や建築敷地内広場づくりなどにより、関内地区の駅か

えても文化財行政では対応できない状況であった。この

費、維持管理費助成もある。歴史を生かしたまちづくり

このような都市の骨格整備を進めることとあわせ、横浜

ら港に面した山下公園へいたる 3 本の道「都心プロムナ

ため、横浜市では、近代建築や西洋館などを中心とした

要綱による保存活用事業の特徴は、登録・認定などの位

らしい個性ある都市空間の形成についても重視し、都市

ード」の整備、また、馬車道、元町などの商店街におけ

歴史資産の保全活用の取り組みを都市計画局所管の都市

置づけや、保存事業費の助成制度とともに、街並み景観

デザインという取り組みを全国都市に先駆けて開始した

るショッピングプロムナードづくりなどがその例であっ

デザイン行政「歴史を生かしたまちづくり」として開始

としての資産の評価を最重視しており、外壁の一部保存

のであった。特に、都心部においては、公的資金を導入

た。都市デザイン活動では、このような歩行者空間整備

した。なお、その後、文化財行政としての西洋館保存の

なども含めた柔軟な対応を行っている点である。

し、また住宅都市整備公団（現都市再生機構）に基盤整

にあわせ、建築物等・街並みデザインの誘導も行い、こ

取り組みも実施されるようになっている。

備の事業主体になってもらうなどの体制による「みなと

の地区らしい重厚な色調のデザイン誘導を図ってきた。

「歴史を生かしたまちづくり」であるが、1977 〜 79 年に、

みらい 21」のような未来的な超高層の街並みの形成を

山下公園通りでは、こういった街並みデザイン誘導の中

都市デザイン担当が事務局となり、日本都市計画学会に

要綱制定以来、横浜市としての取り組みはより積極的に

図る一方、
横浜発祥の地である関内地区（既存の市街地）

で、1922 年建造の近代建築・旧英国 7 番館の土地購入

委託し「港町横浜の都市形成史」を調査し、1981 年に

行えるようになった。

の再生は、その事業手法が明確でないため難しく、別の

者へ、建物の一部保存活用を要望し協力いただいている

出版物として編集発行し、都市形成の共通認識の下地づ

2006 年 10 月現在、この要綱による登録歴史的建造物は

（1979）。こういった歩行者ルートの設置により、戦災

くりを行った。また、1983,84 年には、日本建築学会に

174 件、うち認定歴史的建造物は 73 件となっている。

を経て生き延びた数少ない歴史建造物などに来街者の関

委託し、横浜市内の歴史的資産の基礎的調査を行い、約

日本火災ビルの保存活用事業を経て、1990 年代以降は、

心が向くようになる。

2000 件の歴史建造物のリストアップと保全整備構想を

民間、行政による多様な歴史的建造物の保存事業が展開

まとめている。

されている。特に住宅や教会など保存事業費負担が困難

意味で重要な課題であった。
②既存市街地の修復型都市空間形成―関内・山手地区の
都市デザイン行政
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民間施設の所有者による保存活用を推進するための仕組

歴史を生かしたまちづくりの実施

①都市空間の魅力を創る―都市デザイン行政

③歴史を生かしたまちづくりの実績

都市デザインチーム（現在の都市デザイン室）は、この

④夜景演出事業

1979 年には旧英国領事館（1931 造）を取得し、開港資

な施設の保存活用には助成金が有効であった。また、国、

関内地区の魅力形成・活力形成を大きな取り組み課題と

また、1986 年には、県や商工会議所、観光協会などと

料館として活用）
、1981 年には東横線大倉山駅近くの大

県なども積極的に理解を示していただいている。国の事

した。この地区は、1859 年に開港場として江戸幕府に

共同でヨコハマ夜景演出事業推進協議会を設立し、歴史

倉精神文化研究所（1932 造）を取得し大倉山記念館と

業としては、旧生糸検査所の保存（解体復元 1990）
、旧

よって政策的に新設された歴史を持つ。掘割で囲われた

的建造物を中心とした主要なランドマーク施設への夜景

して活用など、市としての保全活用事業も行っている。

横浜地方裁判所の保存（解体復元 2001）
、横浜税関の保

関内（関所の内側の意味）地区には、外国人居留地や日

演出（ライトアップ）を開始した。これが、様々なマス

なお、開港資料館（旧英国領事館）
、隣接する海岸教会

存（現状保存＋一部増築 2001）
、
横浜地方気象台保存（現

本人商業地などが設置され、西洋技術を取り入れた港湾

コミを通じて PR され、横浜の夜の風物として定着する

整備や道路や橋、ガス灯などの整備が進み、西洋館が立

ようになり、この事業を通じて歴史建造物ファンが増え

また、1982 年には、民間事業によって取り壊されるこ

としては、いずれも関東大震災以前の建築である旧モリ

ち並ぶなど西洋文明の日本への流入口としての特異な都

ることになり、また、建物所有者にとっても歴史的建造

とになった山手地区の A・レーモンド設計の「エリスマ

ソン商会（県指定文化財・保存事業 2001）や旧露亜銀

市景観を形成していった。このような街並みは、その後

物としての価値を認識していただくきっかけとなる。な

ン邸」を市として部材取得（1990 年に元町公園に復元）
、

行の保存事業（現在事業中）があり、市の事業としては、

山手外国人居住地においても形成されてゆく。残念なが

お、この事業では、民間施設への投光施設設置費や電気

1984 年には、元町公園スロープ工事の際に発掘された

開港記念会館のドームの復元（1989）
、旧横浜商工奨励

ら、こういった特異な横浜の都市景観は、関東大震災と

代などの一部を上記協議会が助成する仕組みとなってい

旧マクガワン邸の遺構の遺構広場としての整備（ブラフ

館及び NTT 旧市街電話局の保存活用（現状保存 2000）
、

第 2 次大戦の 2 回の罹災により 9 割以上消失するのであ

る。現在、夜景演出常設施設数は 51 施設、うち歴史的

80メモリアルテラス）
などの工夫も行われるようになった。

赤レンガ倉庫（1911,1913 年造国施設）の取得と保存活

資料編

（1933 造）を含む開港広場整備も行っている（1982）
。

状保存＋別棟増築：現在事業実施中）である。県の事業
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用（2002）
、馬車道の旧富士銀行の取得（2002）、その

あり、また、保存活用された歴史的建築物群を背景とし

BankART1929 は、横浜市が推進する歴史的建造物や倉

ほか山手地区における西洋館（山手 234 番館、山手 111

た日本大通り歩道部におけるオープンカフェ事業もその

庫等を文化芸術に活用し、都心部再生の起点にしていこ

番館、ベーリックホール）の取得や復元保存（ブラフ

ひとつである。

うというクリエイティブシティ（創造都市）プロジェク

はじめに BankART の特徴を主なキーワードを中心に紹

18 番館、山手公園管理事務所、外交官の家）などがある。

また、2009 年の開港 150 周年に向けて、横浜港発祥の

トのひとつ。市はクリエイティブシティ実現に向けて 4

介してみよう。

なお、関内地区・山手地区の西洋風歴史的建造物以外に、

地である最初の波止場「象の鼻」の復元を含む、
「象の

つのプロジェクト（ナショナルアートパーク構想・創造

名前の由来は、Bank ＋ ART。元銀行だった建物を文化

旧横溝家住宅の取得保存活用（1982）、複数の古民家か

鼻地区再整備事業」にも計画着手している。

界隈の形成・映像文化都市・横浜トリエンナーレ）を推

芸術活動にという造語。1929 年は第一銀行、富士銀行

らなる長屋門公園整備（1995）など郊外部の古民家の

進しているが、ふたつめの創造界隈の形成が私達に与え

がともに竣工された年であり、ニューヨーク近代美術館

保存活用なども行っている。

られた最も大きなミッションだ。創造界隈などというと

が設立された年でもある。また世界恐慌もこの年で、経

わかりにくいかもしれないが、別の言葉でいうと、都市

済が厳しいときこそアートを ! の願いを込めて名付けた。

④土木遺産の保存活用

における新しい町屋（コミュニティ）の創出といえるだ

公設であるため広く市民を受け入れることを積極的に行

1960 年代から整備検討の始まり、1980 年代に事業着手

ろう。

っている。一方、民営であることで先駆的な活動を強く

し、横浜の新しい顔的な地区に育っている「みなとみら

旧第一銀行を改修・再現した BankART 1929 Yokohama

推進することも可能。公設民営の新しいあり方を探って

い地区」中央地区、新港地区では、超高層の現代建築郡

と日本郵船の倉庫を改修した BankART Studio NYK の二

きている。運営を円滑に進めるにあたって推進委員会の

を配置するとともに、かつての造船所のドック施設や

棟が横浜市から無償貸与されている。両館で約 3,000

存在は大きい。有識人から構成される委員会（もともと

埠頭施設といった近代産業遺産、土木遺産の保存にも力

平米。水光熱、保険、警備、設備、清掃等の維持費と

は選考委員会）が 3 ヶ月に一度ペースで開催され、委員、

を注いできた。代表的なものとして、旧横浜船渠 1 号ド

して約 4,000 万、2 館の管理業務人件費として約 2,000

横浜市、BankART の三位の独立した立場での緊密な会

ック（市の日本丸メモリアルパークとして保存・1989）、

万、企画事業費として約 2,000 万が市から補助されてい

議が継続されている。

2 号ドック（民間のドックヤードガーデンとして保存・

る。これらとは別に BankART の自己収益が約 8,000 万あ

芸術のための芸術ではなく、街づくりのためのツールで

1993）
、旧臨港鉄道の護岸、トラス橋（汽車道プロムナ

り、その合算で運営されている。常勤スタッフが 10 人、

あること。ある行政マンからこの言葉をはじめて聞いた

ードとして保存活用・1997）がある。

アルバイトが同数程度。事務、企画系の区別はない。カ

ときは「???!」という感じだったが、ツールである限り

このほか、明治期のレンガ造地下下水道施設や他の地区

フェ & パブ、スクール等のベース事業を重要視しつつ、

よく切れるハサミでなければならない。横浜市はよく切

の橋やトンネル施設などの土木遺産が認定歴史的建造物

主催及びコーディネート事業で年間約 350 本（＋スク

れるハサミを提供してくれた。

となっている。なお、認定歴史的建造物 73 件のうち土

ール開催が 300 日）に及ぶ事業運営を行っている。行政

それは自由度というツールだ。スクール、パブ等の収益

木遺産は 18 件となっている。

視察は他都市でのレクチャーを含めると年間 200 を越え、

事業、収益の再投下、24 時間の建物使用、その他民間

海外からも増加している。2003 年末に市が運営者を公

レベルの自由度が与えられている。

⑤地区としての新展開、歴史的資産活用の新たな工夫へ

募し、2004 年 3 月にスタート、約 2 年の実験期間を経て、

運営者決定から開館までが 45 日というのが主な理由だ

こういった中で、馬車道周辺から新港地区、日本大通り

現在は本格的な事業へと移行し、2009 年度末まで市と

が、ハードもソフトも未完成のままスタートした。ほと

周辺、山手地区は歴史資産保存活用施設の集中地区とし

事業協定が結ばれている。移行にあたっては、推進委員

んど準備なしにパブやスクールを開始したことで、様々

て育ち、歴史資産見学だけで街中を回遊し楽しめるほど

会からの指針を受けて 3 年間の計画案を提出し、継続運

な人々や専門家が関わることで成長していくシステムと

になっている。こうした中で、
水際線のプロムナード
「開

営が承認された。骨子は次の 3 つ。1 創造界隈プロジェ

なった。哺乳類の中で人間の赤ちゃんが最も未熟な状態

港の道」や、日本大通りの豊かな歩道空間への改造事業

クトのパイオニア的存在としての自覚 2 他都市及び国際

で生まれるというのは周知のこと。同様に私達も様々な

といった歴史景観を楽しめる空間づくりや歴史資産の説

的なネットワークの構築 3 さらなる経済的な基盤の確立。

知恵や力を授かることができたと思っている。

明サイン整備も行なった。これらの整備は、2002 年の

5 年目に入った現在、この実験事業の特徴や社会になげ

ピッチャー型ではなくキャッチャー型。自らの企画も力

ワールドカップサッカー大会開催に合わせて終了してい

かけてきたこと、これから先のこと、そしてその先の未

強く打ち出すが、市民やアーティストなどのオファーを

る。

知なる 10 年のこと等を記していきたいと思う。

可能な限り受け入れ、コーディネートすることに最大の

1

BankART の特徴 〜キーワードから

また、2002 年に登場した中田市長は「民の力の存分に

力点を置いている。アーティスティックになりがちな企

発揮される都市」を目標として掲げたが、その具体的

画案も委員会などでアドバイスをもらうことで懐をつく

施策のひとつとして、こういった歴史的資産の民間の

ることができた。来るものは拒まず、可能な限り断らな

力による効果的な活用実験を開始した。後ほど述べる

い、入口は低く、出口は少し厳しくが基本方針。

BankART 事業などの文化芸術活用事業がそのひとつで

市民との協働。国際的なレベルでの芸術文化の発信と市

資料編
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民との協働プログラムの両立させるのは難しい面もある

BankART パブは毎日夜 11 時まで営業している。スタジ

が、これまで様々なプログラムを試みている。地域の人

オアーティストやスクール生のアフタートークに、また

たちからホールで使う椅子（ソファ）300 脚を集めた「椅

一般の人たちの開口部として事業全体の交差点的な重要

子プロジェクト」
。モダンガールモダンボーイの写真を

な役割を担っている。

次はいくつかのエピソードを中心に BankART の特徴を

集めることで高齢者や開港 5 都市（あるいはその姉妹都

BankART スクールの特徴は、小さいけれど学校であると

論じてみよう。

市）とのネットワークを築いていくプロジェクト「モボ・

いうこと。2 ヶ月で 8 コマ、20 人の少人数制で月〜土曜

モガを探せ ! プロジェクト」
。ホールに入るためのスロ

まで毎日開催している現代の寺子屋だ。これまでに 150

リレーする構造 〜レスポンス

ープを障害者とともに手作りでおこなったプロジェクト

講座、450 名の講師、2000 名以上が受講している。学

運 営 開 始 か ら わ ず か 4 ヶ 月、 信 じ ら れ な い 話 が と び

生同士、先生と学生との交流を大切にしており、最近は

こんできた。東京芸大大学院の映像学科がくるので

時間と空間の使い方も工夫している。歴史的建造物であ

自主的な発表も増えてきた。例えば福住簾氏による美術

BankART1929 馬車道（旧富士銀行）を明け渡してくれと。

り、暫定使用かつ様々なジャンルに対応しているため、

批評のゼミではアフタースクールの有志で批評紙を創刊

縦割り構造の弊害で庁内でも険悪なムードが漂っている

巨大な展示壁面や受付カウンター、照明、音響等、全て

（現在 3 号）。飯沢耕太郎氏の写真ゼミではグループ展を、

し、運営している側としても簡単に首を縦にふれるよう

移動式を採用。基本的に年中無休でオールナイトのイベ

梅若猶彦氏の能楽ゼミでは有料公演で 350 名の動員を記

な事柄でもない。とはいえ東京芸大がくることは横浜に

ントにも対応。雑誌撮影等、表現を伴わない事業は開館

録した。

とっては嬉しいことだし、私達の活動が誘致のきっかけ

時間前に終了させることで販路を開いてきた。コンビニ

アーティストインスタジオ。NYK には 20 〜 80 平米のス

の一部になったというのも聞いていたので、明け渡しそ

がそうであるように都心部の土地の高い場所をタイムシ

タジオが 9 つあり、基本的に 2 ヶ月単位でアーティスト

のものには反対する理由はなかった。そこで BankART

ェア・スペースシェアしながら高密度で活用することを

に廉価で提供、オープンスタジオ等を行いながら活発に

は 3 つの条件を市に提案した。1 歩いていける場所 2 同

ごく自然に行なってきている。

活動している。サテライトとして設けた BankART 桜荘、

等以上のスペース 3 タイムラグなく移転できること。横

BankART かもめ荘等のレジデンススペースと連携を図

浜市はこれらの高いハードルを全てクリアしてくれた。

ることで、海外や他都市からの受け入れも可能になって

日本郵船への強い働きかけ、補正予算のスピーディな確

きた。

保、移転先の建物の 12 月末までの改修工事。1 月には

今度は BankART の特徴を事業の構成面からみてみよう。

コンテンツ事業。展覧会カタログはもとより、独立した

BankART Studio NYK のオープン。旧富士銀行大規模改

ラジカルな運営方法をとっているようにいわれるが、よ

かたちでのプロジェクトとして若いクリエイターの数多

修工事を経て 4 月に芸大オープン。これら一連の仕事を

くみると基本的に既存の美術館や画廊、その他のプロジ

くの書籍・DVD 等の出版を活発に行っている。

見事にやりぬいてくれた。

ェクトとあまり変わりはない。受付があり、パブやカフ

コーディネート事業は BankART の最大の特徴。通常の

ェ、アーティストが活用するスタジオがあり、講座があ

レンタル事業に留まらず、1 対 1 で対応し、プレス協力等、

リレーする構造 〜連鎖反応

り、企画展やコーディネート（レンタル）事業があり ...。

BankART が関わることでイベントそのものが向上する

BankART の 活 動 が ほ ぼ 1 年 経 過 し た こ ろ、 森 ビ ル が

ではなぜ BankART が、他都市や海外からも注目を浴び

ように心がけている。内容が面白ければ企画協力、予算

BankART の真向かいの北仲地区の帝蚕倉庫群を再開発

るようになってきたのか ?

提供も惜しまない。年間オファーは約 1,200 本でそのう

することになった。着工までの約 2 年間、仮囲いで閉ざ

例えばフロント業務。イベントがなくても、建物や風景

ち 1/3 程度が実現している。

すよりも、道路に面した事務所棟等を活用して何かでき

を見にくる人々に対して広く開き、リピーターを育てる

主催事業の基本的な考えは横浜の持っている財産をリレ

ないかという相談を受けた。固定資産税と軽微な管理費

システムをつくってきている。会話を介して来館者の情

ーし、よりコンテンポラリーに展開すること。街、建物、

は捻出して欲しいという与条件あったので定期賃借しか

報を丁寧に収集し、受付というよりも、もう一歩進んだ

食、写真、大野一雄他、これらの横浜のもつポテンシャ

ないと判断した。1F が小部屋に分かれており、若いア

リスポンスを行っている。それもあって 3 万 5 千件を越

ルをどのように引き出すことができるかが、継続的なテ

ーティストでも家賃を払える間取りだし、3F と 4F は比

える住所録データベースと 2 万通のメール配信を実現し

ーマ。
「食と現代美術〜横浜芸術のれん街」や、
「Landmark

較的大きな部屋割りなので力量のある建築家チームなど

ている。

Project」のように街とコラボレーションする企画や「地

に向いているという勝算もあった。縁のあった約 60 チ

BankART ショップは芸術系のブックショップ。2 万円

震 EXPO」の防災とアートのように他分野との協働事業

ームに声をかけ、二度の下見会で約 50 チームの入居が

/ 日の売上しかないので専門の担当者は設けることはし

も数多く行っている。

決定。廉価な家賃設定と森ビルのスピーディな対応も相

「橋をかけろ !」等々。

2
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BankART の特徴 〜事業内容から

3

BankART の特徴 〜エピソードから

ない。受付兼務で細々といい本をという経営方針で継続

まって、3 ヶ月足らずでオープンという奇跡がおこった。

している。

建築チームの「みかんぐみ」が早々に移転を決めてくれ

資料編

たことによる誘因力も大きかった。付け加えると、この
プロジェクトはある行政マンの個人的な担保がなければ
実現していない。役所の枠を越え、BankART を信頼し
てくれ、森ビルという企業に私達をプッシュしてくれた
のだ。
このプロジェクトについてふたつだけ言及すると、よい
クリエイターが集まると自然発酵するということ。北仲
プロジェクトはもちろん所有・管理運営は森ビルだった
が、入居者自身による意志とプロデュース力で街に開き、
発信していくプロジェクトに成長していった。もうひと
つは、こうしたアーティストの動きに反応して、市が北
仲の暫定使用終了時期を見据えて「ZAIM」を準備・開
設してくれたこと。一般公募だったが、北仲の入居者の
約 1/3 が移り住んだ。またクリエイターの事務所開設の
際の初期費用補助制度を新たに設けるなど、市はアーテ
ィスト誘致に関しても積極的な施策を打ち出しはじめた。
連鎖反応が始まったのだ。
リレーする構造 〜都市の経験
これまであまりかかわりのなかった民間へのリレーもあ
る。本町ビル 45（シゴカイ）がそれだ。ZAIM の入居条
件が少し不安定だったため、北仲の建築系のチームが移
転をためらった。誘致した責任もあったので入居物件探
しに奔走したが、なかなか見つからない。最後に出会っ
たのが BankART の目の前の本町ビル。オーナーが私達の
活動に理解を示してくれた。再開発計画のあるビルの 4・
5 階を北仲と同条件で提供してくれたのだ。
「おたくたち
の活動はこの二年間みていましたから」といわれたとき
には嬉しさと同時に身の引き締まる思いだった。正に都
市の経験という言葉があてはまる象徴的な出来事だった。
このように、この間、横浜市、民間等、各々が反応しながら、
街を少しずつ柔らかく形成してきたように思う。この数
年、横浜でおこってきたことを少し整理してみよう。
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『「展覧会場で泊まれるか ?」というキャッチコピーが掲

歴史的建造物、産業遺構、飲食店や商店、空き地、空店

ップダウンの用意された作文の上にあぐらをかいていて

げられているが、夜間はトリエンナーレ公認ボランティ

舗等と協働し、街に全面的に展開していくプログラムを

よいのか ?

ア・作家アシスタントが利用でき、実際に宿泊できるの

推進した。開催エリアは、横トリ開催地区と黄金町バザ

ニューヨークでもベルリンでもアートがイニシアティブ

だという。くつろぎの空間づくりは、トリエンナーレの

ール開催地区をつなぐ地域、すなわち新港・馬車道〜伊

をとって街を形成してきた。不合法に略奪した場所でも、

第二会場といった印象も呈していて、そしてよりいっそ

勢佐木町 1 〜 7 丁目ラインと大岡川沿いの桜木町・野毛

民間、行政、国がリレーし、その文化度を上げることで

うリラックスした（
「ゆるい」
、というべきか）ものにな

地区・日ノ出町・黄金町ラインにはさまれる全域。

街を展開してきた。でもこの方法は現在の日本にはあて

っていた。それは、展覧会としてのテーマに起因する部

BankART 1929 Yokohama 本体での「心ある機械たち」

はらない。横浜市がおこなっているように行政からスタ

分ももちろんあるのだが、それとともに NPO の運営に

展、横浜市庁舎ホールを使っての 3 作家のコラボレーシ

ートし、民間と組んで、民間に移管し ... という方法を

よるオルタナティヴ・スペースというこの会場の特性に

ョンによる大きなインスタレーション、馬車道駅構内の

とらざるをえない。問題はここから先だ。

も由来するものなのではないか。憩いの空間という主題

「開港 5 都市モボ・モガを探せ !」
、未知なる空間を切り

誤解を恐れずにいうと、BankART はだからこそ、今の

への取り組みは、作者が建築家なのかデザイナーなのか

開いていく Landmark Project の NYK の屋上における大規

段階で野に下ることが重要だと考えている。今後も行政

アーティストなのかによって、当然のことながら位相の

模な「ルーフトップパラダイス」
。馬車道、野毛地区等、

との協働作業は続くし、大きな支援を受けて運営されて

違いがあるのだが、そういう異なった要素が混在してい

22 施設、飲食店約 300 店舗等と連動する「Noren �agart

いくことは確かだが、だからこそ BankART は自ら関わ

るために全体の構成がほどよくほぐれているような印象

プロジェクト」では、
「横浜トリエンナーレにいこう !・

りたい場所を見つけ、耕し、経済的に自立していくこと

を受けた。要するに、さまざまな要素が相まって、リラ

BankART Life・黄金町バザール」とロゴが入った、横ト

が大切なのだ。ある指定管理者制度に関連するシンポジ

クゼーションの実現に貢献していたのだと思う。

リ応援フラッグを街中に挿入した。大野フェスティバル

ウムの席で「モチベーションもなくできた美術館は、モ

キーワード・事業構成・エピソードをもとに BankART

一方で、「展覧会場で泊まれるか ?」という問いかけは、

では産業遺構である台船を活用した舞台を川に設け、ア

チベーションもなく消えていく」と発言した。この言葉

の特徴を述べてきたが、
これらを支える最も基本的な
「開

トリエンナーレが掲げたアートや展覧会の枠組みの問

グレッシブな連続公演を行った。また BankART スクー

はむしろBankARTそのものに突きつけられている言葉だ。

くこと＝シェアすること」について、ここでは触れてみ

い直しとも重なる主題であろう。ここに見られるラデ

ルもこの時期は「出張 BankART スクール」と称し、市

BankART1929 は第二段階に入ったと思う。自身がより

たいと思う。開館当初記した「駅と易」という文を引い

ィカリズムは、また BankART が活動を開始したときか

郊外部 18 区に積極的に入り込んでいき、行政や地域の

深く都市に入り込み、思考し、自分の体を少しばかり変

てみよう。

ら目指されてきた種類のものでこの組織の硬派な側面

NPO 等と協働しながら、普段一般公開されていない場

形し、敵意を歓待に変え、都市の経験を蓄積し、そして

や理論的な可能性を代表しているのではないかと思う。

所等で地域のキーマンをゲストに迎え、開催した。運営

徹底的に開いていくこと。こうした作業を淡々と続けて
いきたいと考えている。

2004 年

3月

BankART1929 スタート（旧第一銀行＋旧富士銀行）

2005 年

1月

BankART Studio NYK スタート（旧日本郵船倉庫）

4月

東京芸大映像学科大学院スタート（旧富士銀行）

6月

北仲 BRICK&WHITE スタート（旧帝蚕倉庫事務棟）

9 -11 月
2006 年
3月

横浜トリエンナーレ 2005 開催
万国橋 SOKO スタート
（バンタンキャリアスクール・山本理顕事務所他）

4月

ZAIM オープン（旧関東財務局）
東京芸大大学院映像スタジオオープン（新港ふ頭）

6月
10 月

BankART 桜荘オープン（防犯とアート）
急な坂スタジオオープン（旧老松会館）
北仲 BRICK&WHITE 終了

2007 年

11 月
3月

本町ビル 45（シゴカイ）スタート
横浜国大建築都市スクール “Y-GSA” スタート（馬車道）

6月

Kogane-X Lab スタート（横浜市大＋地域協議会）

9月

創造空間 9001 スタート（旧東横線桜木町駅）

10 月
2008 年
9月
2009 年 9 -11 月

ザキ座スタート（伊勢佐木町 3 〜 7 丁目の発信基地）
日ノ出スタジオ・黄金スタジオオープン（京浜急行の高架下）
横浜トリエンナーレ 2008 開催
連動した形で BankART Life II と黄金町バザール開催

4

徹底的に開くこと

『BankART1929 は駅でありたいと考えている。ヨーロッ
パの駅のように様々な人々が往きかい、コーヒーやビー

「BankART 的生活 /BankART での生活」というもう一つの

スタート時から問われ続けている最も定義しがたい「横

ルを飲み、ベンチで眠っている人、たまにはケンカをす

キャッチコピーに、それはよく現われている。このスペ

浜市民」とどのような関係を切り結ぶことができるかの

る人、自由に音楽を奏でる人がいる、そんな包容力のあ

ースの活動の集大成的な表現ともなっているように、私

最初の試みだった。

る心地よく過ごせる空間を目指していきたい。また横浜

には思われた。（中略）トリエンナーレのような巨大イ

このように、最初に記したみっつのミッションのひとつ

は貿易の街。人が集まり、アーティストが育ち、物が動

ベントと連動し、それを BankART 自体のテーマに即し

「創造界隈プロジェクトのパイオニア的存在としての自

き、情報が行きかい、経済が動く、交易の場所。何か表

て読み替えることで、BankART の活動そのものが持っ

現する人もそれをサポートする人も、それで食べていけ

ている重要性や国際性が、大きな意味を持って浮上して

るような経済構造へと共に変換していきたい。BankART

いるのではないだろうか。
』

はそのための実験の場所でありたいと考えている。』

ラディカリズムという言葉がふさわしいかどうかは別に

私たちは徹底的に開くことを試みてきたと思う。どうし

して BankART は公設で行なえる限界まで、徹底的に開

冒頭に触れたように、本来なら『その先の未知なる 10 年』

たらこの施設が親しまれ、街で機能し、この仕事で生

くことを行ってきたことは確かだ。

についても言及しなければいけないのだろうが、ここで

計をたてていけるのかを、既存の美術館等のもつシステ
ムを展開する中から見いだしてきたつもりだ。「横浜ト

覚」を明確に意識しながら歩んできた。

6

終わりに 〜トップダウンからボトムアップへ

は現在感じている、あるいは着手しはじめていることを

5

BankART Life II へ（都市に棲む）

リエンナーレ 2005」と連動し、BankART 全館を 50 日間、
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素直に表現して、締めくくりたいと思う。
いつもBankARTは恵まれているなと思う。予算や施設面、

24 時間開放することを行った「BankART Life 〜 24 時間

こうしたコンセプトをさらに展開して、2008 年秋、横

給与などは決して他の公設の施設に比して好条件とはい

のホスピタリティー」の展評で南雄介氏（国立新美術館

浜トリエンナーレと連動し、これまで行ってきた主催事

えないが、何よりも常に行政の人々が一生懸命だし、実

学芸員）が次のようなメッセージを送ってくれた。（抜

業（食と現代美術・Landmark Project・大野一雄フェス

験事業であることの自由度がありスリリングで本当に楽

粋引用）

ティバル他）を総合的に駆使し、公的建物（市庁舎・駅等）
、

しい。でもこれからはどうなのか ? はたしてこのままト
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執筆者略歴
オルタナティブスペースの誕生
木幡和枝（こばた かずえ）
アート・プロデューサー。東京都生まれ。出版社の編集者を経て、
1982年、plan Bを立ち上げる。1985年よりP.S.1Contemporary Art

オープン。2001年毛利嘉孝氏等とRE/MAPプロジェクトを、2003
年古郷卓司氏とCAMPAIGN & PRODUCTSを企画。また、soapland
recordsとGAWA+GAWARECORDSの2つのCDレーベルも運営して
いる。

Center/MoMA客員学芸員。1988年よりアートキャンプ白州事務局
長、2000年より東京藝術大学先端表現科教授、2003年より同大学

花田伸一（はなだ しんいち）
1972年福岡県生まれ。九州大学文学部美学美術史学科卒業。元北

美術学部美術研究科修士課程教授を兼任。
森下 隆（もりした たかし）

九州市立美術館学芸員
（1996-2007）
。現在はフリーランス・キュレー
ター。主にプロセス型、プロジェクト型、市民参加型の展覧会を手
がける。

1950年生まれ。1972年よりアスベスト館の舞踏公演の制作に従事。
早稲田大学文学研究科前期課程を修了後、出版社に勤務。土方巽死

宮城 潤（みやぎ じゅん）

語、土方巽記念資料館の設立に参加、事務局長として運営に携わる。
現在、慶應義塾大学アトセンターに設置されている土方巽アカ
イブを運営。同文学部非常勤講師。NPO法人舞踏創造資源代表理事。

1972年沖縄生まれ。沖縄県立芸術大学大学院彫刻専修修了。NPO
法人前島アートセンター理事。ワナキオ実行委員会代表。

田中信太郎（たなか しんたろう）

相馬千秋（そうま ちあき）
急な坂スタジオ ディレクター。フランス・リヨン第二大学院で文

東京都生まれ。1959 年より読売アンデパンダン展に出品。60 年
「ネ
オ・ダダイズム・オルガナイザーズ」に参加。69年パリ・ビエンナー
レ、71年サンパウロ・ビエンナーレ、72年ヴェネチア・ビエンナー
レ等、国際的に活躍。最近では第一回越後妻有アートトリエンナー
レ（2000 年）における「赤とんぼ」作品や、2001 年インド・トリ

化政策・アートマネジメント専攻。2002年よりNPO法人アートネッ
トワーク・ジャパン（ANJ）勤務。東京国際芸術祭（TIF）では、
国際プログラム・ディレクターとして演劇・ダンス公演の企画・制作、
シンポジウムや国際ネットワーク事業を多数手がける。2006年急
な坂スタジオ設立、以後現職。2007年より早稲田大学演劇博物館

エンナーレ、2003 年国立国際美術館での回顧展など、充実した活
動が続いている。

グローバルCOE客員講師。

竹下 都（たけした みやこ）
CARA主宰。金沢工業大学未来デザイン研究所。旧佐賀町エキジビッ
ト・スペースの立ち上げからかかわる。

小原啓渡（こはら けいと）
1999年「アートコンプレックス1928」を立ち上げプロデューサー
に就任。劇場プロデュースの他、投資家から出資金を集めて公演を
行なう「文化支援ファンド」の設立や大阪の名村造船所跡地を「ク
リエイティブセンター大阪」に再生するなど、芸術環境の整備に関

中西美穂（なかにし みほ）
NPO法人大阪アーツアポリア代表、事務局長、非営利共催プログ
ラム担当。美術家。うぱお（women's-performance-art-osaka）設
立メンバー。国際交流基金平成19年度知的フェローシップ（派遣）

わる活動を続ける。2006年、指定管理者として大阪市立芸術創造
館の管理運営を始め、館長に就任。

でフィリピンへ。

1976 年東京・神楽坂生まれ。2001 年武蔵野美術大学映像学科卒、
2003年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、2007年同大学
院学際情報学府博士課程単位取得退学。2002年から2006年にわた
り、東京の廃校や横浜のBankARTを舞台とし、1970年代生まれの
作家を対象とした公募展『Ongoing』を主催。2008年に東京・吉祥
寺に、芸術複合施設『Art Center Ongoing』を設立し、現在同スペー
スの代表をつとめる。

杉山知子（すぎやま ともこ）
1958年神戸生まれ。美術家。1984年京都市立芸術大学修士課程修了。
在学中より京阪神をはじめとして各地で個展、グループ展を開催。
1994年に社会と芸術を結ぶ新たな仕組みを創る「C.A.P.（芸術と計
画会議）
」
（2002年4月にNPO法人化）を設立し、
その代表を務める。
木ノ下智恵子（きのした ちえこ）
1971年大分生まれ。大阪大学コミュニケーションデザインセンター
（CSCD）特任講師。神戸アートビレッジセンター美術プロデュー
サー。
「NAMURA ART MEETING̀04 -̀34」実行委員。京都造形芸
術大学、嵯峨芸術大学、夙川学院の非常勤講師、彩都IMI大学院ス
クール講師等。
武藤 勇（むとう いさむ）
1974年、愛知県生まれ。1998年、野田利也とアートオーガニゼーショ
ンN-markを結成し、2度のアートスペースを運営。様々な場所で公開
ミーティングする
『オープンミーティング』
や日本全国を縦断した
『ミー
ティングキャラバン』を展開。また、
アート自らが日本を巡回する『カ
フェライン』
、アートアーカイブ組織AAN、名古屋港「名港ミュージア
ムタウン」の企画等、自らの制作活動とともに活動を展開中。
宮川敬一（みやがわ けいいち）
1961年北九州市生まれ。美術家。GALLERY SOAP代表。AIK:アー
トインスティテュート北九州 理事。1997年、ギャラリー SOAPを
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小川 希（おがわ のぞむ）

豊島重之（としま しげゆき）
1946年八戸生れ・在住。ICANOFキュレーター。モレキュラーシア
ター演出家。編著に『68-72* 世界革命 * 展』
（2008 年 ICANOF 刊）
など。論稿に『飛び地の写真 / 写真の飛び島』
『写真は密航する』
（photographersʼ gallery press 所収）など。主な演出作品に『OHIO』
（世田谷シアタートラム）
『DECOY』
（沖縄県立美術館）など。最新
稿に『映画に脚が生えた』
（吉増剛造「KI-SE-KI」所収）
。2009年9
月『Blinks of Blots and Blanks 展』を予定。
中島諒人（なかしま まこと）
演出家。鳥の劇場主宰。1990年東京大学法学部卒業。大学在学中
より演劇活動を開始、卒業後東京を拠点に劇団を主宰。2003年利
賀演出家コンクールで最優秀演出家賞受賞。2004年から1年半、静
岡県舞台芸術センターに所属。2006年より鳥取に劇団の拠点を移
し、“鳥の劇場”をスタート。二千年以上の歴史を持つ文化装置=演
劇の本来の力を通じて、一般社会の中に演劇の居場所を作り、その
素晴らしさ・必要性が広く認識されることを目指す。鳥取大学非常
勤講師、BeSeTo演劇祭国際委員等。

クリエイター集合アトリエの実験
野田恒雄（のだ つねお）
1981年、京都生まれ本籍滋賀、福岡市在住。アーキテクト（一級
建築士）
。2003 年東京都立大学（現首都大学東京）建築学科小泉
雅生研究室卒業後、青木茂建築工房勤務を経て、2005年、no.d+a
（Number Of Design and Architecure）を設立。同年、
「場づくり」
に軸足を置いたTRAVELERS PROJECTを立ち上げ、
主宰。
同プロジェ
クトの実績として、
「冷泉荘」
「345project」
「紺屋2023」などの建
物再生プロジェクトや、
ネットラジオ「TRAVEL RADIO」などがある。
佐藤朋子（さとう ともこ）
アーティスト。1995年多摩美術大学美術学部建築科卒業。在学中
より子ども対象の造形教室を始め（継続中）
、同時に作家活動を開
始。卒業後は都市計画事務所に勤務。2005-06年、多分野のクリエ
イター 50組がスタジオを構えて活動していた「北仲BRICK & 北仲
WHITE」で管理人・ファシリテーターとして活動。プロジェクト終
了後も横浜を拠点とし、素材・媒体にこだわらず制作を継続。
菅原幸子（すがわら さちこ）
横浜市芸術文化振興財団協働推進担当グループ長。ZAIM館長及び
アーツコミッション・ヨコハマ（ACY）マネージャーを兼務。
「横
浜アートサイト」
「芸術文化教育プラットフォーム」
「アーツコミッ
ション」等の事業を通して、アートと地域コミュニティの連携を目
指している。
西田 司（にしだ おさむ）
建築家。オンデザイン代表。1976年神奈川県生まれ。横浜国立大
学建設学科卒業。裏路地のプロジェクトから住宅設計まで生活デザ
インを多方面に展開。2006年よりCMプランナー志伯健太郎と「メ
ディアパンダ」を結成。映像、子供服、家具、アロマなど知覚（五
感)をテーマにデザインコラボレーションを行う。映画監督行定勲
氏が脚本し、それを基に設計デザインした「ムシェット夏の家」で
2008グッドデザイン賞受賞。2002-07年東京都立大学大学院助手、
07-09年横浜国立大学大学院（YGSA)助手。神奈川大学、東京理科
大学非常勤講師。
中山ダイスケ（なかやま だいすけ）
アーティスト。1968年生まれ。武蔵野美術大学中退後、作品制作
と平行し、アーティストの共同アトリエである「スタジオ食堂」の
主要メンバーとして活動。97年より6年間ロックフェラー財団等か
らの奨学金を得てNYに滞在。98年台北、00年光州、リヨンの各ビ
エンナーレに選出される。02年より東京で活動。東北芸術工科大
学情報デザイン学科教授。ダイコン（dnSTUDIO）代表。

歴史的建造物の保存活用
馬場英男（ばば ひでお）
1945年、舞鶴市生まれ。NPO法人赤煉瓦倶楽部理事長、舞鶴市政
記念館・まいづる智恵蔵館長。
中村 武（なかむら たけし）
1946年、前橋生まれ。NPO法人 街・建築・文化再生集団副理事長、
（株）アトリエ蔵代表。
大倉 宏（おおくら ひろし）
NPO法人新潟絵屋代表。砂丘館館長。1957年新潟県生まれ。1981年、
東京芸術大学美術学部芸術学科卒業。1985-1990年、新潟市美術館学

芸員。以後フリーとして、新潟を拠点に美術評論を行う。著書に『東
京ノイズ』
（アートヴィレッジ2004）
、共著に『越佐の埋み火』
（新潟
日報事業社1996）
、編集・構成に『洲之内徹の風景』
（春秋社1996）
。

アーティストインレジデンス
村田達彦（むらた たつひこ）
1944年、東京生まれ、遊工房アートスペース共同代表、Res Artis
理事。NPO支援機構すぎなみ代表。遊工房アートスペースをベー
スに、国内外の若手アーティストの創作・展示などの支援や国際交
流の活動を実践。2000年以降、アートを通した地域活性化などの
NPOを設立し活動中。
柴田 尚（しばた ひさし）
1962年、北海道生まれ。集合アトリエPRAHAや、ギャラリーとス
クール機能が合体したリーセント美術館（現CAI現代芸術研究所)
など、札幌における様々なアートスペースの立ち上げや運営に関わ
る。1999-2003年の間に事務局長を務めた札幌アーティスト・イン・
レジデンスを、2005 年 7 月に NPO 法人化し、S-AIR と改名、代表
をつとめる。
村田 真（むらた まこと）
1954年東京生まれ、東京造形大学卒業。ぴあ編集部を経てフリー
ランスの美術ジャーナリスト。東京造形大学および学習院女子大学
非常勤講師、BankARTスクール校長。

大学とまちづくり
渡辺好明
1955年、
神戸市生まれ。東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授。
井野アーティストヴィレッジ代表。東京藝術大学大学院壁画研究室
修了後、ドイツ学術交流会奨学生としてデュッセルドルフ美術アカ
デミーに留学。1994年、
日本航空協会「空の日芸術賞」受賞により、
ライクスアカデミー (アムステルダム)にゲストアーティストとし
て滞在、制作。国内外で個展、グループ展など多数。
長田謙一（ながた けんいち）
首都大学東京システムデザイン学部教授。
東京藝術大学大学院修了。
千葉大学を経て、
平成18年より現職。芸術学。近・現代
「美術と社会」
研究の他、アートを通した地域・美術館・大学連携企画も展開。
神野真吾（じんの しんご）
千葉大学准教授（教育学部芸術学研究室)。1967年横浜市生まれ。
1993年 東京藝術大学大学院美術研究科修了後、1993-1995年東京
大学社会情報研究所（現情報学環)研究生。1995-2006年 山梨県立
美術館の学芸員として現代美術を担当。主な企画展に「現代美術百
貨展」
「新版/日本の美術」など。2006年4月より現職。
加治屋健司（かじや けんじ）
1971年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化
科学専攻
（表象文化論)修士課程修了、
同博士課程単位取得満期退学。
ニューヨーク大学大学院美術研究所美術史学専攻博士課程、スミソ
ニアンアメリカ美術館研究員を経て2007年4月より広島市立大学
芸術学部准教授。広島アートプロジェクト実行委員会執行委員。共
著に『マーク・ロスコ』
（淡交社、2009年)ほか。
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寺田真理子（てらだ まりこ）

上田假奈代（うえだ かなよ）

ンス、実社会に根ざしたアートプロジェクトの立案実行、CMや映

1968年、神奈川県生まれ。日本女子大学住居学科卒業後、鹿島出
版会SD編集部を経てオランダ建築博物館にてアシスタント・キュ
レーター（1999-00年）
。インディペンデントのキュレーターとし
て現在に至る。Y-GSAスタジオマネージャーの他、桑沢デザイン

1969年生まれ。詩人。3歳より詩作、17歳から朗読をはじめる。92
年から障がいをもつ人や社会人、子ども対象の詩のワークショップ
を行う。03年ココルームをたちあげ
「表現と自立と仕事と社会」
をテー
マにホームレスや高齢者、ニート、教育、環境など社会的な問題に

画、バンド「SJQ」
（cubicmusic/HEADZ）でのドラム演奏などをす
べて等価に並列実践中。築港ARCチーフディレクター、NPO法人
cocoroom副代表理事、南森町208メンバー。

研究所非常勤講師（2006年-）等。

も取り組む。西成区山王でインフォッショップ・カフェ ココルーム
を運営。NPO法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）代表。

まちづくりとアート

大阪市立大学都市研究プラザ研究員。

海外事例

否!国際美術展」等の巡回展、
「さよなら同潤会代官山アパート展」
（1996)等の企画をプロデュース。都市・建築・まちづくりにお
けるアート計画を多数実践。2007年より地中美術館総合ディレ
クター、新潟市美術館館長を務める。

曽我高明（そが たかあき)
現代美術製作所ディレクター。向島学会理事。1958年東京生ま
れ。1991 年、早稲田大学文学研究科修士課程（美術史専攻 ) 修
了。1992年、墨田区にある（株)城東製作所・代表取締役に就任。

山出淳也（やまいで じゅんや）

細淵太麻紀（ほそぶち たまき）
1971 年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業

山野真悟（やまの しんご）
1950年福岡県生まれ。東京・神保町の美学校を卒業後、1970年代よ

NPO法人 BEPPU PROJECT代表理事/アーティスト。1970年大分生
まれ。PS1インターナショナルスタジオプログラム参加（2000-01）
。

後、PH スタジオにて美術・建築の様々なプロジェクトに参加。
BankART1929にはコンペプランニング当初から携わるコアスタッ

1997年、現代美術製作所の活動を開始。現在、武蔵野美術大学
基礎デザイン学科および同大学短期大学部通信教育部において

り福岡を拠点に美術作家として活動。同時に、IAF芸術研究室を主
宰し、研究会や展覧会などを行う。1990年より「ミュージアム・シ
ティ・天神」のディレクターを務め、
「まちとアート」をテーマにし

文化庁在外研修員としてパリに滞在（2002-04）
。後、国内外での展
覧会など多数。帰国後、地域や多様な団体との連携による国際展開
催を目指して、2005年にBEPPU PROJECTを立ち上げ現在にいたる。

フ。

非常勤講師。

太田浩史（おおた ひろし）

国吉直行（くによし なおゆき）

建築家。東京大学生産技術研究所講師。1968年東京生まれ。1993
年東京大学工学系研究科修士課程修了後、同大学生産技術研究所助

横浜市都市整備局上席調査役エグゼクティブアーバンデザイ
ナー、横浜市立大学国際総合科学部ヨコハマ起業戦略コース特

建築家・映像作家。コトラボ合同会社代表。1977年神奈川県生まれ。
東京大学大学院建築学修了。2004年から横浜寿町を拠点に地域再生
プロジェクトを行う。主な試みに、簡易宿泊所を改装し、外国人バッ
クパッカーのための安宿に変貌させるヨコハマホステルヴィレッジ、
街の現状とそこで行われているプロジェクトを紹介したプロモー

手・キャンパス計画室助手を経て、2000年デザイン・ヌーブ設立。
2002年より東京ピクニッククラブを共同主宰。2003-08年 東京大
学国際都市再生研究センター特任研究員として世界諸都市の再生事
例について公共空間戦略を中心に研究。2009年より現職。

別契約教授。1945年天津市出身。1971年早稲田大学大学院修士
課程（建築計画)修了。同年横浜市役所入庁。都市デザイン室長
を経て現職。早稲田大学、
日本大学非常勤講師。都市デザインチー
ム（現都市デザイン室 ) 設立に参加し、以来 37 年間一貫して横
浜市の都市デザイン行政を担当。関内・山手地区の伝統を生か

ションムービー ”KOTOBUKI̲Promotion”の制作など。

みかんぐみ（加茂紀和子/ かもきわこ）
1995 年設立の加茂紀和子、曽我部昌史、竹内昌義、マニュエル・
ダルディッツの4 人による建築家ユニット。戸建て住宅から、保育
園、小学校やライブハウスなどの建築設計を中心に、家具、プロダ
クト、展覧会でのインスタレーションなど幅広くデザインを手がけ
る。BankART では「ハンガートンネル」
、
「マナイタハウス」
、
「銀
行美術的石焼蒸気温泉」を制作。2008年BankART Studio NYK の

したまちづくり、歴史的建造物のライトアップ、みなとみらい
21地区の新しい地区の演出などを通じて「歴史と未来の共存す
る横浜」の形成を推進。近年は、BankART事業、日本大通り地
区再整備+オープンカフェ、象の鼻地区整備などに参画。
「横浜
市における35年の都市デザインの実践活動」などに対し、2005
年度土木学会デザイン賞特別賞、2006年日本グッドデザイン賞
金賞、2006年度稲門建築会特別功労賞を受賞。

た「ミュージアム・シティ・プロジェクト」を設立。
「横浜トリエン
ナーレ2005」キュレーター、2008年の黄金町バザールディレクター
を経て、NPO法人「黄金町エリアマネジメントセンター」事務局長。
中村 誠（なかむら まこと）
1954年、名古屋生まれ。ヒアシンスハウスをつくる会世話人・ヒ
アシンスハウスの会運営委員。アートプラットフォーム主宰。芸術
資源開発機構（ARDA）設立会員。埼玉大学非常勤講師。埼玉県立
近代美術館学芸主幹。
関口正洋（せきぐち まさひろ）
1974年神奈川県生まれ。96年東京大学医学部保健学科卒業。オリッ
クス株式会社入社。99年アートフロントギャラリー入社、第1回大
地の芸術祭のスタッフとして活動。02年「菜の花里美発見展」
（千
葉市・市原市）事務局。03年まつだい「農舞台」マネージャーと
して棚田の保全、空き家プロジェクトなどの企画運営、07年大地
の芸術祭の新しい主体としてNPO設立準備に関わり現在に至る。

岡部友彦（おかべ ともひこ）

河本一満（かわもと かずみつ）
横浜市職員として横浜のまちづくりを担う。ボランティア活動とし
て横浜寿町でアートを活かした町の活性化に取り組む。活動団体で
ある寿オルタナティブ・ネットワークを地元や有志で設立し、総合
プロデューサーを務める。

改修設計を行う。

アーカイブの活用の実際

開発好明（かいはつよしあき）
1966年山梨県生まれ。多摩美術大学絵画科卒、同大学院修了。イ

松田朋春（まつだ ともはる）
（株）ワコールアートセンター /スパイラル チーフプランナー。愛・
地球博公式アートプログラムを企画。
「ランデヴープロジェクト」
「ダ
イアログ・イン・ザ・ダーク・タオル」
「ピノキオプロジェクト」でグッ
ドデザイン賞受賞。著書「ワークショップ―偶然をデザインする
技術」
「シビックプライド―都市のコミュニケーションをデザイン
する」
（共著・宣伝会議）
。立教大学観光学部非常勤講師。

長谷川仁美（はせがわ ひとみ）
ミアカビデオアーカイブ代表。コンストファック（スウェーデン国
立美術デザイン大学）キュレーターラボ、慶応義塾大学大学院美学
美術史学修了。1997年ころから昭和40年会マネージャー。キュレー
ター。2000年頃から展覧会を企画。主な企画展覧会は「パトリシア
ピッチニーニ 呼吸する部屋」東京都写真美術館、
「No Ordinary」彫
刻美術館/ストックホルムほか。2006年より横浜で活動、ミアカと
してユナイテッドネイションズプラザ、ポール・チャン、ツァオ・フェ

ンスタレーション作品を中心に発表。FADs ART SPACE の設立に
参画（01年-）したり、毎年3 月9 日にサンキューアートの日（01
年-)を開催するなど、
アートを社会に還元する試みを実践している。
98年ACC 助成により渡米。01年第4 回岡本太郎記念現代芸術大賞
優秀賞。最近の主な発表には、ヴェネチアビエンナーレ第9 回建築
展「おたく:人格=空間=都市」
（04 年/イタリア)、
「大地の芸術祭
2006」
（06年/新潟)、
「JumpShip Rat “POP-UP”」
（08年/リバプー
ルビエンナーレ/イギリス) 等がある。

北沢 猛（きたざわ たける）
東京大学教授 / 新領域創成科学研究科 / 空間計画学 ,UDCK 柏の葉
アーバンデザインセンター長,UDCY横浜アーバンデザイン研究機
構代表,UDCT福島県田村市地域デザインセンター長。UDCKo郡山
アーバンデザインセンター理事。横浜市・京都府参与。

イほかの展覧会の開催、トークシリーズ「アートと市場、アートの
市場」などを行う。

高嶋敏展（たかしま としのぶ）
1972年島根県生まれ。どこでもミュージアム研究所代表、写真家。
阪神大震災の写真記録のプロジェクトにより10年間にわたり巡回

嘉藤笑子（かとう えみこ）
2005年、Art Autonomy Network[AAN]を他メンバーと共同で立ち上
げる。2001年から地域を拠点にしたアート・プロジェクトに数多く
携わり、現在も東京・向島学会理事、沖縄で開催されているwanakio
実行委員として活動。武蔵野美術大学講師。

展（全国30カ所）を開催、同プロジェクトにて2005年芦屋市立美
術博物館で企画展および横浜トリエンナーレ2005に参加。写真家
として個展、グループ展多数。島の写真屋アートプロジェクト、奧
谷タイムトンネルなど、プロジェクトも多数企画。

西川武臣（にしかわ たけおみ）
名古屋生まれ。横浜開港資料館主任調査研究員 博士（史学）
。開設
準備から30年にわたり横浜開港資料館の専門職員として活動。7人
の専門職員を統括する。

吉川由美（よしかわ ゆみ）
仙台市生まれ。プロデューサー・演出家。はっぴい・はっぱ・プロ
ジェクト主宰。

アサダワタル（あさだ わたる）
アーティスト。1979年大阪生まれ。
「大和川レコード」名義で活動。
2001 年大阪市立大学法学部政治行政コース卒業後、
「日常再編集」
を徹底したテーマとして掲げ、様々なメディアを用いたパフォーマ
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池田 修（いけだ おさむ）
NPO 法人 BankART1929 代表、PH スタジオ代表。1957 年大阪府
出身。Bゼミスクール卒業後、都市に棲むことをテーマに美術と
建築を横断するチームPHスタジオを発足。代表的なプロジェク
トに
「船、
山にのぼる」
がある。86-91年ヒルサイドギャラリーディ
レクター、
94年から現在まで名古屋芸術大学(院)非常勤講師、
他。

矢内原美邦（やないやら みくに）
ニブロール発起人。創作から人付き合いまで全てにおいてドラ
スティックなパワーと才能を見せつける。受賞歴多数。独特の
振り付けには国内外で評価が高く、振付家としてアメリカに招
待されるなど個人でも大活躍中。2006 年横浜市と台北市との文
化交流事業により、台北での滞在制作を行う。07 年映像ディレ
クターの高橋啓祐によるユニット「Off Nibroll」のプロジェクト
第 2 弾『public=un+publicvol.2 in Asia』 を BankART1929 で 上 演。
BankART2007企画委員も務める。

資料編
北川フラム（きたがわ ふらむ）
「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」総合ディレク
ター、株式会社アートフロントギャラリー主宰、女子美術大学教授。
1946年新潟県出身。東京藝術大学美術学部卒業。
「アパルトヘイト
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