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はじめに

木ノ下 智恵子
岡山芸術交流2019パブリックプログラムディレクター

最古最大級の国際展・芸術祭であるイ

タリアの「ヴェネチア・ビエンナーレ」

に始まり、ドイツの「ドクメンタ」や「ミュ

ンスター彫刻プロジェクト」などの代表

格のみならず、近年では、欧米以外の

世界各国200以上に及ぶ、国際展や芸
術祭が開催されています。日本におい

ても、2001年の文化芸術基本法の制
定後、その重点戦略の「文化芸術の地

域振興，観光・産業振興等への活用」な

どの政策のもと、地方創生型の芸術祭

や都市型の国際展が各地で行われてい

ます。もはや芸術際や国際展は、欠くこ

とのできない事業体となりつつあり、芸

術の意義や可能性が拡張する一方で、

さまざまな課題も浮上していることは

否めません。2019年、“なぜ、何のた
めの、誰のための国際展・芸術祭なのか？”

そうした問いが突きつけられる事件と

もいうべき事態が起きました。「岡山芸

術交流2019パブリックプログラム」は、
そうした本質的問いに向きあう機会を

含めて、企画を構成しています。

「岡山芸術交流  O K A Y A M A A R T 
S U M M I T」は、芸術を通じて国境や
文化、世代を超えたさまざまな交流が

生まれることを目指し、2016年から3
年ごとに岡山市で開催されている国際

現代美術展です。本展は、実行委員会

会長を岡山市長の大森雅夫、総合プロ

デューサーを公益財団法人石川文化振

興財団理事長の石川康晴、総合ディレ

クターをギャラリストの那須太郎が務め

ています。第2回のアーティスティックディ
レクターには、アーティストのピエール・

ユイグを迎え、「 IF THE SNAKE もし
蛇が」のタイトルのもと、9カ国より18
組のアーティストによる38点の作品が
岡山城・岡山後楽園周辺エリアを中心

にした各所に点在しました。

アーティストがアーティスティックディレ

クターを務め、妥協なき作品・アーティ

スト至上主義ともいうべき純然たる方

針を貫き通す「岡山芸術交流」は、い

わゆる、日本で主流の地域振興・まちづ

くり型の芸術祭とは一線を画す国際展

として、後発の始動ながらも、芸術関係

者の注目度も高く、世界的評価を得て

います。そうした芸術に不可欠な先鋭

性を担保する一方で、事業の持続可能

性においては地域の理解は欠くことが

できません。

そこでパブリックプログラムでは、「岡

山芸術交流」が地域に開かれ、根ざし、

持続・発展していくために不可欠な、

“人や場所の発掘と関係性の構築”と

“岡山の文化資産の活用と発信”を目

的としています。2016年には、その第
一歩として“関係性の糸口を発見”し、

2019年には、第1回目で出会った岡山
の人・場所・文化資産の三つのポテンシャ

ルを活かし、それぞれと連携・協働しな

がら、プログラムを開発・実施していき

ました。展覧会や作品に関わる対話型

鑑賞や子どもナビゲーター。岡山の豊

かな文化資産を巡るツアー。アート作品

を巡るように岡山のまちなみを探訪し

採取するワークショップ。タイトルや主

題を掘り下げるための他分野の専門家

によるゲストトーク。岡山県内の地域性

を示唆するマップの発行など。直接・間

接的に芸術と関わり、知と感性を刺激

する多種多様な企画を実施しました。

これらの企画においては、実施する岡

山のパートナーがとても重要です。個々

人の普段からの活動や拠点あってこそ、

それらに根ざした「岡山芸術交流」の

機会活用のプログラムが成立していま

す。展覧会では不特定多数の来場者が

作品と出会いますが、パブリックプログ

ラムでは、当事者として深く関わるメディ

エイター（媒介者・仲介者）の存在を重

視しており、人々との出会いと関係構

築、そこから派生する更なる他者、そし

て事業への信頼へと繋がることを信じ

て、あらゆるものを企図しています。事

実、多数の学校鑑賞やサポートスタッフ

研修は、対話型鑑賞企画のパートナー

である「みるを楽しむ！ アートナビ岡山」
の存在があってこその賜物です。

本書「岡山芸術交流2019 パブリック
プログラム ドキュメントブック」は、開催
プログラムの記録とともに、シンポジウ

ムや鼎談、研究者によるレクチャーの各

抄録を、「聞く・対話する・巡る・発信す

る」というアクションを伴う動詞に紐付

けて構成しています。

最後に、本企画の開催及び本書の発行に

あたり、ご協力を賜りましたすべての関

係者のみなさまに深く感謝申し上げます。
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Listen
聞く

アートが“変える”
ひとづくり、まちづくり

プレイベント  シンポジウム

岡山芸術交流実行委員会会長の
大森雅夫より、ピエール・ユイグ
が考案した岡山芸術交流2019タ
イトル「 IF THE SNAKE  もし蛇
が」を発表。その後、第１部の基
調講演では、京都大学大学院情
報学研究科教授の神谷之康氏が
「ものを見るということ～脳と心
の関係の探求と共創」をテーマに
講演。続く第2部のパネルディスカッ

ションでは、大森会長、岡山芸術
交流総合プロデューサーの石川康
晴、岡山芸術交流2019総合ディ
レクターの那須太郎、神谷氏がパ
ネリストとして登壇。岡山芸術交
流2019への期待・意気込みや、アー
トが岡山のまちをどのように変え
てきたのかなど、それぞれの立場
から意見を交わした。

3月15日［金］  19：00 – 20：30
山陽新聞社さん太ホール
参加者  300名

2016年から3年経って、
どんな風に変わったのか

新しい何かを感じられたら

いいなと思いました。

AIと現代アートがどう関わっ
てまちに展示されるのか

とても興味を持ちました。

開催が楽しみです。

どんな世界が見られるの

か、岡山のまちと人がこれ

からどう変わっていくのか

楽しみだと思いました。

大森雅夫
岡山芸術交流実行委員会会長 / 岡山市長

石川康晴
岡山芸術交流総合プロデューサー / 
公益財団法人石川文化振興財団理事長 / 
株式会社ストライプインターナショナル 
代表取締役社長

那須太郎
岡山芸術交流2019総合ディレクター / 
TARO NASU代表

神谷之康
京都大学大学院情報学研究科教授 / 
ATR脳情報研究所客員室長（ATRフェロー）

パネリスト

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

コーディネーター

【アンケート】
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「岡山芸術交流」に深く関わる人々の話、
鑑賞者と同じ立場ながらも専門分野の研究者として
展覧会を見て考える人々の話など、
いろいろな観点を聞いてみる。

09 アートが“変える”ひとづくり、まちづくり

10 岡山神社で“蛇”について語り合う

11 瀬戸内アートリージョンの可能性～岡山の芸術率先者達の地脈と役割

12 考古科学編：「古代オリエント」から知る都市の成り立ち

13 進化生物学編：昆虫の生き残り術に習う創造的想像力

14 文化人類学編：「野生の思考」でアートをみる：自然・芸術・科学

15 終わりは始まり－“CCCSCD”で岡山芸術交流を語りあう
16 国際展と芸術祭の隆盛～その課題と可能性



瀬戸内アートリージョンの可能性
～岡山の芸術率先者達の
地脈と役割

シンポジウム

大原美術館の大原あかね理事長、
福武財団の福武英明副理事長、そ
して岡山芸術交流総合プロデュー
サー石川康晴の3名が、瀬戸内地
域を包括的な芸術エリアとして発
信していく「瀬戸内アートリージョ
ン」の可能性をテーマに、さまざま

な視点から議論を展開。登壇者そ
れぞれが取り組むアート事業の話
も交えながら、瀬戸内を取り巻く
アート環境、アートが企業・経済に
もたらす影響などを語り、さらなる
連携強化の必要性を呼びかけた。

アートを通じた岡山の歴

史を知ることができた。あ

らためて瀬戸内のポテン

シャルを知ることができた。

これからの地方を盛り上げ

ていく一つの方法として、

アート、文化はとても大きな

力になることが実感できた。

岡山、瀬戸内の可能性を

再認識できた。いろいろな

形でアートリージョンに参

加したいと思います。

大原あかね
公益財団法人大原美術館理事長

福武英明
株式会社ベネッセホールディングス取締役 / 
公益財団法人福武財団副理事長

石川康晴
岡山芸術交流総合プロデューサー

登壇者

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

司会

10月5日［土］  18：00 – 20：00
岡山県立美術館ホール
参加者  210名

岡山神社で
“蛇”について語り合う

トークイベント

岡山芸術交流実行委員会会長
の大森雅夫と岡山神社の久山
信太郎宮司を迎え、岡山芸術
交流2019のタイトル「 IF THE 
SNAKE もし蛇が」の「蛇」に着
目し語りあった。岡山神社と蛇に
まつわるエピソードの披露や、会

の後半では参加者からタイトルに
まつわる考えや疑問を集め、参加
者全員で意見や考えを共有する
など、蛇が持つ意味をさまざまな
視点から紐解く機会となった。

9月29日［日］  15：00 – 16：00
岡山神社
参加者  105名

蛇というものを通じて芸

術の意味を考えさせられ、

満足しました。

作品を見る前にタイトルを

はじめ、岡山芸術交流に

ついて考える機会となった。

岡山神社と蛇の関係性や

由来、地域性が聞けてよ

かった。立場の異なる方々

の話が聞けてよかった。

大森雅夫
岡山芸術交流実行委員会会長

久山信太郎
岡山神社宮司

登壇者

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

司会

【アンケート】 【アンケート】
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進化生物学編：
昆虫の生き残り術に習う
創造的想像力

考古科学編：
「古代オリエント」
から知る都市の成り立ち

ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵

昆虫や小動物の行動生態学・進
化生物学の研究者である岡山大
学の宮竹貴久教授をお招きしてトー
クイベントを開催。ダーウィンの進
化論や、昆虫の死にまね、昆虫や
植物の擬態などについてトークを
展開。岡山芸術交流2019の作品

考古学者であり岡山市立オリエン
ト美術館学芸員の四角隆二氏を
お招きし、都市成立後の社会が生
み出した人工物質であるガラス
に焦点をあてたトークイベントを
開催。ガラスをめぐる研究や現代
アートとの共通点などを整理しな

にも登場するカエルや朝顔と絡
めながら、昆虫などの行動生態学
についてお話いただき、本展と親
和性の高い内容となった。

がら、古代オリエント専門の美術
館に現代アートを展示する意味に
ついてトークを繰り広げた。

10月27日［日］  14：00 – 15：30
岡山市立オリエント美術館 
地下講堂
参加者  30名

アートや人間社会といろ

いろ通じる点を考えること

ができた。

オリエント美術館と現代

アート作品の、相性がい

い点がわかった。

異なる分野の専門家の話

を、アートとの接点を探

りながら伺うことができ

てとてもおもしろかった。

美術館の役割や学芸員

の方の研究を今まで考え

たことがなかったが、視

野が広がったように思う。

アートフェスティバルのな

かで違うけど似た分野のリ

サーチやトークなどの切り

口がおもしろかった

都市の成り立ちから、現在

と過去にさほど違いがな

いことにびっくりした。

宮竹貴久
生物学者 /  
岡山大学環境生命科学研究科教授

ゲスト

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

ホスト

四角隆二
考古学者 / 
岡山市立オリエント美術館副主査学芸員

ゲスト

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

ホスト

11月3日［日］  16：30 – 18：00
サウダーヂな夜
参加者  25名

【アンケート】【アンケート】

12 Listen｜聞く 13Listen｜聞く



終わりは始まり－“CCCSCD”
で岡山芸術交流を語りあう

文化人類学編：
「野生の思考」でアートをみる：
自然・芸術・科学

クロージングイベント01
オープンミーティング

ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵

岡山芸術交流2019の締めくくり
として、岡山芸術交流2019パブ
リックプログラムでご協力いただ
いた片山眞理氏、久山信太郎氏、
桑田奈美枝氏、松川えり氏、作元
大輔氏、また、岡山芸術交流運営
スタッフの方々をお招きし、それ

文化人類学の研究者である岡山
大学の松村圭一郎准教授をゲス
トにお迎えし、フランスの文化人
類学者レヴィ＝ストロースの著作
『野生の思考』に焦点をあてた
トークイベントを開催。「 IF THE 
SNAKE もし蛇が」のタイトルに

ぞれが携わった内容の説明を経て、
今後岡山芸術交流がさらに発展
していくための意見を交わしなが
ら振り返った。最後にはゲストや
参加者とともに懇親会を開催した。

ちなみ、レヴィ＝ストロースの思想
にも関係する蛇の神話にも触れ
ながら、現代アートを「野生の思考」
で見てみるとどうなるかなど、作
品の見方についても話が広がった。

11月14日［木］ 19：00 – 20：30
奉還町4丁目ラウンジ・カド
参加者  40名

ゲストの方々、それぞれの

立場から感想や苦労話を

聞けたのは楽しかった。

現代アートを見ていると

きの感覚に対して答えを

見つけることができた。

開催からクロージングまで、

たくさんの人の努力の上で

成り立っているイベントで

あることがわかった。

岡山芸術交流で文化人類

学的な見方からアプローチ

することが、今の時代に大

切なことだと思った。

作品によって、課題は異な

り解決していく苦しさ、楽

しさをリアルに感じること

ができた。

直観の無い、後からの説

明で補強されるアートは

「美」なのか？ という新た
な問を持ちました。

片山眞理
みるを楽しむ！ 
アートナビ岡山代表

久山信太郎
岡山神社宮司

桑田奈美枝
Satell ite代表 / 
ギャラリスト

松川えり
哲学者

作元大輔
cifaka.inc 代表

ゲスト 岡山芸術交流スタッフ

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

進行

松村圭一郎
文化人類学者 /
岡山大学文学部准教授

ゲスト

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

ホスト

11月23日［土］ 18：30 – 21：15
オープンミーティング 18：00 – 20：30
懇親会　20：30 – 21：15
CCCSCD
参加者  30名

【アンケート】【アンケート】

小林真美
サポートスタッフ

山口陽子
学校鑑賞ナビゲーター

髙藤邦子
運営スタッフ
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国際展と芸術祭の隆盛
～その課題と可能性

クロージングイベント02  
ラウンドテーブル

批評家の浅田彰氏、アートプロデュー
サーの小崎哲哉氏と、あいちトリエ
ンナーレ2019芸術監督の津田大
介氏、TRANS- ディレクターの林
寿美氏をお招きし、岡山芸術交流
2019総合ディレクター那須太郎と
ともに、国内外で開催される国際
展、芸術祭の比較や2019年の流
れを振り返り、今後の可能性につ

いて考察を行った。ディレクターの
3名が各々の背景や特徴、テーマに
ついて説明した後、浅田氏と小崎
氏を含め、アートフェスティバルの
成り立ちや、アートを地域のまちお
こしとしている現状や課題などを
議論しながら、岡山芸術交流2019
の総括も含めた、今後の国際展、芸
術祭の役割を考える機会となった。

芸術と芸術祭の本当の有

効性について有意義なお

話が聞けて楽しかった。

今年の日本の芸術祭の総

括の会のようで、とてもイ

ンパクトがありました。

日本のアートシーンに関わ

る議論が地元岡山で行わ

れたことを誇らしく思った。

浅田彰
批評家 / 京都芸術大学教授

小崎哲哉
アートプロデューサー /
ジャーナリスト

津田大介
あいちトリエンナーレ2019芸術監督

林寿美
TRANS-ディレクター

那須太郎
岡山芸術交流2019総合ディレクター

ゲスト

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

進行

11月24日［日］ 18：30 – 20：30
臨済宗  蔭凉寺
参加者  80名

【アンケート】

16 Listen｜聞く

Dialogue
対話する

誰かに話したくなったり、
もやもやした思いについて聞いてみると
自分とは異なる見方を知ったり、
さまざまな気付きと出会うための時間と場を共有してみる。

18 宝湯で考える「もし○○が」

19 ミルトーク「ミカ・タジマ《ヒューマン・シンス（岡山）》」

20 「みる×対話」鑑賞ツアー

21 ～はじまりはアートで～「もっと岡山芸術交流2019を楽しみたいあなたへ」
22 ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』

23 子どもナビと楽しむアートツアー



ミルトーク
「ミカ・タジマ
《ヒューマン・シンス（岡山）》」

宝湯で考える
「もし○○が」

アート哲学カフェ哲学カフェ

岡山芸術交流2019展示作品の
一つ、岡山市民会館の壁面に夜
間だけ映し出される作品「ミカ・タ
ジマ《ヒューマン・シンス（岡山）》」
についての思考を深め、対話を行っ
た。作品をじっくりと鑑賞した後、
参加者全員で作品についての感

地元の人から「宝湯」の愛称で親
しまれている宝泉相生湯の2階で
毎月開催されている哲学カフェ、
“宝湯で考える”シリーズの一環
として開催。「もし蛇が」のタイト
ルにあわせた「もし○○が」をテー
マに掲げ、「もし」と考えるとき、「も

想を共有。それぞれ意見を交わし、
一つの作品なのに「まったく別の
作品に見える感じがした」といっ
た意見が出るなど、鑑賞を深める
機会となった。

し」から連想されること、ポジティ
ブな「もし」、ネガティブな「もし」
などさまざまに話を広げ、参加者
それぞれが言葉を解釈し理解を
深めた。

10月8日［火］ 19：00 – 21：00
宝泉相生湯
参加者  19名

おもしろいアートでした。

コンピューター、アルゴリ

ズムを使ったところがアー

トとして意外でした。

「もし」の本質は多元的で

わかりづらいが手段とし

て「もし」は幸せを考える

入口になるように思えた。

他の参加者との話が深まる

につれ、自分のなかにさま

ざまな感情、情景、イメージ、

ゆらぎを感じた。

他世代、違う意見を持つ

方と意見交換することに

価値があると実感しました。

一つの作品に注目する機

会や、同じ作品を見たほか

の人の感想を聞くことがな

いので、よい時間でした。

経験、年齢の違う方々と

お話させていただいて、

自分にとって大きな気付

きがありました。
松川えり
哲学者

ファシリテーター

松川えり
哲学者

ファシリテーター

10月18日［金］ 19：00 – 21：00
岡山市民会館
参加者  22名

【アンケート】【アンケート】
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～はじまりはアートで～
「もっと岡山芸術交流2019を
楽しみたいあなたへ」

「みる×対話」鑑賞ツアー 
連携企画  みるカフェ鑑賞ツアー

会場に集まった参加者とともに、
古代～1920年代にさまざまな地
域で制作された蛇にまつわる作
品3作と、旧内山下小学校に展示
された蛇をモチーフにした作品を
スライドで鑑賞。ピエール・ユイ
グが提示したタイトル「 IF THE 

「みるを楽しむ！アートナビ岡山」
と協働で実施したツアー。本展の
メイン会場である旧内山下小学
校にて、参加者とともに小学校体
育館や校舎内の作品を鑑賞。作
品の共通点や疑問点に注目しな
がら、参加者それぞれが作品を見

SNAKE もし蛇が」からインスピ
レーションを得て選ばれた蛇にま
つわる作品について話しあうこと
で、岡山芸術交流2019への解釈
や想像力が膨らむ会となった。

て感じたこと、思い、気付きやイメー
ジなどを自由に語りあった。その
後はJOE’s COFFEEに場所を
移し、ツアー後の感想などを参加
者同士で共有した。

第1回
10月19日［土］ 
ツアー 13：30 – 15：00 
ティータイム 15：00 – 16：00 
旧内山下小学校 / 
JOE’ｓ COFFEE
参加者  20名

第2回
11月16日［土］ 
ツアー 13：30 – 15：00 
ティータイム 15：00 – 16：00 
旧内山下小学校 / 
JOE’ｓ COFFEE
参加者  13名

人前で話すと、自分の考

えが整理されるよう。早く

岡山芸術交流2019を見
に行きたくなった。

普段とは違う鑑賞方法を

通して現代アートの新た

な楽しみ方を見つけた。

一枚一枚の映像について、

多くの感想を聞けた。好き・

嫌いなものはコントロール

できるかも？

久しぶりにまったく交流の

ない方々との意見交換の

場に居あわせられて、若

返りました。

作品の選定が蛇に関する

もので、年代、作風等々、

バラエティに富んでいて、

とても楽しかった。

皆で意見を交換しあった

のが楽しかった。違う意見

のおもしろさを感じ、視野

が広がった。
「みるを楽しむ！ アートナビ岡山」
と協働で実施

「みるを楽しむ！ アートナビ岡山」
と協働で実施

10月27日［金］ 13：30 – 15：00
無印良品岡山ロッツ4階 
Open MUJI
参加者  16名

【アンケート】【アンケート】
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ニーチェ
『ツァラトゥストラはこう言った』

テツドク！

哲学者であるニーチェの代表作
『ツァラトゥストラはこう言った』
を取り上げ、「 IF THE SNAKE 
もし蛇が」のタイトルにちなみ、本
著のなかで蛇がどのような意味を
持つのか、ニーチェにとって蛇と
は何を意味するのかなど、参加者

同士で自由に対話し、思考を深め
た。難しい本であるが故に、「わか
らないことは逆におもしろいんだ
と感じた」や、「ニーチェについて
多くの人と考えることができて有
意義だった」といった声が上がった。

11月9日［土］ 18：00 – 20：00
古本喫茶一刻堂
参加者  20名

ニーチェという哲学者の

ことを初めて知りました。

「キリスト教」との関係が

大きいことを知りました。

「IF THE SNAKE もし蛇
が」も絡めて、ニーチェを多

くの人と考えられてとても

有意義な会でした。

先生の説明がわかりやす

く、ニーチェを知るきっか

けになった。自分にあった

本がわかった。
松川えり
哲学者

ファシリテーター

【アンケート】

対話型鑑賞を用いた子どもたちの独自の視点で
作品世界を深め、広げるナビゲートツアーを実施
した。子どもナビゲーターはアートツアーで大人
をナビゲートできるように、各ツアー実施前に事
前ワークショップを行い、本番では自信を持って
ナビゲートする姿が見られた。

企画協力：みるを楽しむ！ アートナビ岡山
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木ノ下 智恵子
岡山芸術交流2019パブリックプログラムディレクター

子どもナビと楽しむ
アートツアーについて

主に鳥類に見られる、雛が初めて見たも

のを「親」として認識する習性は、「刷り

込み」「インプリンティング」と呼ばれ、

ある時期に特定のものごとが短時間で

覚え込まれ、それが長時間持続する学習

現象とされています。最近では自然公園

のガイドなど、自らの感性を媒介に自然

のメッセージを伝える通訳者・説明者とし

て、インタープリターという職業があるよ

うですが、実は、この役名はアートの現

場にも一時期登場したことがあります。アー

トを「いつ、誰と、どのように見たか。」と

いう媒介者役をイメージすると、その意

義や可能性について、腑に落ちることが

あるでしょう。

「美しくもないのになぜ評価されている

か訳のわからない現代美術」を鑑賞す

る上では、こうしたガイド的存在は有効

ですが、より持続性の高い鑑賞教育が

「対話型鑑賞」です。これは1980年代
にニューヨーク近代美術館（MoMA）で
開 発され た「VTS（Visual Thinking 
Strategy）」という教育カリキュラムが
元となり、日本では1998年に同美術館
のアメリア・アレナスによる、複数の美術

館と連携した企画展と書籍『なぜ、これ

がアートなの？』から端を発し、美術館教

育普及や学校教育関係者へと波及して

いきました。アート鑑賞を通した「観察力」

「批判的思考力」「コミュニケーション力」

は、昨今、論理的思考では得られない“直

感と感性”を鍛錬する方法として、世界

のビジネスリーダーがアートを重視する

傾向にあるようです。

「子どもナビと楽しむアートツアー」は、

そうしたアートの有用性や、“アートの前

では誰もが平等である”という真実を実

証する機会として、「みるを楽しむ！アート

ナビ岡山」の片山眞理さん、土師浩子さ

んをはじめとするみなさんの日々の活動

と実践知によって実現が叶いました。子

どもが大人を誘うというプログラムは、

常識や知識と感性の自由度が反比例し

ていく大人の事情を刷新する「子ども力」

を信じた、国内初といっても過言ではな

い画期的な試みでもあります。事実、席

を座り直して姿勢を正し、「心が洗われる

とはまさしくこのことで、本当にありがと

うございました！」と感謝の意を述べられ

た教職の方がすべてを体現していました。

さて、初めて見たものが親鳥という学習

現象は、アートにおいては、子どもではな

く、私たち大人に充てられるものであり、

真に世界を見ることの必要用件なのかも

しれません。

01 02 03 04

1回目の事前ワークショ
ップで、対話型鑑賞導入の

アートゲームをしてから実

際に作品を鑑賞。感じたこ

と、考えたことを共有しあう。

ワークショップ
へ参加

ツアーの
予行練習

ナビシート
を記入

参加者と
作品を鑑賞

宿題として、約1か月後の
2回目の事前ワークショッ
プまでに「ナビシート」を

記入。作品について理解を

深める。

ツアー前日、2回目の事前
ワークショップで選んだ作

品のなかから自分がナビ

ゲートする作品を決め、ツ

アーの予行練習を行う。

ツアー当日、受付から開会

のあいさつ、ツアーの諸注

意なども子どもナビが担う。

チームにわかれて、参加者

とともに作品を鑑賞。

「子どもナビと楽しむアートツアー」
本番までの流れ
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小学3～6年生を対象に募集し、
集まった「子どもナビゲーター」が、
岡山芸術交流2019プレイベント
「A&C」の作品をナビゲートする
ツアーを実施。

まず、ツアー本番に向けて全2回
の事前ワークショップを行った。1
回目の事前ワークショップではナ
ビゲートする作品を鑑賞。その後、
ナビシートを作成、提出することで、
作品に対する理解や考えを深めた。
また、ツアー本番の前日に行った

2回目の事前ワークショップでは、
提出したナビシートをもとにツアー
のシミュレーションを行った。ツアー
当日は、受付から閉会の挨拶ま
で子どもナビゲーターが担い、ツ
アー参加者と対話をしながら作
品を鑑賞した。

「02」では、ツアーの参加対象者
を「学校の先生」に限定。「01」と
同じ「A&C」の作品を鑑賞するた
め、前日のツアーシミュレーション
のみ行い、当日のツアーに臨んだ。

子どもナビゲーター、ツアー参加者、
保護者、それぞれの立場で子ども
ナビに参加した方々の声からは、本
企画の意義や可能性が見えてきます。

3月31日［日］ 
午前の部 10：00 – 11：30
午後の部 14：00 – 15：30
集合場所  
城下地下広場

ツアー会場

岡山芸術交流2019
プレイベント「A＆C」
子どもナビゲーター  16名
サポーター  7名
ツアー参加者  42名

株式会社白十字
協力

8月25日［日］  
9：30 – 11：30
集合場所  
岡山市立オリエント美術館  
地下講堂

ツアー会場  
岡山芸術交流2019
プレイベント「A&C」
子どもナビゲーター  3名
ツアー参加者  7名（教職員）

11月3日［日］ 
午前の部 10：00 – 11：30
午後の部 14：00 – 15：30
集合場所  
岡山市民会館会議棟

ツアー会場  
岡山芸術交流2019 
旧内山下小学校会場

子どもナビゲーター  11名
ツアー参加者  52名

岡山芸術交流2019が開幕し、旧内
山下小学校の作品を使って子ども
ナビを実施。新たに小学3～6年生
を募集し、総勢11名の子どもナビ
ゲーターが集まった。プレイベント
時と同様、2回のワークショップを行
い、本番に臨んだ。ツアーでは、ナ
ビゲートする作品について、鑑賞者
の意見や考えを引き出しながら、参
加者全員で対話を行い、対話によっ
て視野が広がることやアートの前で
は大人も子どもも平等であることを
実感したという声が多く聞こえた。

子どもナビと楽しむアートツアー

01 03
子どもナビと
楽しむアートツアー

プレイベント 02
子どもナビと
楽しむアートツアー

プレイベント

子どもナビと
楽しむアートツアー

「子ども」がナビゲー
トするという点は、「大人」
のナビゲートより気軽に参加
できていいと思った。子ども、
大人にかかわらず、様々な見

方を知れた。

子ども達とまわると、
不思議と感じたことを素

直に話せます。一人ではわか
らなかった新たな視点がつか
めてよかった。子どもの目線
がとても新鮮でした。

ナビの子どもたち
は作品に対して深く考え
ていて、子どもというより
は一人の鑑賞者との対談と
してフラットに見て楽しむこ

とができました。

みぢかなものをせ
つめいするのはかんたん
だけどアートはせつめいする
のがむずかしい。げんだいアー
トはみんなでみるのがたのし

いとおもいました。

きんちょうしたけど、
作品のことを伝えられてよ
かったです。参加してくれた人
たちの思っていることなどたく
さんのことを知れたのでとて
も良い経験になりました。

アートを通して、子ど
も自身が感じたことを人に
伝える力を養い、自分以外の
方々と異なる意見を共有し、別
の角度からものを見る機会を
持てたことは有意義だった。

子どもの視点が斬
新で感性の高さを感じて

楽しかった。また、子ども達が
ここまで立派に自分の意見を
言うことができたのは、親と

して嬉しく感じた。

アートは自分の意見
と人の意見がそれぞれち
がうので、チームで話し合っ
て考えたほうがいいと思った。
みなさんの意味と、自分の意
味も言えてよかったです。

さいしょはピンっと
こなかったけど、2～3回
大人といっしょにやったらた
のしかったです。また3年後も
「やりたいなぁ～」とおもって

います。

人それぞれの見方
があり、自分の見方でみ
ると楽しくなる。みんなで話
し合って、いろいろな角度から
見るのはアートだからできる

のだと思いました。

子どもナビと楽しむ
アートツアー01 / 02の概要

子どもナビと楽しむ
アートツアー03の概要

よく「子どものときの
気持ちで」といいますが、
実際には戻れない。今回「実際
に」子どもの考えを聞けたのは
新鮮でした。素直な発想にはっ
とすることがありました。

色んな方々の話を
聞きながらの鑑賞は、自

分の中から新しい考え方やひ
らめきを生み出しました。また、
小学生たちの純粋な感想に
は心が洗われました。

子どもナビ
小3・男子

子どもナビ
小4・男子

子どもナビ
小6・女子

自分のいけんを聞
いてもらえて、相手のい

けんなども聞けて、なるほど
そういう考えもあるななどと、
考えがかわったりするのがお

もしろくて楽しい。
子どもナビ
小5・女子

子どもナビ
小4・女子

子どもナビ
小6・女子 保護者

保護者

参加者
40代・女性

参加者（教職員）
50代・男性

参加者
50代・男性

意見交換しながら鑑
賞することで一人では汲

みきれない作品の意図を垣間
見ることができた。子ども達の
自由な発想を聞き、正解不正
解がないと教わった。

参加者
30代・女性

参加者
50代・男性

参加者（教職員）
60代・女性
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Go 
Around
巡る

～有隣荘特別公開
「下道基行 漂泊之碑」、
ARKO2019 黒宮菜菜、分館を巡る
有隣荘で開催していた有隣荘特
別公開「下道基行 漂泊之碑」の
ツアーからスタート。岡山芸術交
流2016の参加作家でもある下
道基行氏が、作品を制作した背景
などに触れながらガイドを行った。
また、大原美術館分館・本館では、
大原美術館学芸課長の柳沢秀行

氏より、今年度のARKO（Artist 
i n R e s i d e n c e K u r a s h i k i , 
Ohara）作品（黒宮菜菜）につい
ての解説や、「21世紀に生きて
躍動する美術館」としての大原美
術館の精神などについて話を聞き、
作品を巡った。

10月19日［土］ 16：30 – 19：00
大原美術館
参加者  18名

作家さんの直接のお話を

聞く機会にふれることが

でき、すごく刺激的で楽

しかった。

かりやすい内容で、なかな

か身近に感じにくい現代アー

トに触れることができ、少

し理解できる気分になった。

下道さんから作品が生ま

れた経緯を伺えたのは大

変貴重な、ぜいたくな機

会でした。

下道基行
美術家 / 写真家

柳沢秀行
大原美術館学芸課長

ツアーガイド【アンケート】

大原美術館 現代アートツアー

松井えり菜 《サンライズえり菜 Ohara Museum edition》 2011年

29Go Around｜巡る

作品や美術館をアーティストや企画者と
一緒に見て回ったり、
まちの看板やシャッターの模様や路地裏に
お気に入りを見出したり、
思考と感性の旅を巡ってみる。

29 ～有隣荘特別公開「下道基行漂泊之碑」、
 ARKO2019黒宮菜菜、分館を巡る
30 みんなで見つけるおかやま街角鑑賞



みんなで見つける
おかやま街角鑑賞

岡山芸術交流2019の舞台となる
岡山市中心部を歩いて、まちのな
かから「私の鑑賞作品」を見つけ
る参加型プロジェクト。岡山芸術
交流2016パブリックプログラム
で発行した「岡山芸術交流オルタ
ナティブマップ」に掲載したスポッ
トや、未掲載のスポットなどを紹介
しながら、ナビゲーターがまちの見

方・楽しみ方についてレクチャー
を行った後、参加者はまちへ出
て、実際にまちあるきをしながらそ
れぞれ見つけたものを撮影、イン
スタグラムで「#おかやま街角鑑
賞」をつけて投稿した。まちある
きの後は、ナビゲーターによる解
説を聞きながら、参加者が投稿し
たさまざまな「作品」を鑑賞した。

第1回（奉還町エリア）
10月5日［土］ 14：00 – 16：00
KAMP
参加者  36名

第2回（西川エリア）
11月4日［月・振休］ 14：00 – 16：00
岡ビル市場
参加者  38名

一度まちに出て写真を撮っ

てくるという構成はおもし

ろかったです。投稿も多く

て楽しかった。

ふだんは意識していない

看板などもその気で見る

とアートに見えることがわ

かって楽しかったです！

いつも何気なく通り過ぎて

いる街の風景を少し違った

視点で見ると愛すべき風

景であり、人に話したくなる。

内海慶一
著述業 / ライター

桑田奈美枝
Satellite代表 / ギャラリスト

軸原ヨウスケ
COCHAE / デザイナー

ナビゲーター

【アンケート】
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Transmit
発信する

岡山市の美術館・奉還町・西川エリアごとの
「みんなで見つける街角鑑賞」と、
岡山県民に馴染み深い美作・備前・備中エリアごとの
「みんなのおすすめ」を発信してみる。

32 岡山芸術交流
 オルタナティブマップウェブサイト

33 OKAYAMA: Our Recommendation

共催企画

34 瀬戸内経済文化圏 OPEN SUMMIT 2019 in 岡山芸術交流2019パブリックプログラム
35 アートから学ぶ新たな視点と思考
 －Visual Thinking Strategyで触れる岡山芸術交流2019



「みんなで見つける おかやま街角鑑賞」
開催にあわせてウェブサイトをリニュー

アル。「#おかやま街角鑑賞」を通して実
際に参加できるとともに、街角コラムな

ども掲載している。

みんなで見つけるおかやま街角鑑賞フライヤー

OKAYAMA :
Our Recom-
mendation

岡山のカルチャーシーンに着目し、
岡山県を“備前、備中、美作”と
いう三つのエリアにわけて、各
エリアの特徴とともにさまざま
なスポットやイベントの名称と
住所といった最小限の情報を掲
載した媒体を発行。QRコード
からはWEB上でマップや詳細
情報を参照することができる。

「岡山芸術交流オルタナティブマッ
プ」は、市内を回遊しながら岡山
の魅力を“発見・探求・伝播”して
もらうために、まちに点在する多
種多様な見どころを独自の視点
で編纂。展覧会で美術作品を鑑
賞するようにまちなみを捉え直し
て歩いてみれば、何気ない日常の
風景や事物が、人々の営みや創

“備前、備中、美作”の三つのエリ
アは、かつて大和国にも匹敵する
ほどの繁栄を誇った古代吉備国
の一部であった。7世紀以降、吉
備国が備前、備中、美作、備後に
分割され、そのうちの備前、備中、
美作が現在の岡山県となっている。

意工夫の込められた“逸品”として、
あるいはコンセプチュアルアート
に通じる問いかけのようにも感じ
られる、というコンセプト。岡山芸
術交流2016パブリックプログラ
ムで発行したオリジナルマップは、
眼（美術館エリア） / 鼻（西川エリ
ア） / 口（奉還町エリア）で構成し、
特設ウェブサイトにも連動。

木ノ下智恵子

企画編集

岡山芸術交流
オルタナティブマップ
ウェブサイト

木ノ下智恵子

企画編集

内海慶一
桑田奈美枝
軸原ヨウスケ

編集・執筆・デザイン

加瀬部敏志

デザイン

https://oasamap.jp/
https://goo.gl/maps/
ZFnrKNWDuiU8yMNc8 
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瀬戸内経済文化圏 
OPEN SUMMIT 2019 in 
岡山芸術交流2019
パブリックプログラム

共催企画

2017年より始動した、瀬戸内圏
域で活躍するクリエイターやアー
ティストを集め、各地の取り組み
を共有し、瀬戸内の未来を考え
る「瀬戸内経済文化圏OPEN 
SUMMIT」の3回目を岡山で開

催。出演者の活動紹介の後、ゲ
ストの特定非営利活動法人 岡山
NPOセンターの石原達也氏や、
SETOUCHI SEAWIND inc.
の小西智都子氏が岡山、香川で
の取り組みについて発表を行った。

10月14日［月・祝］ 18：00 – 20：00
CCCSCD
参加者  50名

岡山を超客観的に見られ

てよかった。瀬戸内の見立

てを変えていくのはどんど

ん流行らせてほしいです。

さまざまな事業のさわりの

部分を知れたことはよかっ

た。問題が共有できていな

い、ところは不満。

メンバーのみなさまがそれぞ

れ明確なビジョンとアイディ

アを持って交流されている

ことに大変興味を持ちました。

石原 達也
特定非営利活動法人 
岡山NPOセンター 代表理事

小西 智都子
SETOUCHI SEAWIND inc. 代表取締役

ゲスト
【アンケート】

アートから学ぶ
新たな視点と思考 
– Visual Thinking Strategy
で触れる岡山芸術交流2019

共催企画  岡山大学SiEED公開講座

岡山大学のSiEEDプログラム公
開講座として、旧内山下小学校の
作品を題材に、Visual Thinking 
Strategy（VTS＝作品の鑑賞を通
じて鑑賞者同士で意見を交わすワー
クショップ）を実施。オリエンテー

ション後、旧内山下小学校の作品を
「何が見えるか、何が聞こえるか、
何を感じるか？」についてメモを取
りながら1時間ほど鑑賞。その後、
グループディスカッションでシェア
し、グループごとに思考を深めた。

11月17日［日］ 13：00 – 17：00
岡山市民会館 103会議室
参加者  39名

いい意味で頭のなかがぐ

ちゃぐちゃになりました。

モダンでめずらしいアート

が本当に感激でした。ビジュ

アルだけじゃないアートが

おもしろかった。

フレームを外すこと、視座

の置き方、知的好奇心が刺

激されました。

山下哲也
岡山大学SiEEDディレクター / 
Sil icon Valley Venture 
and Innovation日本代表

講師
【アンケート】

出演者/ディレクター

原田祐馬
UMA/design farm

服部滋樹
graf

福岡：白水高広
うなぎの寝床

岡山：作元大輔
cifaka.inc 代表

兵庫：岩本順平
DOR

出演者
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アートとは「社会を映す鏡」といわれています。今を生きる
アーティストによる表現は、同時代性を色濃く反映した知性、
情報や技術に依るところが大きいです。それらを読み解く
鍵として“さまざまな現代”を探ることも有効ですが、もっ
と大きな流れ、つまり世界や人類や生物史に関する考察も
重要です。そこで、個々の“研究眼”という鍵を手掛かりに、
岡山芸術交流を多角的な観点で捉えるための思考や感情
を拓く機会として、考古科学、進化生物学、文化人類学の
三つの分野の専門家を招き、ゲストトークを開催しました。

Guest
Talk
ゲストトーク

考古科学編：
「古代オリエント」から知る
都市の成り立ち

ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵

約5,000年前、オリエント地域の都市で最古の文明が誕生しまし
た。都市出現に貢献した金や銀、銅とは異なり、都市成立後の社

会が生み出した人工物質ガラスは、「都市を映す鏡」と捉えるこ

とも可能です。

考古科学編では、不幸にも考古学研究に必要な情報を喪失し

た古代ガラスを「寡黙な美人」にたとえ、科学と考古学をあわ

せた画期的な研究を行っている、岡山市立オリエント美術館の

四角隆二さんをゲストに迎え、オリエント美術館に最先端のアー

トが展示される意味に迫りました。

10月27日［日］  14：00 – 15：30
岡山市立オリエント美術館 
地下講堂
参加者  30名

2002年3月青山学院大学大学院文学研究科史学専
攻博士後期課程中退、2002年4月より岡山市立オリ
エント美術館学芸員として勤務。専門は西アジア考
古学。主な関心は、鉄器時代におけるパイロテクノロ
ジー（火を使った技術）の進展と社会変容の実態解明。
近年ではサーサーン・ガラスに関する考古学上の問
題解明にも取り組み、放射光科学者や分析化学者な
どと共同で「寡黙な美人」の声に耳をそばだてている。

四角隆二
考古学者/
岡山市立オリエント美術館副主査学芸員

ホスト  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

37 考古科学編：「古代オリエント」から知る都市の成り立ち

55 進化生物学編：昆虫の生き残り術に習う創造的想像力

71 文化人類学編：「野生の思考」でアートをみる：自然・芸術・科学

37Guest Talk｜ゲストトーク



なぜ、オリエント美術館が

岡山にあるのか？

　岡山市立オリエント美術館（以下

オリエント美術館）について、よく

聞かれるのは、「なぜ岡山にオリエ

ント美術館があるのか」。また、最

近よく聞かれるのは、「なぜオリエ

ント美術館で現代アートが展示され

ているのか」。

　まず、岡山にオリエント美術館が

ある理由ですが、1967年に岡山市で、
「メソポタミア展」という大きな展覧

会があったそうです。当時はまだ平

和だった、イラクの首都バグダードか

ら約300点の考古美術品がやってき
ました。それを見て感激した岡山市

の実業家の方が、東京大学の先生か

ら、日本のオリエント考古学の研究

は始まったばかりで、欧米にずいぶ

ん遅れをとっていると聞かされます。

　そこで、イラクやイランへの調査

に同行させてくれたら、私が購入し

ますよという話になった。そうして集

められた約2,000点のコレクション
が岡山市に寄贈された結果、このオ

リエント美術館が設置されました。

考古学における「都市」の定義

　現在、岡山芸術交流の展示会場と

して、オリエント美術館で現代アート

が展示されていますが、僕は、オリエ

ント美術館こそ、現代アートが並ぶに

ふさわしい空間だと思っています。そ

こには、重要な二つのキーワードが

あります。「都市」と「アート」です。

　まず、「都市」とは何か。考古学者

の観点で都市を定義しようとすると、

食料生産に従事しない住民が大半

を占めていること。1次産業ではな
くて2次産業、3次産業従事者が大
半を占める空間、これを都市社会と

いいます。

　今から約5,000年前に最初の文
明がおこります。シュメール人の都

市に、ウルという都市があります。ウ

ルの遺跡は、神殿を中心に都市が形

成され、面積の約半分は神官などの

居住区域で、もう半分はいろんな手

工芸者が住んでいた。ウルの都市は

神を中心とする消費の場であって、

主な生産活動は都市周辺の村落で

行われ、神殿への貢納という形で消

費の場に提供されたのです。

　現在の世のなかでも、狭い面積に

人口が集中してくると、タワーマンショ

ンのような、居住空間を上に延ばさ

ざるを得ない状況が生まれています

よね。そこには人工的な景観が形成

されていて、そこに集まってくる構

成員というのは、食料生産に従事し

ていない。食料生産、つまり農業や

「メソポタミア展」
---
「メソポタミア展：美術の
誕生」1967年、東京国
立博物館を皮切りに巡
回展示され、岡山では岡
山県総合文化センター
で開催。

岡山市の実業家
---
学校法人岡山学園 
当時の理事長、
安原真二郎氏

東京大学の先生
---
東京大学名誉教授
江上波夫氏

シュメール人
---
メソポタミア南部に世界
最古の古代文明を築い
た民族。原住民ではなく、
来住したと考えられてい
るが、来住経路や時期、
言語系統は不明で、「シュ
メール問題」と呼ばれて
いる。スメル人とも。

漁業などの1次産業は、気候、環境
にすごく影響を受けるけれど、都市は、

人工的な、対人間関係のなかでいろ

んな活動を行う、極めて特異な空間

だといえます。

農耕を機に、期間の概念が生まれる

　辞書を参照すると、アートという

のは、何かを創造や表現しようとす

る人間活動そのものということです

から、美しいか美しくないかというよ

りも、何かを生み出そうとする、人間

らしく生きるために行う活動のこと

をアートというんだろうと。そのアー

トが生み出されるのは、やっぱり人

工的な環境の都市である場合が非

常に大きいと思うわけです。

　人間は、今から約1万年前に農耕
を開始します。これは人間にとって

一番大きな出来事です。農耕を開始

する以前は、ほかの生物たちとまっ

たく同じように、自然の恵みのなか

で生活をしていた。それが、今から1
万年ほど前に、西アジア、今でいう

とシリアとトルコの国境あたりで農

耕が始まったといわれています。農

耕や牧畜というのは植物や動物を

手懐けて、人間が利用しやすいよう

にその性質を変えてしまうことです。

　それまでは、野生の動植物に食

料を依存する生活をしていたので、

「目の前にあるもの」に反応する

能力が求められた。しかし、農耕・

牧畜が始まると、たとえば麦を植え

て収穫したとき、次の収穫ができ

るまでに、食糧を備蓄しておかな

ければならない。では、いつまで待

つのか。このとき、人間の心が大き

く変わりました。狩猟採集社会で

求められた一瞬の判断ではなく、

時間的思考・未来への想像力が求

められるようになった。つまり、時

間的にも空間的にも広い視野で物

事を考えられる人だけが生き残れ

るような社会に変化したのです。

　農耕・牧畜の始まりは、地球の氷

河期が終わり温暖な気候となる、間

氷期を迎えた時期と符合します。た

だし、「寒の戻り」のようなものが何

度もあり、食糧生産を始めたばかり

の人々のなかには飢餓に陥ったり、

狩猟採集社会に逆戻りした村落が

あったことも、考古学的には知られ

ています。だけどそれを乗り越えて

農耕を続け、長いスパンで物事を

考えることができるようになった人

たちが生き残った。僕らは、その子

孫なんです。

　現代社会を生き延びるために必要

な「広範な知識」「長期にわたる思考」

は、約1万年前に西アジアで試行錯
誤が始まった農耕・牧畜社会の確立

をきっかけとしているわけです。
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模様のついた土器の出現　

　長いスパンで思考できる人だけ

が生き残れるようになったころから

もう一つ、特徴的なものがあります。

今から約9,000年前に出現した、彩
文（さいもん）土器です。土器は、何

かを収める容器、実用品として生ま

れました。その数百年後に生まれた

彩文土器は、実用の器でありながら、

絵が描いてあった。しかもその描き

方が尋常ではなく、絵を目立たせる

ために、下地に白い化粧土を塗り、

その上に赤と黒色の土でコントラス

トが高く描かれていたんです。

　たとえば、イラン南西部スーサ遺

跡出土土器には、自然界に存在しな

い非常に精巧な幾何学的パターンが

描かれていました。心のなかでイメー

ジした図柄が、他人の心に訴えかけ

ることを目的として描かれているのが、

大きな特徴です。今から約9,000年
前に、実用的な用途よりも、他人の心

に訴えかける機能が重視された土器

がすでに存在していたんですね。

ガラスの登場が、

人の心に変化をもたらした

　人間は、都市の成立以前から金・

銀・銅・鉛などという金属を、鉱物か

ら抽出して使っています。ところが

ガラスだけは、自然界に存在しない

素材です。ケイ砂とアルカリ、カル

シウムなどを含む原料をブレンドし、

高温で加熱、熔かすことででき上が

るガラスは、自然界には存在しない、

まさに人間がつくり上げた物質です。

ガラスが実用化されたのは、今から

4,000年ほど前の、紀元前2,000
年ごろ。それは、都市が成立した後

の出来事なので、鉄とガラスは、都

市が必要とした物質だと見ることが

できます。

　この状況がさら大きく変わるのは、

おそらく産業革命以降です。物質的

に見ると、西アジアで鉄器時代を迎

える、今から3,500年ぐらい前に実
用化されたさまざまな素材を使って

人間は生活してきた。この、鉄器時

代に入り込む社会変化は、人間の心

に大きな変化をおこしています。

　先ほど、長いスパンで思考ができ

る人のみが生き残れるようになった

といいましたが、3,500年前を境に、
現実には存在しない精霊や空想動

物などが視覚化されるようになりま

す。人間が「見えない世界」につい

て、2次元化、3次元化して表現する
力が飛躍的に高まるのが、ちょうど

このガラスの出現、鉄器の実用化に

なるのとほぼ同じ時期なのです。

考古資料的価値と

美術的価値のちがい

　オリエント美術館の所蔵品には、

製作年や地域が記載されていますが、

これは、私たち学芸員が付けたもの

なのです。つまり、これは僕らの見

解でしかない。なぜなら、考古学者

が発掘した遺跡から出土したもの

ではないため、確実な年代がわから

ないからです。だから、学芸員はほ

かの遺跡から出土した同じような模

様、同じようなつくり方をしたもの

と比較して、地域や年代に関する

見解を述べているのです。だから括

弧付きの「美術品」として、見た目

に美しい以上の理解はほとんど不

可能だということで、考古学研究に

はほとんど寄与できないのが、「考

古美術品」です。

　今から約3,500年前にメソポタミ
アで、地球上で初めてのガラスの

器が出現しました。実は、現在使わ

れているガラスと、成分組成の配

合比率がほとんど同じなんですね。

ケイ砂とアルカリ、カルシウムを混

ぜて、熔かし固めるというのは、現

代もまったく一緒の配合比率で行わ

れています。

　5、60年前から、ガラス研究の領
域においては、化学分析が進んでい

て、時代によって基本的な成分のレ

シピは同じだけど、融剤に使った鉱

物の違いで、もう少し詳しい年代を

出すことができるとわかっていました。

　なぜそれが実用化されなかったの

か。たとえば、オリエント美術館の所

蔵品はすべて、美術品として見られ

ているけど、それ以前に、岡山市の

資産台帳に掲載されている市民の

財産であり、文化財として状態の変

化は極力避けかったからです。

　これまでの化学分析は、化学者が

切片をとってプレパラートにしたも

のを分析することで性質がわかると

いうものでした。しかし、文化財を損

傷するようなことはできない。私た

ち学芸員は、収蔵品をこの先もずっと、

状態を変えずに保管し続けなければ

ならない義務があります。だからこ

れまで、重要な資料であればあるほ

ど分析されなかったんです。

　収蔵品の大半は、いわゆる盗掘品

であって、本来、どういったものなの

かわからないものです。私たち学芸

員が調査研究をする最大の理由は、

何者かわからないものに名前を付け

てあげて、いつのものか教えてあげ

ること。その記憶を取り戻してあげ

ることです。僕はそれを「寡黙な美人」

と呼んでいます。すごく魅力的な人

だけど、すました人たちから、どうす

れば声を聞き取ることができるのか。

　それで私は、目に見えない分析化

学の人たちと一緒に仕事をするよう

になりました。

自然界に
存在しない素材
---
マグマが急冷され、非晶
質のままガラス状になっ
た、火山ガラス（黒曜石）
は存在する。ただ、その
ものを削って石器などに
用いられるなど、溶かし
て別のものにつくり変え
られて使われる行為は
確認されていない。
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　寡黙な美人の声に耳を傾ける

　その一例として、私がこの十数年

研究しているサーサーン朝のガラス

についてお話したいと思います。代

表的資料は、正倉院宝物「白瑠璃椀

（はくるりのわん）」。これは、イラン

北部ギーラーン州で出土するといわ

れているガラス容器に似ています。

ギーラーン州はサーサーン朝の北方

辺境領域であることから、これはサー

サーン朝ペルシャのガラスだといわ

れています。ただ、正倉院宝物は宮

内庁が管理しており、容易に調査で

きないので、見た目から、サーサー

ン朝のガラスだとされているのです。

　それから、福岡県の沖ノ島で出土

したガラスの破片も、ペルシャのガ

ラスだといわれています。その根拠

とされているのは、オリエント美術

館の収蔵品です。側面にたこの吸盤

のような突起を削り出しており、大

きさ装飾ともにオリエント美術館とそっ

くりです。後でお話しますが、オリエ

ント美術館の収蔵品はすべて詳しい

分析をして、確実にサーサーン朝の

ものだとわかっていますが、沖ノ島

出土の資料は分析されていません。

　オリエント美術館をはじめ、博物

館に収蔵されているこの時代のガラ

スの大きな問題は、遺跡から出土し

たものが非常に少なく、いわゆる盗

掘品が多いことです。これらは美術

的に優れたカタチをしており、イラ

ン北部の古墓から出土したと伝えら

れていることから、ペルシャの宝物

に違いないなどと語られてきましたが、

実際にはよくわかっていないのです。

成分組生分析の発展

　サーサーン朝のガラスを研究する

上でもう一つ問題なのは、同じくサー

サーン朝の領域であったメソポタミ

アの都市遺跡出土品です。

　困ったことにイラン北部から出土

したガラスと比べてみると、破片ば

かりでカタチが似ているものが少な

い。だから、直接には比較できなかっ

たんです。さらに重要なのは、「ペル

シャのガラス」といわれてきましたが、

このカタチは、同じころにもっと西側

のローマ帝国でつくられていたロー

マ・ガラスとカタチがすごく似てい

る。見た目だけでは区別することが

できなくて、長い間、詳しいことがわ

からなかった。しかし近年、成分組成

分析を手掛かりに、よりいろんなこ

とがわかるようになりました。

　ガラスの主成分はシリカで溶解さ

せるには1,300℃もの高温が必要
です。融点を下げるためにいろんな

融剤を使うのですが、その融剤の違

いでつくられた時代や場所が推定で

きるようになったのです。オリエント

美術館では、ＳＰｒｉｎｇ－8という世
界最大の放射光施設でも所蔵品を

分析し、含まれているさまざまな元

素を調べました。その成分組成を比

較検討することで、どこでつくられ

たガラスなのかが推測できるように

なりました。

　僕たちが普段使っているガラスと

いうのは、ソーダ石灰ガラスという、

シリカにアルカリと石灰を混ぜたも

のです。シリカに融点を下げるアル

カリを混ぜただけだと水分に弱く、

安定剤として石灰を混ぜます。

　古代西アジアのガラスのアルカリ

源は二つあって、一つは植物灰です。

　これは、西アジアで最初につくら

れたガラスのレシピで、以降もずっ

と現代のイラクやイランで使われて

きました。植物にはカリウムやマグ

ネシウムがたくさん含まれています、

燃やした灰にもマグネシウムとカリ

ウムが含まれています。

　もう一つ、エジプトでは、紀元前

10世紀ぐらいから、紀元後の6、7
世紀ぐらいまで、ナトロンという天

然鉱物を融剤として使っていました。

こうした元素に着目して成分組成を

検討することで、ガラスの出自に関

する情報を得ることができるのです。

　3～7世紀、ユーフラテス川より東
の地域を支配したサーサーン朝のガ

ラスは、植物灰を使っていて、同じ

ころの地中海沿岸のローマ・ガラス

がナトロンを使っているのは、先行

研究でわかっていました。なので、見

た目で区別の難しいサーサーン・ガ

ラスとローマ・ガラスを区別するこ

とができるのではないかということ

で、オリエント美術館の所蔵品を分

析してみました。すると見た目でサー

サーン・ガラスとされている資料は、

やはり植物灰が起源のマグネシウム

とカリウムのピークが強く、それらは

メソポタミア、イランのガラスだろう

ということがわかる。

　それから、当館所蔵の楕円形のカッ

トを持つビーカーは、古美術商から

購入しました。これもいわゆる盗掘

品で、購入時に4世紀ごろのイラン
のものと聞かされており、7、8年前
まではサーサーン朝のガラスとして

展示していました。でも分析してみ

ると、ローマ・ガラスの特徴的な成

分データが出てきて、今はローマ・ガ

ラスとして展示しています。

　もちろん、これまでと変わらずに

その時代のものだと証明されたもの

もあります。たとえば、大原美術館

所蔵のルノワールが実はゴーギャン

の作品でした、なんてありえないじゃ

ないですか。ところが僕らの世界では、

非破壊で分析
---
蛍光X線分析は、X線を
照射したときに放射され
る蛍光X線を測定し、元
素の組成や量などを検出
できるため、形状などに
も制約なく非破壊で分析
できる特徴を持っている。

「シリカ」
---
二酸化ケイ素の通称。
化学式SiO2

「ＳＰｒｉｎｇ－8」
---
理研が保有し、兵庫県に
ある世界最高性能の放
射光を生み出すことがで
きる大型放射光施設。放
射光とは、電子を光とほ
ぼ等しい速度まで加速し、
磁石によって進行方向を
曲げたときに発生する、
細く強力な電磁波のこと。
（ＳＰｒｉｎｇ－８公式ウェ
ブサイトより）
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こういうことがときどきあるんです。

　考古学情報をなくしてしまったガ

ラス製品であっても、分析化学者と

共同研究することで、その出自がわ

かることはわかっていたのですが、

資料に傷は付けられない。ところが

近年では非破壊で分析できるように

なった。考古学者が分析化学者と一

緒に仕事をするとことで、難しい問

題も解決できるという時代になって

きたんですね。

　サーサーン朝というのは、3世紀
から7世紀まで400年近くあります。
最近の研究で、その間にもガラス

の成分組成に変化が見られること

がわかってきました。ガラスの着色

というと、後から鉱物などを添付し

て付けるんですが、サーサーン朝の

ガラスは、基本的に着色されてい

ないという特徴があります。ガラス

に不純物として含まれている鉄イ

オンの状態と、鉄の量だけで色が違っ

て見えるのです。

　すなわち、分析装置で検出され

た重元素は着色剤に由来すること

はなく、主原料である「砂」に由来

します。砂に含まれている重元素と

は、土壌に起源するものです。土壌

に含まれる重元素は、地域によって

異なることがわかっているので、ガ

ラスに含まれる重元素に着目する

ことで砂の採取地の違いを検討す

ることができます。

日本に運ばれた

ガラスのルーツはどこに

　歴史の教科書に、シルクロード沿

道各地からサーサーン朝のガラスが

出土されたと書いてあったと思いま

す。実際に中国では、こういうペルシャ

風のガラスが幾つも出ていて、サー

サーン朝から日本までやってきたと

いうことが想定できる。だけど、これ

らは本当にペルシャでつくられてい

たのでしょうか。有名な正倉院宝物

は貴重さゆえに、簡単には調査許可

を得ることができません。試行錯誤

するなかで、京都市上賀茂神社境内

で採集されたガラス容器片の調査

許可をいただきました。

　まず、サーサーン朝、あるいはそ

れ以前のパルティア時代のものかも

しれないと長くいわれていたガラス

容器と、正倉院と同じ6世紀ぐらい
のものじゃないかといわれていたガ

ラス容器の分析結果を比べると、成

分に明らかな違いがあった。これに

より、見た目だけじゃなく、成分組成

から年代がわかりそうだということ

になりました。

　上賀茂神社の境内出土品を見て

みると、イラクのキシュ遺跡から出土

した破片の組成データと同じグルー

プであることがわかった。つまりこれ

は確実にペルシャ帝国から運ばれて

きたもののようだと。こうした研究か

ら、5、6世紀には西アジアでつくら
れたガラス容器がシルクロードを運

ばれ、日本にまでやってきたという

事実が、化学的に証明されました。

　考古学と分析化学の共同研究によっ

て、「寡黙な美人」の身の上話が聞

こえるようになってきたおかげで、

調査が積極的に進められるようにな

りました。

銀器とガラス：異なる文化

　ガラスが新しい素材として生まれ

たばかりのころは、価値の高い宝石

の模造品として使われていました。

次第に、透明感があってきれいであ

るとか、光を通すというようなガラ

ス特有の性質が理解されて、ついに

は別の用途を獲得していきます。出

現当初は、割れやすいという欠点の

ために、古代のガラスは、宝石や金

属の模造品以上の価値は持たなかっ

た。こういう場合、同じ時代の高級

品であった銀器など、金属器のカタ

チを模倣していることが多いのです。

　しかし困ったことに、サーサーン朝

の銀器に似たカタチのガラスの器が

まったく見当たらない。逆に、正倉院

宝物に納められている円形切子のよ

うなカタチをした銀器も見当たらな

いんです。

　たとえば銀器には、ゾロアスター

教に関する図柄など具象的な文様

が施される場合が多いですが、ガ

ラス容器には具象的な図柄は見ら

れません。もし、ゾロアスター教徒

の儀式に用いられるような高級食

器が銀器だとしたら、ガラス容器は

まったく違う用途に用いられたの

ではないか。

　これはまだ断定にはいたっていま

せんが、同じ領域に住んでいても、

社会的地位、あるいは民族によって、

使っていた食器が違ったのではない

かと考えています。

「ペルシャの宝」は、

メソポタミアでつくられた

　2、30年前の本を読むと必ず、正
倉院に納められる円形切子椀は、大

変貴重なペルシャの宝で、はるばる

日本へやってきたものなどと書かれ

ていました。しかし、大英博物館や

オックスフォード大学のアシュモレア

ン博物館に所蔵されている、今から

100年ぐらい前に発掘されたイラク
の遺跡から出土したガラスの破片を

たくさん調べた結果、わかったこと

があります。

正倉院と同じ
6世紀ぐらいのもの
---
白瑠璃椀と同じタイプの
円形切子椀

ペルシャ帝国
---
サーサーン朝の支配領
域は現代のトルコ東部、
イラク、イラン、アフガニ
スタン、トルクメニスタン
などを含む地域。都はク
テシフォン（現イラク）に
所在するなど、サーサー
ン朝ペルシア帝国の政
治的な中心はメソポタミ
アだった。
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　サーサーン朝の都市遺跡は、現在

のイラクにあります。そこでは必ず

といっていいほど、正倉院と同タイ

プのカットガラスが出土するんです。

中央アジアから日本にやってくる間に、

「宝物」になってしまったけど、実際

はそれほど珍しいものではなかった

んですね。

　これまで、ペルシャ帝国から渡っ

てきたガラスなので、今でいうイラ

ンでガラスがつくられていると思わ

れていましたが、先ほどの重元素に

着目した研究では、砂採取地はメソ

ポタミアだったと考えられます。つま

り、メソポタミア（現在のイラク）で

つくられたガラスなんです。サーサー

ン朝の支配民族はペルシャ人だけど、

政治の中心はメソポタミア、今のイ

ラクにあった。イラクの都市でつくら

れたガラス製品が拡散していったと

考えられるんです。こういう都市的

な工芸品は、その領域のなかでも一

番都市化が進んだエリア、すなわち

メソポタミア（イラク）でつくられた

んだろうというのが最新の見解です。

　政治と文化は一貫しない

　サーサーン朝のガラスの器形は、

大きく三つにわけられるんです。小

型の香油瓶とワイングラスのような

台付きのカップ、ピッチャーのような

もの。基本的には、お酒を飲む道具

と香油を楽しむための道具です。そ

れ以外の用途の道具がないところ

を見ても、やはり特定の文化と関係

しているんじゃないか。

　これらは、サーサーン朝の都市に、

地中海沿岸から流入してきたオリー

ブオイルやワインの消費のために使

われた道具だった。このなかの一部が、

東アジアまで運ばれてきたと考えら

れるんです。

　地中海沿岸特産のオリーブオイル

やワイン。これがユーフラテス川を

越えて、サーサーン朝ペルシャの都

市にやってきた。

　なぜ都市と断定できるかというと、

農耕村落と都市の大きな違いがあ

るからです。都市というのは、匿名

で生きることができる。農耕村落は、

出自や由来が重要です。地中海沿

岸にいられなくなった人たち、キリス

ト教徒やユダヤ教徒を想定していま

すが、サーサーン朝の都市に流れつ

いたのではないか。

　サーサーン朝のガラスの大半は、

ローマ・ガラスのレパートリーとして

つくられた器種のなかで香油瓶と、

お酒を飲む容器だけが抽出されて、

サーサーン朝の領域でつくられてい

るというところを見ても、これは、地

中海沿岸の文化を享受するための

ものだったのではないか。

　政治的には、サーサーン朝とロー

マ帝国は、とても仲が悪かった。サー

サーン朝初期の皇帝シャープール１

世は、ローマ皇帝のウァレリアヌス

を捕虜として捕え、命乞いをさせて

いる姿を岩壁に巨大なレリーフとし

て描かせているんですよ。それほど

政治的に反目しているにもかかわら

ず、ローマ文化を享受するワインと

香油、あるいはオリーブオイルをた

しなむなんていうことを本当にする

のだろうか。

　メソポタミアの領域において、油

といえばごま油、それからお酒とい

えばビールでした。でも、3世紀から
6世紀にかけてメソポタミアではご
まが大豊作で、ごま油がいっぱいで

きたという記述はどこにもないし、

たくさん麦がとれて、ビールをたくさ

ん飲んだというような記録はまった

くない。だけど、地中海沿岸から、ロー

マへそういったものが運ばれていた

という記録はたくさん残っている。

　政治的には反目していても、いい

ものはいい。政治的な部分と、民衆

の文化部分においてはまったく違う

ことがおこっていた。よく似た例とし

て、現代のアメリカとイランに見て

取れます。イランの人々がアメリカ

ブランドのジーンズを穿いて、アメリ

カにルーツのあるジュースを飲んで

いたりする。政治的に反目していて

も、都市文化が生み出すみんながお

いしいな、きれいだな、うれしいなと

思うものが地域を越えて広がる様子

は、今も昔も一緒だったといえますね。

　都市の発展が創造性を育んだ

　麻や革など、自然の素材をそのま

ま使ってつくられる工芸品の製法や

織り方は、縄文時代からさほど変わっ

ていません。一方、鉱石から金属を

取り出すときには、火を用いる技術、

冶金術（やきんじゅつ）が重要になっ

てきます。都市ができ上がった約

5,000年前を境に、使用範囲が変化
していくんです。

　たとえば、青銅器時代から鉄器時

代の移行に2,000年もかかった最
大の理由は、1,000℃を超える高
温を操ることが非常に難しかったか

ら。さらにガラスでは、温度をゆっ

くり上げて、特定の温度で止めて、

ゆっくり冷ますという高温を自在に

コントロールする必要がある。焚火

で出せるのは1,000℃まで、それ
以上の高温を得るには窯が必要で

すが、1,000℃を超えると窯壁が保
たなくなってくる。だから、耐火度の

高い窯壁をつくることができるよう

になって初めて、鉄とガラスが生ま

れたんです。
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た事実を明らかにしてくれるのだと

如実にわかりました。

　そして、都市とは何か、という点

がとても興味深かったです。都市と

いう概念が当たり前になり過ぎて

いて、考えもしなかったことが多く

あると思いました。近代化以降、都

市化が進み平均化された日本の地

方と中心市街地では、経済や人の

集中に差はあるものの生活レベル

や文化度などにはあまり差がなく、

ほぼ都市化している、都市的文明

であることが当たり前になり、それ

で何か硬直している昨今なのかな

と。四角さんから見て、現代美術に

おけるわけのわからなさの意味も

含めて、それらが私たちへもたらす、

何かの鍵の開き方とかを感じられ

ることはありますか。

四角 オリエント美術館で現代美術
が展示されることは、非常に意味が

あるなと思います。美術は「美と術」

と書きますよね。美しいって、たぶん

整理整頓されたものを指す場合が

多いんじゃないかと思うわけです。

だから美術も、どこか整頓されてい

るものというイメージを持ってしま

いがちなのかなと思います。だから

今回は、あえて「アート」という言葉

を使いますが、アートは心のなかに

あるものを外に出す、視覚化するこ

とだと思っています。

て、自分の影響力を他者に及ぼす過

程で上下関係をつくり出していく。

その舞台となる人工的な空間「都市」

で生み出される「甘い蜜」にどんど

ん人が吸い寄せられていく……。

　これで今日のお話を終わりにさせ

ていただきたいと思います。どうも

ありがとうございました。

質疑応答

現代アートは

心のなかを外に出すもの

木ノ下 とても興味深いお話しの数々
でした。オリエント美術館が歴史的

なもの、文献的史実に基づいた分析

が、化学で紐解いてみると、全然違っ

た結果だったと。また、歴史は人によっ

て創られるものといわれることもあ

りますが、それを化学的に分析する

ことによって、正しい情報と、この世

界がどういう理屈でつくられてきたか。

科学は真理を追求する学問ですが、

相反するように見えても、実はそこ

に都市が、王族が使っていたものが

文化や歴史やイデオロギーを超えて、

違う地域でも同じように認めあって

いる。政治と文化は別だとよくいわ

れますが、この時代からすでにそれ

が明確に示されていた。その証とし

てオリエント美術館に数々のものが

保管され、私たちの目の前に、そういっ

　また、金属やガラスの原料を産出

する地域は偏っていて、どこでもつ

くれるわけではないので、専業的に

生産する人と消費者にわかれる。そ

ういう役割分担、専業化が進んだ

果てに都市があります。食糧生産に

従事しない人が大半を占める都市

の社会は、役割分担が明確な社会。

　ルールが明確な社会という前提

で世のなかを見てみると、人間の思

考が反映されたものがどんどん生

み出されている。都市は、人間にとっ

て有益なもの、楽しくて嬉しいもの

をどんどんつくり出していくことが

できるところです。都市という、い

わば人工的な空間の住人たちは、

創造力が発達して、精神世界が豊

かになった結果、社会は人間らしさ

を増してくる。

　今回、オリエント美術館に現代アー

トが展示されています。考古学者と

しては、どうしても対象を工芸的な

目で見てしまうので、素材などにば

かり注目してしまうんですが、ああ

いう作品は、やはり都市で暮らす人

間生活から生み出されたものだなと

思います。

　都市と農耕村落の生活での大き

な違いは、ストレスの原因が特定で

きるかどうかです。たとえば、人から

悪口をいわれても相手に対抗できる

けど、決壊した川に文句をいっても

対抗できるわけじゃない。都市のな

かでおこるそうした問題を、地球上

で最初に経験したのは、5,000年前
に都市に定住したシュメール人です。

　僕たちは、シュメール人がつくり出

した都市をさらに発展させ、約3,500
年前に確立された都市システムの

なかで生活していて、今でも彼らが

生活基盤にいます。だから古代の都

市生活者がつくり出したものを見て、

用途が想像できるものは、当時も今

と同じように使われていたということ。

　すなわち、そのころと同じ社会生

活があったといえるでしょう。技術は

日々変化しているけど、そのルーツ

は、1万年前に自然から飛び出した
生活をしようという大きな画期があっ

て、その次の画期は、5,000年前に
都市ができ上がったこと。

　都市は人間そのものなので、人間

がたくさん集まると、そのなかで影

響力を及ぼそうとグループをつくる

人が出てくる。そして都市同士がグ

ループをつくり始めて、領域国家が

でき上がる。さらに国家間に序列が

生まれ、帝国システムが機能し始める。

ほかのものを下に組み込むことによっ

て、より自分が上にあがっていく。結

果として、この社会で自律的に社会

的地位が上昇することはあまりなく
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木ノ下 彩文土器は、用途ではなく、
あえて視覚的なメッセージを伝えて

いるということでした。日用品に美

的な感覚を投影させるということは、

私たちのDNAに備わった欲望の発
露だったのかなと思いましたがいか

がでしょうか。

四角 あれは表現欲求というより、
集団の構成員であるということの

再確認行為だと思っています。土器

の模様は、いわばシンボルというか、

特定のエリアで同じものが繰り返し

使われる、再生産されるんですね。

　土器のデザインが変化するのは、

現代の婚姻で別の地域の人同士が

家族になることで、料理や生活習慣

が変化していくことと似ていると考

えられます。

　今から5,000年前に文字が発明さ
れます。強力な意思の伝達手段、共同

体の再確認行為の最たるものとして

文字が出現することで、彩文土器は

突如消えてしまうんです。そのあとの

土器は急速に精彩を欠いてしまいます。

それは、表現の仕方が変わった、土器

で表現をしなくてもよくなったからだ

と考えられる。土器に模様を描くとい

うのは、文字がない時代に、同じ文化

を共有している集団だということを

再確認するためのシンボルだったと

いうのが、適切な見方かなと思います。

思いました。アーティストは、自分

であることを表明せざるを得ない

生き方を、あえてしています。

　作品によって表明されることもあ

れば、自身の活動によって表明され

る場合もある。そういった意味でも

変わってはいますね。名乗り出て、

しかも批判にさらされて。すごく特

異な状況と存在であるのかなと、

今日、あらためて思いました。

四角 匿名的に生きられる空間で、
自分の名前を記名的にしなければな

らない。息苦しさを感じながら、それ

をよりよくすることを希求した、希有

な人種がアーティストという人たち

なのだと思います。名前を出すのは、

極限まで到達したことの、カウンター

パンチみたいな感じなのかなと思い

ます。私たちも、生活のなかで強い

ストレスを感じている。でも、それほ

どの自覚がないかもしれない。アー

トを見て、私も同じことを考えたこ

とがあるなと思う人は、実は、同じく

らいのストレスを感じていたのでしょ

うね。やはり都市で生きるのは、非

常にしんどいことです。だから、山を

見て、ああ気持ちいい、すがすがし

い気分になるというのは、そういう

ことなんじゃないでしょうか。

表現欲求は人間の

根源的なものなのか

感できるかもしれない。自分も同じ

局面にあったら、それは役に立つか

もしれない。

　僕は、現代アートを見てわからな

いなと思う人は、その方の生活がハッ

ピーだからなんじゃないかと思うん

です。アートって、止むに止まれぬ思

いで、自分を吐き出しているものだ

とすると、止むに止まれぬところま

で追い込まれていない、すなわち、

精神的に安定したハッピーな状態と

いえるのではないかと。

　ほかの動植物のように、環境に対し

て身体ごと変化させてしまうのではな

く、人間という限界のなかで、いろん

な生き残り方をしている僕らの文化

のなかに、アートはある。最先端のアー

トと、理想と現実のギャップのなかで

感じた強烈なストレスを吐き出したも

の。上手に言語化したり、視覚化・造

形化することができるアーティスト以

外の人は、そういうのが吐き出せない

から、カラオケや、酔っぱらうまでお酒

を飲んでいるんじゃないでしょうか。

アーティストという特異な生き方

木ノ下 確かにアーティストって、何
を考えているのかわからないとい

われがちかもしれません。先ほど、

都市の匿名性によって生きること

ができるという話も、特徴的かなと

　古代の人たちを見ていても、都市

生活ってすごくストレスが溜まるも

のなんだろうなと思うわけです。現

代の人がカラオケに行く、趣味で工

芸品をつくる人が増えているのは、

それでストレスを発散させているん

だと。アートは、それと地続きだと思

うんです。でもそれを、美醜の価値

観で見てしまうと、途端によくわから

ないものに思えてしまう。だから本

来は、他人が吐き出したものを、ちゃ

んと受け取ってみようという姿勢が

必要なのかと思います。そういう前

提で見ると、いろんな人たちがつくっ

たものについて、こんなふうに感じ

たんだと思えるから。

　人間とほかの動物との大きな違い

は、動物は、環境に適応するために

体ごと変化させている。北極に住ん

でいる鯨は、たぶん南太平洋では生

きられないと思う。だけど人間は、ア

メリカに住んでいる人も東南アジア

に住んでいる人も、カタチは一緒じゃ

ないですか。先天的に与えられた生

物学的特徴ではなく、後天的に獲得

した「文化」によって人間は生き残

ることができている、極めてまれな

生物だと思うんです。その前提から

すると、アートは、たとえば何かに怒

り、行き詰まったりしたときの心のな

かを視覚化・造形化したもの。もし、

自分が同じ問題に直面したとしたら、

だれかの吐き出した「アート」に共
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　コレクターの安原さんは、コレク

ションを始めて約2年で1,000点ほ
ど収集され、その当時、日本最大の

オリエント分野のコレクターになって

いました。そのお披露目の展覧会に

三笠宮殿下が来場されて、ぜひミュー

ジアムをつくりなさいといわれたこ

とも、美術館創立の大きな要因になっ

ているのです。

　殿下は、戦時中に陸軍将校として

南京に赴任していました。そこでの

日本人の態度や振る舞いが目に余

るものだったと、本に書かれていま

す。敗戦にいたる日本人の行動の背

景に、異文化への想像力の欠如があっ

たのではないか、とお考えになられ

たようです。だとすると、ユダヤ教、

キリスト教、イスラム教を育んだオリ

エント地域の歴史や文化を知ること

は国際社会に復帰する日本にとって

求められているのではないか。

　また、戦時下、軍部のいいように

書類が書き直される様子を目の当た

りにしたことから、紙の記録ではな

く、土のなかから現れる土器や生活

用具などから過去を紐解く考古学に

関心を深められました。意識的・無

意識的な行動の結果としての考古

遺物から復元される歴史こそ、真実

のヒトの歩みではないか、と。西アジ

アやエジプトの考古学というものを

みんなに広めることによって、多く

　最初に収集方針をもって古物商に

あたっていくと、それを聞いた古物

商が、それに見あったものを持って

くる。サーサーン・ガラスが高級品で

あるというイメージが語られがちな

のは、その収集方針が古物商側に伝

わってしまって、古物商が博物館の

好むような資料を持ってくるんですね。

結果として、あるべき過去がつくり

上げられていく。これだけは避けたい。

　私が、歴史科学者として、サイエ

ンティストとして歴史を見ようとする

のは、そういうことを避けたいとい

うのがあって。だから歴史家の立場

としては、鑑賞者が見たいように見

てもらってもいいといっているアーティ

ストの方も、何か意見をいわれた方

がいい気がします。

木ノ下 美術的価値と博物館の資料と
しての価値には大きな違いがある。

日本では同じように扱われがちです

が、実際は極めて異なる性質を持っ

ているということが、今回のお話し

でよくわかりました。

オリエント美術館設立の

もう一つの経緯

四角 オリエント美術館創立の経緯
は、岡山市にコレクションが寄贈さ

れたことだとお話ししましたが、実

はもう一つ別の話があります。

析を通して、ガラスの製作過程を分

解して調べようとしています。だから、

つくっている過程から見ることがで

きたら、みなさんもっと愛着を持つ

ことができる、まさに我がまちの芸

術交流だと思ってもらえるんじゃな

いでしょうか。

美術的価値と博物館資料の違い

木ノ下 制作過程は見られたくない、
というアーティストの心情もあるで

しょうから、難しいところですね。

そこには、自身が生み出すものに

対して、勝手な誤読を含めて、いろ

いろな解釈が生まれることに期待

しているようなところがあるのかな

とも思うんですが。

四角 僕ら考古学者としては、それ
は排除したい立場にありますね。

勝手な誤読をされて困ることがた

くさんあるので。僕が分析化学者

たちと一緒に仕事をするようになっ

たのは、考古学とか文献史学って、

解釈の仕方で同じもののバリエー

ションが広くなり過ぎてしまうこと

があるんです。

　たとえば、サーサーン朝のガラスに

対する誤解が大きいのは、博物館の

資料に、大きく二つのバイアスがかかっ

ているからです。それは「博物館の収

集方針」と「古物商による選別」です。

岡山芸術交流について

木ノ下 芸術行為に紐付けるわけでは
ないのですが、こうした地方都市で

芸術文化の事業をするときに生じる、

地元との関わりの幅があると思います。

　岡山芸術交流では、そうしたいわ

ゆる地元文脈的なことはあえて超越

して、世界最先端のアーティストが選

ばれ、他者の目線で岡山の状況を見

て、作品が成立しています。こうした

地元対応などの課題解決やストレス

とは違うレベルでアーティストが訪れ

て作品を制作することに関して、先

ほどの都市間の交流や、新しい分析

化学との協力ということから、重要

性を見出すことができるのではない

かと思いました。いわゆる「地元」に

ついてや、外部からやってきた人が

何かする、創造行為をするというこ

とに関して、いかがお考えでしょうか。

四角 確かに、地縁のない人たちが
いきなりやってきて何かやってると、

おもしろくないと思う人たちもいるか

もしれません。でも、たとえば、みんな

が制作過程を見られると、作家が気

を付けていることや、どこに問題意

識を持っているかなどがわかりますよ

ね。成果物だけだと、そこまで想像力

を働かせて見ることはできないので。

　僕は今、ＳＰｒｉｎｇ－８を使った分

三笠宮殿下
---
三笠宮崇仁親王（1915-
2016）昭和天皇の末弟。
戦後、古代オリエント史
を研究し、数多くの論文
や著を発表。日本オリエ
ント学会を創設、名誉会
長、岡山市立オリエント
美術館名誉顧問などを
歴任していた。
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の人にそういった歴史の理解、科学

的な歴史を再構築したいというのが

殿下の発想だったようです。

　ということで、オリエント美術館が

でき上がったのは、そういう背景も

あるというのを理解しているなかで、

僕はできるだけ、科学的でありたい、

と思っています。

木ノ下 いろんな意味で、都市をつく
り出す、モノたちの存在から真実や

事実を証明していくというのが考古

学、ひいてはオリエント美術館の方

針としてある。一方、現代美術は、真

実や事実といった正誤性だけではな

進化生物学編：
昆虫の生き残り術に習う
創造的想像力

ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵
11月3日［日］  16：30 – 18：00
サウダーヂな夜
参加者  25名

生物が地球上に誕生して以来、長い時間を経て変化・展開し

てきた仕組みを説きあかす「ダーヴィンの進化論」でも知られ

る進化生物学。

進化生物学者として昆虫の「死んだふり」や「繁殖戦略」といっ

たさまざまな究極の生き残り術について研究を行う宮竹貴久

さんをゲストに迎え、アートとサイエンスの類似点に迫りながら、

私たち以外の生物から多様性を知ることで、自身のあり方を見

つめ、他者への想像力を広げることの意味や本質について語

りあう機会となりました。

1962年大阪府生まれ。健全な昆虫少年から沖縄へ、
琉球大学大学院農学研究科修了後、沖縄県職員と
して10年以上働きウリミバエの根絶の研究に取り
組み、現在は昆虫や小動物の行動・生態・進化につ
いて研究を続ける。著書・編著に『したがるオスと嫌
がるメスの生物学』（集英社新書）、『生命の不思議
に挑んだ科学者たち』（山川出版社）、『「先送り」は
生物学的に正しい 究極の生き残る技術』（講談社+
α新書）、『恋するオスが進化する』（KADOKAWA
新書）など。昆虫学土曜セミナー世話人。

宮竹貴久
生物学者 / 
岡山大学環境生命科学研究科教授

ホスト  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

く現代を生きるアーティストの想像

力において生み出された芸術行為

である。今回の岡山芸術交流での作

品や展示構成は、科学と芸術の双方

がある種、真反対のものでありなが

らも呼応しあうとても興味深い状況

だとあらためて思いました。

　今日のトークでは、なぜここに作

品があるのかとか、現代美術、ある

いはサイエンスの課題、歴史、人が

生み出したものの事実と真実の違い

を深く知ることができたのではない

かと思います。本日はありがとうご

ざいました。
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モンカゲロウについて

　岡山大学から歩いて25分くらい
のところに、旭川という川があります。

ここでモンカゲロウというカゲロウ

の観察をしていました。モンカゲロ

ウの頭部には触角のようなものがあ

るんですが、実はこれ、前脚なんです。

実際の触角は、目の近くについてい

る。しかもこの前脚は、雄にしかあり

ません。昆虫学者でも、案外知らな

い人が多いんですよ。

　彼らは夕方になると、交尾をする

ために川の土手の上を飛び始めます。

そして日没とともに飛ばなくなります。

だいたい18時から19時くらいまで
観察をしていて、18時40分くらい
になると、すでに飛んでいる雄に、

雌が下から羽化して飛び上がってく

る。交尾をする時間は限られています。

また、この日はたくさん交尾したね

と喜んでいても、次の日はまったく

交尾しなかったりする。規則性はわかっ

ていません。

　カゲロウの雄が、草むらに舞い降

りた亜成体の雌に交尾を試みようと

している場面。先ほどの長い脚で、

雌を抱えているんですね。雌をホー

ルドするために脚が進化した。それ

を捕虫網で採りまして、よく観察しま

した。交尾してるんですけど、この

雄の長い脚は、器用ですよね。先端

だけをくいっと上に向けて、雌の胸

を抱きかかえている。この抱きかか

えたまま、空中を飛んでいるんですよ。

　夕暮れになって照度が落ちていく

ときだけ、虫が飛んでいる。なぜか

というと、昼間の川辺にはツバメが

たくさん飛んでいて、虫の群れを食

べまくるわけです。日没近くなってく

るとツバメは姿を消して、夜になると、

今度はアブラコウモリがいっぱい出

てきて、コウモリが虫をぱくぱく食

べ出すんです。

　彼らが交尾をできるのは、夕方の

3、40分ぐらいの間だけ。カゲロウ
は、川のなかで2、3年、幼虫で過ご
して、交尾のために外に出てくるの

は、わずか1日。その日に全部死ん
でしまいます。頑張って飛んで、この

日に交尾できたものだけが命を残せ

る。水中で2年間過ごして、やっと飛
んだのに、大体ツバメやアブラコウ

モリに食われてしまう。交尾をでき

たほんのわずかな雌が、川の上流に

行って子どもを産む。こんなドラマが、

大学近くの川で毎日繰り広げられて

いるんですね。

世界で誰もやっていない

ことが役に立つ

　観察しているとよく、近所のおば

ちゃんに「何してんの」と聞かれます。

亜成体
---
幼虫から成虫になる中間
的な段階を指す。亜成虫
とも。カゲロウ目は幼虫
からさなぎを経ずに成虫
になる不完全変態の昆虫
で、亜成虫の形態は成虫
とほぼ同じ。もう一度脱
皮したのちに成虫になる。

学生が、「カゲロウの交尾を観察し

てます。これはまだ世界でちゃんと

研究されてないことなんですよ」と

説明すると、大体決まって、「そんな

んして、何の役に立つの」といわれる。

「世界で誰もやってないことをやる

のは役に立つんですよ」と続けるん

ですが、大体「わからんな」と行って

しまうので、役に立つって何だろう

ということですよね。

　最近、文科省をはじめ、行政を取

り巻いてるのは「社会実装」という

キーワードです。かつての大学は、

知りたいことのある人が集まってきて、

そのナビゲーターをするのが先生だっ

た。学生が自主的に学ぶのが大学だっ

たはずなんですが、今は大学でもカ

リキュラムがきっちり決まっている。

大学とは、新しい視点をつくり、新し

いことを始めていく場所だと思うん

ですけど。

　「これは世界で誰もやってないこ

となんですよ」ということに対して、

「それが何の役に立つの」って必ず

返ってくるということ自体が、私たち

の努力がまだまだ足りないというこ

との表れなのかなと思います。

飛ばないテントウムシをつくる

　飛ばないテントウムシというのを

聞いたことはありますか。テントウ

ムシはアブラムシを食べますよね。

野菜を食べるアブラムシ（アリマキ）

はすごい被害をもたらしているので、

対策として、畑に放すんです。とこ

ろが、ただテントウムシを放しても、

気まぐれに食べ散らかし、よそへ飛

んでいってしまう。ほかの畑で食べ

て戻ってきたころには、もとの畑の

アブラムシが育っている。だから、飛

べないテントウムシをつくったらどう

だろうということになりました。

　まず、飛翔距離を測る装置で、個々

の飛翔距離を測ります。これで、よく

飛ぶテントウムシとあまり飛ばない

テントウムシがわかるので、私たち

は農水省との共同研究によって飛ば

ない方を選んで交配し、育種しました。

飛ばないテントウムシは、羽を広げ

て飛ぼうとするんですけど、飛べな

いで落ちる。同じところをぐるぐる回っ

ているうちに、アブラムシを食べ尽

くす。その後隣の野菜に歩いて行く

ということで、ビニールハウスで放

すと、生物農薬になるんですね。私

たちは特許をとりました。これはそ

の後、商品として、実際に販売され

ています。

作品を見て、自分の研究を思い出し

てしまう

　それから、LEDを利用した虫の誘
引研究も行っていました。虫はどん

アリマキ
---
アブラムシの別名。アブ
ラムシの出す甘露をアリ
が好み、保護することか
ら「アリの牧場（蟻牧）」
に由来する。

飛翔距離を測る装置
---
フライトミルと呼ばれ、
昆虫の個体の飛翔能力
を測る際によく用いられ
ている。
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な光が好きかということを調べました。

その結果、紫外線が一番好まれて、

虫によって案外好きな色が違うとい

うことがわかりました。虫の行動に

ついて研究していて、実際に役に立

つことがあるんですね。なぜこの話

をしたかというと、旧福岡醤油建物で、

ある作品を見ました。電流が流れて

いるところに、虫が寄ってきて、ジィっ

と音がして、会場の電気が落ちると

いうもので、電気が消えることで、

電気の存在に気が付くことができる

という作品でした。あれを見て私は、

過去の仕事のことを思い出しました。

　タバコシバンムシという、小麦粉

などを好む害虫がいます。この虫は

紫外線が大好きでした。虫は光に集

まってくるけど、光で死ぬわけでは

ない。電線を通しているから、バチっ

と音を立てて死んでしまうんですよ

ね。この虫を殺すときにバチッと音

がするのは、工場とかなら問題ない

でしょうが、レストランではお客さん

に嫌がられるでしょう。それで音のし

ない虫を殺せる機械を企業と一緒

に開発しました。

知的で利己的な個人同士の相互作用

　また、岡山県天神山文化プラザで

展示されていた作品で、生き物が寄

り添っている様子や、群れたり離れ

たりする様子を表していると伺った

ものがあります。

　では、生き物はなぜ群れるのか。

生き物は群れをつくるものが多い

です。たとえば、群れで飛んでいる

鳥には、リーダーが存在するのか、

それとも先に飛ぶものに従っている

だけなのか、寄り添う習性があるか

らなのか。昔からいろんな説がいわ

れてきましたが、生物学では1971
年にハミルトンという人が、「利己

的な群れ」というのを提唱します。

鳥の群れは、協力している結果で

はない、と。

　たとえば、鳥が2羽飛んでいる。鳥
は常に外敵に狙われていますから、

どこが安全かというと、間に入るの

が一番安全ですね。だから3羽目の
鳥は2羽の間に入る、4羽目はさらに
間に入る。リーダーがいなくても、寄

り添う習性がなくても、自動的に群

れができてしまう。誰のリーダーシッ

プも何もないわけです。そういう意

味で、「知的で利己的な個人同士の

相互作用」といえるかもしれません。

いつもと違う様子のカエル

　それから、旧内山下小学校の入り

口に、ピンク色のプールの作品があ

りました。プールの前には、カエル

が映っていて、そのカエルが無重力

空間を躍動しているという映像作品

カエルが無重力空間を
躍動しているという
映像作品
---
ジョン・ジェラード
《アフリカツメガエル
（宇宙実験室）》
2017年

リンネ
---
カール・フォン・リンネ
（1707-1778）
スウェーデンの博物学者。
植物をおしべとめしべの
本数でわける「雌雄蕊(ず
い ) 分類法」や、生物の
学名を付ける「二名法」
を確立した。

チャールズ・ダーヴィン
---
チャールズ・ロバート・
ダーヴィン
（1809-1882）
イギリスの博物学者。

自然選択
---
「自然淘汰説」とも。

自然選択
---
「自然淘汰説」とも。

でした。あれはアフリカツメガエル

というカエルで、私は使いませんが、

実験材料によく使われています。普

段は水槽のなかに入れられて、ただ

浮いているから、あのカエルがあん

なに自由にしているのを見たことが

ないです。とにかく餌が欲しくて、水

面から頭だけ出してるんです。1匹
であんなに伸び伸びと自由に跳ね

ているアフリカツメガエルを見るの

は初めてでした。

生き物がなぜいるのか

　生物学は、リンネが提唱した「神の

意志に従って種をわけた。すべては

神が創造した」という時代から、「生

き物は、神がつくったのではなく、自

動的に進化し変わっていく」というの

が世論になっていった。それを実証し

たのが、チャールズ・ダーウィンです。

　まず、ダーウィンが考えた「自然

選択」について説明します。「自然

選択」は、生き物がなぜいるのかと

いう原理を、すごく突いている。生

き残れたものが勝者、生き残れな

いものは敗者となり、全部死んでし

まうという考えです。無慈悲なんで

す。どの遺伝子が生き残るのかと

いうのは、ゲーム的な感覚で決まっ

ていきます。そのキーワードは「適

応度」。どちらの生物が、その場に

より適応的だったか。これによって

生き延びる、生き延びられないと

いうのが決まります。その「自然選

択」には三つの原理があって、（1）
形質には「変異」がある。みなさん

の顔に違う個性があるのと同じで

す。それから、（2）配偶者「選択」
で、イケメンの人は、そうじゃない

人よりも、配偶者により選ばれて生

き残れる。（3）その形質は、親から
子どもに「遺伝」によって引き継が

れている。この三つの原理があれ

ば、進化が生じます。二つの特徴で

説明します。

　一つは「太っちょ」、一つは「痩せっ

ぽち」。生物は限られた資源で、ど

こに投資をするか。「太っちょ」は

体を大きくすることに投資したので、

太っている。「痩せっぽち」は、速く

走れることに投資したので、体は

小さいけど、足が長い。生物の世

界は、この二つのタイプが、どんな

状況でどれだけ生き残れるかとい

うゲームなんです。

　その生き残りには二つあって、まず

「生存」。捕食者が現れたら、「太っ

ちょ」は太っていて足が遅いから、5割
ぐらい食べられてしまう。「痩せっぽち」

は足が早いので、8割ぐらいが生き残
れた。生存結果が5割と8割なので、
敵がいる状況を考えると、後代に残せ

る子どもは「痩せっぽち」ばかりにな

り、「太っちょ」はいなくなってしまう。

ある作品
---
フェルナンド・オルテガ
《無題》2003年 

生き物が寄り添っている
様子や、群れたり離れた
りする様子を表している
---
ミカ・タジマ
《ニュー・ヒューマンズ》
2019年

ハミルトン
---
ウィリアム・ドナルド・
ハミルトン（1936-2000）
イギリスの生物学者。

ピンク色のプール
---
パメラ・ローゼンクランツ
《皮膜のプール
（オロモム）》
2019年
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　ただ生き延びればいいというわけ

ではなくて、有性生殖をする多くの

生物の場合は、「繁殖」をしないと

いけない。「痩せっぽち」は、走るの

が早く、敵から逃げることができたが、

その分身体が小さい。持てる資源は

どちらかに偏るので、あまり子ども

が残せない。「太っちょ」は、逃げる

のは遅かったが、体が大きくて、1匹
あたり150個ぐらいの卵を産める。
対して「痩せっぽち」は100個しか
卵を産めない。

　さらに、捕食者のいる段階で、どっ

ちがより生き残れるかという計算を

簡単にしてみますと、「太っちょ」は

5割生き残れました。残せた子ども
の数は150匹。これを掛け算すると、
適応度は75です。「痩せっぽち」は
8割が生き残れましたが、残せた子
どもの数は100匹なので、適応度は
80でした。敵がいる状況では、その
集団は「痩せっぽち」ばかりになって、

「太っちょ」はいなくなる。ところが

急に敵がいなくなると、「太っちょ」は、

たくさん子どもを残せて優位になり

ます。最後は環境次第になるわけで

す。これが自然選択の原理です。

「死にまね」の研究

　岡山大学にくる前は、沖縄県・南

西諸島の害虫根絶プロジェクトに十

数年参加していて、アリモドキゾウ

ムシの防除もしていました。当時は

沖縄県の職員で、勤務後に「死にま

ね」の観察をしていました。お皿の

上に虫を置き、虫をつついて死んだ

ふりをしたら、何分その状態でいる

かを計ります。死んだふりをしなかっ

た虫は、しなかったと記録する。動い

ている虫は33％しか「死にまね」を
しないんですけど、止まっている虫は、

100％全部「死にまね」をすること
がわかりました。夜行性の虫なので、

昼間に刺激を与えると、たいてい「死

にまね」をする。ところが、夜はどれ

だけ刺激を与えても、「死にまね」を

しない。たとえ「死にまね」をしたと

しても、夜はすぐに回復してきて歩

き出す。日周性があるということで

すね。それから、餌の量を変えました。

すると、お腹を空かせている方は「死

にまね」ができなくなりました。

　ここまで観察して、岡山大学にく

ることになりました。アリモドキゾウ

ムシは南西諸島にしかいないので、

岡山大学に赴任してからは、別の虫

で「死にまね」の研究をしようと思

いました。なぜ、こんな研究をして

いるか。誰も死んだふりをする虫の

研究なんて、していなかったからで

すね。コクヌストモドキという、米び

つなどに湧いてくる虫がいます。こ

れが「死にまね」をするんです。こ

の虫を使って、虫がどんなときに死

んだふりをするのか調べました。ま

『敵から逃げること』
---
Ruxton et al. 2004. 
Avoiding Attack: 
The Evolutionary 
Ecology of Crypsis, 
Warning Signals, 
and Mimicry. 
Harlow, Essex: 
Longman.

た、温度の違いによって「死にまね」

は変わるのか、高温では「死にまね」

できない。低温だとじっとしている。

高温だと「死にまね」をしなくなる

というのは、どの虫でやっても同じ

結果でした。あとは、同じ虫でも、虫

のサイズが大きいほど、「死にまね」

をよくする。小さいほど、「死にまね」

ができないということもわかりまし

た。まとめますと、歩いているとき・

食べているとき・動いているとき・

交尾したいとき・空腹のとき・暑い

とき・大きく育たなかったときは、「死

にまね」はしない。休んでいるとき・

満腹のとき・寒いとき・大きく育った

ときは、「死にまね」しやすい。こん

な傾向が見えてきました。

　ここで私は、直感的にわかったん

です。虫が動きたくないモードに入っ

てるときは、「死にまね」をした方が

逃げやすいと思っている。一回動く

モードに入ったら、逃げた方がいいと。

昆虫には、その二つのモードがある

ことが、重要なんだろうと思いました。

「死にまね」の先行研究

　「死にまね」の研究をするにあたっ

て、過去に誰が研究していたか調べ

ました。最初に死にまねに目を付け

ていたのは、ファーブルでした。『昆

虫記』の第7巻で「死にまね」の研
究をしているんですが、彼は「『死に

まね』が個体の生存に役に立ってい

るとは思えない」と、かなり懐疑的

でした。本当に「死にまね」をしなきゃ

いけないようなときに、「死にまね」

からぱっと目覚めてしまう。どうも釈

然としないということを書いていま

した。「死にまね」は昆虫しかしない

のかというと、実はいろんな生物が

「死にまね」をするんです。文献を

探してみただけでも、哺乳類、鳥類、

両生類、魚類、爬虫類、甲殻類、ダニ、

昆虫類と、いろんな分類群で観察さ

れています。

　1974年に出た教科書には、「死
にまね」行動について、擬態や警告

など、敵から攻撃される前に、すで

に防衛行動をしているのは「一次防

衛」。敵に襲われた後、逃げたり、歯

向かったり、「死にまね」をしたりす

ることを「二次防衛」とわけて書い

てありました。しかし、「死にまね」

に関するページは、全500ページの
うち、わずか2ページ。そのうち、半
分ぐらいは絵でした。だから「死にま

ね」の記述は実質1ページぐらいし
かなくて、ほとんど研究されていな

いことがわかりました。

　また、2004年にイギリスの研究
者たちが『敵から逃げること』という

教科書を出しています。生物は敵か

らどのようにして逃げるのかという

内容で、「死にまね」に費やされて

ファーブル
---
ジャン=アンリ・
ファーブル
（1823-1915）
フランスの昆虫学者。

1974年に出た教科書
---
Edmunds, 1974. 
Defence in Animals: 
A survey of 
anti-predator 
defences. 
London: Longman.
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いるページは、先ほどの教科書が出

てから30年経っているのに、2ペー
ジだけ。彼らは、「『死にまね』は現

代科学から無視されている。まだ何

も研究されてない」と書いていたの

で、じゃあ僕が研究すれば、世界の

誰もやってないんだからやり放題だ

と思って、自信を持って研究をする

ことにしました。

「死にまね」の育種

　「死にまね」の研究にコクヌストモ

ドキを選んだ理由は、簡単にたくさ

ん飼えるからです。それから、当時

この虫の全ゲノムが解読される予

想がされていました。いろんな利点

があって、この虫を選びました。

　「死にまね」する時間が長い虫と、

しない虫をそれぞれ育種しました。

これは学生の卒業論文として、一

緒に研究しました。10世代くらいす
ると、「とにかく触れると『死にまね』

をするやつ」と、「どれだけ刺激し

ても『死にまね』をしない」集団を

育種することができました。次に、「死

にまね」をすることとしないことで、

捕食されることに違いがあるかどう

か調べました。敵のハエトリグモを

捕まえてきて、「死にまね」をして

いると食べないかどうかを調べまし

た。「死にまね」をしない集団はよく

食われて、「死にまね」をする集団

はほとんど食われなかったと。だから、

「死にまね」はすごく適応的で、生

き残りやすいということが明らかに

なりました。結果は『死にまねは適

応的か』というタイトルの論文として、

公表しました。その論文に、先ほど

のイギリスの教科書を書いた人が、

『Nature』に反論を書いてくれま
した。「コクヌストモドキは化学物質

で警告しているので、この『死にま

ね』をするというのは一種のポーズ

なんじゃないか。『死にまね』をする

虫は、多くの化学防御物質を持って

いるのではないか」という内容でした。

『Nature』は科学者誰もが読んで
いるような雑誌なので、「彼らがいっ

ているのは本当か」を問う実験を

行い、その結果を用いて、さらに論

文を書けることになりました。

　まず、「死にまね」をするやつが、

化学物質を多く持っているか分析を

すると、それはまったく関係がなかっ

た。それで、実際に襲われたときに、

どれだけ毒を持つか調べました。コ

クヌストモドキの入った容器にハエト

リグモを入れて、実際に襲わせます。

襲った瞬間に、毒を出しているか調

べました。でも、検出されなかったの

で、その人たちの指摘は違うとわか

りました。

　ではなぜ「死にまね」は、いろん

な生物に普及しているのかを考えて

いるうちに、どうやらクモは、動いて

いる方に気をとられているぞ、と。

動かない（死にまねする）のは、興

味をそらすために重要なんじゃない

かと考えました。それで、「死にまね」

する虫としない虫と、クモ1匹を入
れて観察すると、「死にまね」する

やつは100％助かりました。要するに、
これは集団で生きている生き物で

すので、1匹が動かなくなると、その
隣の個体が動いてくれて、それを犠

牲にして自分が生き残れるという利

己的な生き残り方だと。違う種類の

虫を入れて、動くやつと動かないや

つと同居させたときも、やはり違う

種類の虫が動いてくれると、自分は

生き残ることができるというわけで

すね。それをまとめて、『突然動かな

くなる利己的な餌というのは、隣人

を犠牲にして生き残ることができる』

というタイトルの論文で公表したら、

いろいろなところから、これはおもし

ろいといっていただけましたね。

「死にまね」する、しないを決めて

いるのは何か

　「死にまね」は、敵から逃げる方法

としてすごくいい。エネルギーを温

存できるし。ただ「死にまね」をする

やつは、普段からあまり動かないん

です。だから、異性との出会いがない。

敵から逃げるか、配偶者を探すかと

いうトレードオフのなかで、両者が

共存できているということがわかり

ました。じゃあ、動く、動かないを決

めているのは何かというと、私たち

の体のなかにもあるようなセロトニ

ンやドーパミン、アドレナリン（虫は

オクトパミン）ですね。こういう物質が、

「死にまね」の長さに影響している

とわかったんです。これらの物質、な

かでもドーパミンをインジェクション

すると、死にまねの時間が長かった

やつが短くなりました。日本には昆

虫の脳を解剖するすごい先生がいて、

3ミリの昆虫の脳を取り出して、「死
にまね」するやつとしないやつの脳

で発現しているドーパミンを調べて

くれました。すると予想どおり、「死

にまね」をするやつはドーパミンの

発現が低い。「死にまね」をしないや

つは、ドーパミンがたくさん発現して

いるとわかりました。カフェインを投

与すると、カフェインはドーパミンの

アクチベーターなので、「死にまね」

時間が短くなるということがあって、

人間と少し似たところもありました。

　最近はゲノムがすぐ解読できるよ

うになったので、次世代シーケンサー

に入れて検出すると、どういう遺伝子

が動いているかがわかる。死にまねを

する系統としない系統では、全部で

581個の遺伝子が違うということが
わかりました。たとえば、インシュリン

の代謝系や、寿命に関係する遺伝子

が違う。もう人間と変わらないですよね。

トレードオフ
---
複数の条件を同時に満
たすことはできない、相
容れない関係のこと。

インジェクション
---
微小ガラス管を用い、
DNAなどを細胞内に注
入する方法。

アクチベーター
---
 （遺伝子の発現を）促進
する。活性剤。

ゲノム
---
現在では、染色体上の遺
伝子が持つ全情報を意
味する。gene（遺伝子）
とchromosome（染色
体）を組みあわせた造語。

『突然動かなくなる利己
的な餌というのは、隣人
を犠牲にして生き残るこ
とができる』
---
Miyatake et al. (2009) 
Tonically 
immobilized selfish 
prey can survive by 
sacrificing others. 
Proceedings of the 
Royal Society B 
276, 2762-2767.

解読される予想
---
2008年にイギリスの科
学雑誌『Nature』にて
発表された。

『死にまねは適応的か』
---
Miyatake et al. (2004) 
Is death-feigning 
adaptive? 
Heritable variation 
in fitness difference 
of death-feigning 
behaviour. 
Proceedings of the 
Royal Society of 
London Series B 
271, 2293-2296.
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　あとは工学の人とも一緒に研究を

していて、「死にまね」をするやつと

しないやつで動き方が違うのか、トレッ

ドミルを使って調べました。虫の歩行

軌跡をとって、直線的に動くか、曲が

りながら動くかを、ＡＩや深層学習が

専門の大阪大学の先生に解析しても

らいました。すると「死にまね」をす

るやつの方が、直線的に動いていて、

「死にまね」をしないやつの方が、よ

く曲がったりしているとわかりました。

　虫と人との安易な比較は注意しな

ければなりませんが、ドーパミンです

べてをコントロールされていて歩き

方が違うとか、ドーパミン投与によっ

て回復するとかを考えると、症状とし

てはパーキンソン症候群と非常にア

ナロジーがあるんじゃないかと考え

ています。2004年に出た教科書で
は、「死にまね」が無視されているよ

うな話をしましたが、去年（2018年）
出た改訂版では、「死にまね」の章が

10ページ加わりました。私たちの論
文も10本以上引用されていて、彼ら
は「この15年間で『死にまね』の研
究がすごく進んだので、章をつくるこ

とができた」と書いていて、少しは

貢献できたかなと思っています。

ノアサガオの思い出

　プールサイドに、ノアサガオが咲

いている作品がありました。綺麗な

ノアサガオが咲いているなと思った

んですけど、悲しいかな、昔の重労

働のことを思い出しました。沖縄県

の久米島にノアサガオが群生して

いて、このアサガオに虫がいるかを

調査したんです。サツマイモなどに

加害するゾウムシがいて、サツマイ

モとノアサガオは同じノアサガオ科

なので、ゾウムシはノアサガオの茎

にも寄生するんです。作品のフェン

スに生えてるぐらいの量だとかわ

いいんですが、群生するとすごく大

きくなります。この根に害虫が寄生

するんですが、この根がものすごく

大きい。害虫は沖縄県や奄美大島

にしかいないので、これが日本本土

に入らないように、根絶のプロジェ

クトを行っています。調査では、根

にどれだけ虫が入っているか数え

ないといけない。久米島のノアサガ

オを調べて本島に持って帰るとき、

陸路がないので、船で行って運んで

くることになる。そうすると、かなり

の重量のものを積み下ろしすること

になるんです……。

擬態の話

　少しはアートに関連するかなと思っ

て、擬態する生物を紹介します。ハ

ナカマキリという、蘭に似せたカマ

キリがいて、花の上に乗って近づい

てきた蝶を食べます。虫のなかには

「目玉模様」を体にまとうことによっ

て敵を驚かせた隙に、敵から逃げる

戦略をとって生き延びているものも

います。

　今回の岡山芸術交流のタイトルが

「 IF THE SNAKE もし蛇が」とい
うことで、擬態の例として蛇の話を

します。サンゴヘビという黒・黄・赤

の帯模様をした毒蛇がいます。赤と

黄が隣りあってる模様の蛇は毒蛇だ

というのは有名な話で、この毒蛇に

擬態をしている無毒のサンゴヘビモ

ドキという蛇は、赤の隣は黒になっ

ています。

　毒だけでなく、世のなかには、うま

い虫とまずい虫というのがいます。

そのまずい虫に擬態している虫もい

て、鳥たちも学習して「色」で判別

しているんです。ところがそれに擬

態しているやつもいて、ただその擬

態が結構アバウトで、完全に擬態し

てない。

　それでも、鳥は躊躇していられない。

躊躇しているうちに、鳥も猛禽類に

食べられるので、危なそうだと思っ

たら、もし蛇だと思ったらぱっと逃げ

てしまう。そういう習性が生物には、

染み込んでいるんじゃないかなと思

います。

　これを一言で言い表すと、「A 
dish or l ife」。捕食者にとっては御

飯に過ぎないけども、食べられる方

にとっては一生の問題であると。

木ノ下 最後は見事なアナロジーでオ
チとしていただきまして、ありがとう

ございます。最初の輪廻の話、生物

の進化で、多分神がつくったものと

して平等だったのが、人間が知恵を

持ち、発展し、分類され始めて、今

や昆虫の擬態や「死にまね」に人間

のふるまいをかぶせて学習していく、

あるいはそれを読み換えていくとい

う、とてもおもしろいお話でした。

　私は、宮竹先生に岡山芸術交流を

読み換えていただこうというつもり

はありません。とはいえ、今回の展

示では、普段アートとしては用いら

れない素材がたくさん使われていま

した。あるいはカエルやアサガオなど、

サイエンスとアートには親和性の高

い関係性があるんじゃないかと思っ

ていましたが、今日のお話を聞いて、

ますますそう思いました。

質疑応答

人間と昆虫を同一視してはいけない

質問者1 「死にまね」研究のとこ

ろで挙げていた例は、行動的なタイ

プの人とそうじゃない人のように、

人間に置き換えても説明がつくなと

思いました。でも先生は、安易に人

トレッドミル
---
ベルトコンベヤーの上を
歩いたり走ったりする、
室内用の健康器具。

アナロジー
---
類推。類似する二つのこ
とから、ほかの物事を推
論すること。

ノアサガオが
咲いている作品
---
シーン・ラスペット
《ノアサガオ：
IRBIiライトブルー×
IRBIiシルバーブルー》
2019年
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宮竹 ありますね。同じ昆虫の種類の
なかにも、2種類のタイプがいるので
共存できている。環境が変わったとき

に片方だけだと、すぐ絶滅してしまい

ます。だから一つの昆虫のなかで、個

性が幾つもある集団の方が生き残れ

るというのは、そのとおりだと思います。

擬態するものを選び、似てくる理由

質問者3 最後に出てきた目玉模様

や、蘭に似ている虫は、それを選び、

似てくるのは何故なのか、不思議に

思いました。

宮竹 最初は小さな点みたいなもの
だったかもしれませんが、捕食者が

食べるのを躊躇して、生き残ること

ができた。精巧になった方が、より生

き残ることができて、その積み重ねで、

完成形に近いような目玉模様ができ

たと考えられます。

　先ほど、曖昧な擬態の話もしまし

たが、あれは一つの餌が、複数の敵

と対峙するからです。捕食・被食の

関係が1対1であれば完璧なものが
できますが、複数に対応しないとい

けないとなると、全部に対応はしきれ

ないので、曖昧になってしまうんです。

昆虫から人間はどう見えているのか

質問者4 昆虫の目は複眼であったり、

宮竹 非常に重要なことで、過去に
も優生学というのがあった。遺伝学

のなかで、優性・劣性というのがあっ

て、それをヒトラーの政権は悪用し

たという歴史がありました。

　生き物の生き延びる、生き延びな

いは戦略上の結果、事実でしかない

ので、善し悪しではないです。人間

は目的を設定する習性が身につい

ているので、善悪で判断してしまう

習性があります。だから、生物学を

人間にたとえるときに、一線を越え

てはいけないということが後半の私

の意見です。

　前半の部分、学校教育は一つの

物差しにしか過ぎないというのが僕

の意見です。もちろんその物差しは、

ある面で非常に優秀です。その物差

しで優れた人は、ある業種のことが

すごくできる。でも、それ以外の物差

しもたくさんあって、それが得意な

人もたくさんいます。そういうダイバー

シティは大切にしないといけないの

に、今の社会はそこが大切にされて

いないような部分も多いかなとは思

います。

質問者2 昆虫の遺伝をダイバーシ

ティ的に見て、昆虫を、たとえば「太っ

ちょ」と「痩せ」とかいろいろいたと

して、「太っちょ」ばかりだと弱いとかっ

てあるんですか。

けになったりしましたか。

宮竹 身近にそういう人がいると、
モチベーションというと変ですけど、

少し興味はありますね。

木ノ下 どうしても、私たち人間を主
体的に考えて、昆虫を比喩的に見て

しまう、またそれが自分の物語になっ

たりする。おっしゃっていることがす

ごくわかります。今回の岡山芸術交

流で、人間以外のさまざまな生物が

作品の対象に選ばれていることも、

とても興味深いことと思います。今

日お話を聞いていて、いろんなこと

がヒントとしてちりばめられている

なと思いました。

遺伝子と多様性

質問者2 昆虫のゲノムの話と、人

間の社会を重ねて見てしまいました。

たとえば、学校で成績がいい子と悪

い子だったら、成績がいい子の方が

生き残れる。それは、いろんな社会

の差別、たとえばかつてヒトラーが、

人種を選別してほかを殺すとか、そ

ういう危ない思想みたいなものにも

近接している。今、ダイバーシティ、

社会では多様性が重要だ、差別をし

てはいけないといわれています。た

とえば昆虫などを遺伝学的に見たと

きに、どう写るのか気になります。

間に落とし込んではいけないとおっ

しゃっていました。どういう理由なの

か気になりました。

宮竹 理由は二つあります。外骨格
である昆虫と、脊髄がなかにあって

神経が発達している人間とでは、メ

カニズムが違う。だから、同じよう

な物質が働いていても、昆虫に効く

ドーパミンを人間にも注射したら効

くのかというと、そうではない。体

の組織的に違うところがあるので、

注意しないといけない。もう一つは、

こういう話をすると、本当にパーキ

ンソン症候群で困っておられる方か

ら、藁をもすがるという感じで、パー

キンソン症候群が、すぐに何とかな

りませんかといわれることもあって

……。でも、この答えからはすごく

遠いんですよね。

　昆虫でわかっているからといって、

パーキンソン症候群の人とそうじゃ

ない人の遺伝子を比較して、どこが

違うかを結び付けるにはすごく距離

がある。だから安易に発言するのは

よくないなと思ってます。ちなみに、

もう亡くなりましたけど、私の母はパー

キンソン症候群でした。すごく間近

で見ていたんで、非常に似てるなと

も思いましたが、そういう感情を入

れてしまうとよくないなと……。

質問者1 その出自は研究のきっか

ダイバーシティ
---
 「多様性」の意味を持
つ英語の名詞。人種、年
齢、性別など多様な背景
を持つ人の雇用の機会
均等や、多様な働き方を
受容しようという考え方。
もとはアメリカで、女性
やマイノリティの積極採
用や処遇改善のために
広がった言葉だが、労働
だけでなく、教育などさ
まざまな環境・機会改善
のために用いられている。

優性・劣性
---
有性生殖の遺伝現象で、
対立した特徴を持つ交
配で、特徴が強く出たも
のを優性、弱いものを劣
性と呼ぶ。遺伝子に優劣
があると誤解を招きやす
いとし、現在は「顕性・
潜性」に言い換えられて
いる。
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までオーケーでしょうけども。でもや

はり科学者は、世界で誰もやってな

いことをやりたいというのがあって、

アートの人もそういうのがあるのか

なと思いますが、どうでしょうか。

木ノ下 そうですね。たぶん似たり寄っ
たりのものは、それこそ、淘汰され

るわけではないですけど、新しい視

点や示唆や、異なる可能性を見出す

ということでいうと、芸術は極めて

研究活動と似てる、むしろ同義的で

あるとあらためて思いました。

　私の本務も大阪大学ですが、アー

ティストと研究者の方は、専門領域

や活動の目的などはまったく違うけ

れど、とても話があう。すごく遠いこ

とをいってるようですけれども、本

質的には同じことをいってるとか、

そういう場面に立ち会うことが多々

あります。

　私は「知デリ」という、サイエン

ティストとアーティストの対話型の企

画をやっていたりして、両者はすご

く近しいとこにあるなと思い、今回、

宮竹先生をお呼びして大正解だな

と思っております。

宮竹 多分サイエンスは、アートも
一緒でしょうけど、一つは誰もやっ

てないことをやりたいという心、も

う一つは、やらなきゃいけないとい

アートの作用も明言されている言

葉だなと思ったんですね。アートそ

のものは、人間がつくりだしている。

感性だけでなく知的レベルで、でも

すごく利己的な存在として、これを

発表したり感じたりする。でもそれ

を見ている人と、つくった人との相

互作用によってアートと呼ばれる第

3の次元に持っていくということで
いうと、生物が生き続けていくなか

で、環境に適応できるように生存し、

次に繋いでいくということに、とて

も似ているなというか、その振る舞

いの定義的なことに通底すると思っ

たんですけど、何かそういうことを、

いろいろと考えて話してくださった

のではないでしょうか。

宮竹 いや、そんなに深くはないで
すが、ただ素直な感想をいっただけ

です。

木ノ下 とても興味深かったです。岡
山芸術交流をご覧になってどうでし

たか。ご自身と全然違うとおっしゃら

れましたが、お話しいただいたことや、

みなさんからご質問いただいたこと

から、アートとサイエンスの近しいと

ころをお感じになったりしましたか。

宮竹 やはり、まだ誰もやってないこ
とをやってみたいなと。誰かがやっ

たことをやるのは、サイエンスでも

実証研究など、二番煎じ、三番煎じ

が、熊に「死にまね」は効きません。

熊は嗅覚もありますので、「死にま

ね」していると、何だろうと思って逆

に近寄ってくるらしくて。一番いいの

は、目をそらさずに、そのまま後ろに

下がる。絶対に目を離したらだめら

しいです。それで、ある程度以上の

距離になったら、あとは猛ダッシュで

逃げると。これが一番いいらしいです。

植物に「死にまね」はあるのか

質問者6 植物も自分を守るために

「枯れたふり」をするようなことは

あるんですか。

宮竹 「枯れたふり」はわからない
ですけど、植物もいろんな防御をし

ていますね。でも、「死にまね」は聞

いたことがない。探してみます。

誰もやっていないことをやりたい

木ノ下 いろんなことがわかっていく
と、それまで正しかったものがそう

ではなくなり、一方で新しいことが

わかったりする。こういう遠回りで、

直接的には役に立たなさそうだと

思われがちな研究こそが、実はヒン

トになることがあるのだと、今日の

お話を聞いていて思いました。途中

で「知的で利己的な個人同士の相

互作用」といわれていましたが、こ

れはすごく人間的だということと、

人間とは少し違うと思いますが、昆虫

には人間がどう見えているのでしょう。

個々の人間が違うように見えている

のか、どうなのか不思議に思いました。

宮竹 すごくおもしろい質問をあり
がとうございます。たぶん見ていな

いと思います。

木ノ下 眼中にないということですか。

宮竹 そんなゆとりがない。生きる
のに必死だと思います。人間を区別

してるとは思えないです。カエルを

飼っているときに、服の色が違う人

が餌づけすると、違う反応を示すと

いうのはありますが、昆虫を飼って

いて、人を識別していると感じたこ

とはないですね。

熊に「死にまね」は効くのか

質問者5 一気にレベルの低い質問

なんですけど、熊に会ったら死んだ

ふりしたらいいっていうのは……。

木ノ下 その話、みんなも絶対思って
いたと思います（笑）。

質問者5 今日ずっとそれを思い出

していて、あれはどうなんかなと。

宮竹 私は熊の研究者に聞きました
ので、自信を持ってお答えできます

「知デリ」
---
「アート＆テクノロジー 
知術研究プロジェクト」
の略称。大阪大学コミュ
ニケーション・デザイン
センターが主催する社
会連携トークプログラム。
（知術：知識と技術の造
語）
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う使命感。これをやるとみんなの暮

らしがよくなるとか、「誰か」のた

めに役に立つこと。その二つの視

点がどちらも重要なんじゃないかな

と思います。

木ノ下 確かに。アートが役に立つと
思っているかどうかはわかりません

が、やらなければならないという切

実さは、とても似てるかもしれませ

ん。それがどのような形でみなさん

に相互作用するか、今後とも岡山

芸術交流、さらに今日得た新しい目

線で見ていただくと、また違って見

えるかもしれません。

　宮竹先生のとてもおもしろい新書、

あるいは進化論に関する研究者の

本もたくさんあります。宮竹先生を

なぜアートの「ゲストトーク」にお呼

びしたかということを、何となくでも

ご理解いただけると幸いです。

文化人類学編：
「野生の思考」でアートをみる：
自然・芸術・科学

ゲストトーク｜思考と感性を拓く３つの鍵

20世紀の現代思想に大きな影響を与えた文化人類学者レヴィ
＝ストロースは、『野生の思考』で、芸術と科学には人類共通

の欲求が見られると指摘しています。

文化人類学編では、この世界の成り立ちを考え、私たちを「あ

たりまえの外」へと誘う、文化人類学者の松村圭一郎さんをゲ

ストにお迎えしました。自然と文化の関係の探求を続け、蛇に

まつわる神話の分析でも知られるレヴィ＝ストロースの思想から、

現代アートを読み解くヒントの数々が得られました。

11月14日［木］ 19：00 – 20：30
奉還町4丁目ラウンジ・カド
参加者  40名

エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワーク
を行い、富の所有と分配、貧困や開発援助などにつ
いて研究。エチオピアから中東への海外出稼ぎ女性
の映像を撮り続ける。『所有と分配の人類学』（世界
思想社）で発展途上国研究奨励賞（2009）・澁澤賞
（2010）、『うしろめたさの人類学』（ミシマ社）で
毎日出版文化賞特別賞（2018）を受賞。その他の著
書・編著に『これからの大学』（春秋社）『基本の30
冊　文化人類学』（人文書院）、『文化人類学の思考法』
（世界思想社）など。

松村圭一郎
文化人類学者 / 岡山大学文学部准教授

ホスト  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター
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ピエール・ユイグ
---
1962年パリ生まれ。現
在はニューヨークを拠点
に活動する現代美術作家。
写真、映像、彫刻などさ
まざまな手法を用い、テー
マも科学、音楽、建築、哲
学など幅広い。前回の岡
山芸術交流2016はアー
ティストとして出品。今回
は、アーティスティックディ
レクターとアーティストを
兼任している。

そういうテーマに
こだわっている
---
“「もし蛇が」は、独立し
た一つの生命体である。”
（プレスリリースp09）
展覧会全体を一つの生
命体、集合体として捉え、
アーティスト同士、作品同
士も互いに共鳴するよう
な展覧会形成を目指した。

「アン・リー」の作品
---
ピエール・ユイグ
《2分、時を離れて》
2000年
ティノ・セーガル
《アン・リー》
2011年

オリエント美術館に展示
されていた作品
---
メリッサ・ダビン＆
アーロン・ダヴィッドソン
《磁心（岡山のために）》
2019年

二分法
---
二項対立とも。二つの概
念が、矛盾または対立関
係にあること。内と外、
男と女など。

レヴィ=ストロース
---
クロード・レヴィ=ストロー
ス（1908-2009）フラ
ンスの文化人類学者。親
族構造や、分類の理論、
神話分析を行い、構造主
義を確立した。20世紀
を代表する思想家として、
人類学のみならず、他分
野にも影響を及ぼした。

岡山芸術交流の展示について

　先日、岡山芸術交流の展示を拝見

して、一貫したテーマがあると感じ

ました。アーティスティックディレクター

のピエール・ユイグという人は、ずっ

とそういうテーマにこだわっている

と聞きました。たとえば、林原美術館

で展示されていた「アン・リー」の

作品。人間のような人が出てくるけど、

機械のようでもある。あるいは生命

と、生命じゃないもの、たとえば機械

とかが組みあわされる。この対比は、

ほかの展示でも繰り返し出てくるな

と思いました。

　オリエント美術館に展示されてい

た作品もそうでした。鉱物の上に、マ

イクロチップのようなものがたくさん

付いていて、これも自然物と人工物

の組みあわせ。機械だけど、成長し

ていくような感じがする。生命と非

生命との二分法を超えようとしたり、

混ぜあわせようとしたりしている。

　普通機械は成長しませんよね。で

も、たとえばマイクのスピーカーが、

毎日1センチずつ拡大していったら、
おもしろい。現実にそうなってしまっ

たら、困るわけですが。昨日「A」だっ
たキーボードが、今日は「B」になっ
ていたら困りますよね。人間なら、今

日は体調がよくないとか、顔色が悪

いとか、日々、変化している。でも、

機械は、つねに同じ顔色で、同じ表

情でそのまま止まっている……。一

連の展示作品を見ると、その「静」

の生命なきものに、生命の「動」を

付け足したいという感じが伝わって

くる。機械は予測可能だけど、生命

は予測可能じゃない。そういう、一見

異なるものが接続されている感じが

しました。

レヴィ=ストロースについて

　だからこの展覧会を読み解くに

は、やはりレヴィ=ストロースなん
だろうなと思いました。文化人類学

者といえばレヴィ=ストロースといっ
ていいぐらい、世界で最も有名な

文化人類学者ですね。来日して、

講演されたこともあります。彼の最

初の人類学的な著作『悲しき熱帯』

は日本語訳もされている、とても

雰囲気のある紀行文です。

　今日お話しするのは、彼の代表作

の一つ『野生の思考』について。こ

の『野生の思考』は、名著中の名著

なんですが、読み解くのが難しい。

授業でもときどきレヴィ=ストロース
の話をしますが、なかなか学生には

伝わらない。でも、はっきり伝わるこ

とが一つだけあって、それはレヴィ

=ストロースがとても賢い、というこ
と（笑）。今日は、彼の圧倒的な分析

眼を少し味わっていただこうと思い

ます。それが、岡山芸術交流を読み

解くヒントにもなるかなと思います。

『野生の思考』について

　『野生の思考』は、とても印象的な

エピソードから始まります。フィリピ

ンの森に生きるハヌノオの人びとは、

森の植物を分類している。植物の語

彙だけで、2,000語近い言葉を持ち、
動物、昆虫をあわせるとその数4,600
種類。図鑑をつくれるくらい、たくさ

んの分類をしていました。レヴィ=ス
トロースは「なぜこんなにたくさん

分類しているのか？」という問いの

謎解きをしていきます。

　その4,600種類は、すべてを使っ
ているわけじゃない。薬になるよう

な特徴があって名前を付けている

とか、普通は何かに使えるから分類

していると思いますよね。でも彼ら

は、使うわけではないものに、名前

を付けて分類している。ある種の植

物学者なんです。

　植物学者は、発見したものが使え

ようが使えまいが、とりあえず分類

するでしょう。レヴィ=ストロースは、
彼らが、それは有用だから分類して

るんじゃなくて、まさに植物学者と同

じように、「考えるため」に世界を分

類して名付けている。それは植物学

者と同じように、科学的な態度に近

いものだと書いています。つまり、彼

らの植物の分類は、それが食べられ

るかどうかというような「生理的欲

求」ではなく、「知的欲求」に基づい

ているのだ、と。

　レヴィ=ストロースは、「ヨーロッパ
人の築き上げた近代文明は優れて

いて、森のなかで狩猟採集をしてい

るような人たちは未開で劣っている」

というものの見方をがらっと覆して

みせます。ハヌノオの人たちは、一

般的なヨーロッパ人より、植物のこ

とを分類してよく知っている。しかも

知的欲求に満ちてそうしている、と。

　ただ彼らの分類は植物学者の分

類とは少し違うので、科学者からす

ると根拠がないように見える。それを

「科学的思考」と対比して、「呪術

的思考」だと名付けています。

　これはほかの民族の例ですが、「キ

ツツキのくちばしをなでると歯の痛

みがとれる」と信じている人たちが

いる。あまり現実的とは思えないで

すよね。みなさんのなかに、歯が痛

いときに、歯医者さんに行かずに、

キツツキのくちばしをなでる人はい

ない。でも私たちも、子どもの歯が

抜けたときに、歯を屋根に投げたり

するじゃないですか。私たちも、ある

種の呪術的なことをやっている。上

の歯を床下に、下の歯を屋根の上に
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投げるのは、それぞれ上下を対応さ

せて、歯がよく伸びるように、下の歯

は上へ、上の歯は下へ、と願いが込

められているそうです。必ずしも因

果関係が明確じゃないことを結び付

けているわけです。

　「キツツキのくちばしは、木に穴を

あけるぐらい丈夫だ。だから、歯が弱っ

ているときに、硬くて強い歯をなで

ると、私の歯も強くなる」。これは「感

覚」に基づいた結び付けです。レヴィ

=ストロースは、ここに「美的な感覚」
も含めて、呪術的思考では「感覚」

に基づく分類をしているんだといっ

ています。

　触って硬いと感じる。赤い植物と

赤い動物を同じ赤で関連のあるもの

と捉える。触覚や視覚なども含めて、

動植物を分類する。科学者からすれ

ば「直感的なもの」だと感じるでしょ

う。でも、その直感的な感覚に基づ

いた分類に根拠があったことに、科

学者があとから気付くこともあります。

　たとえば、タマネギ、ニンニク、キャ

ベツ、大根、カラシナという野菜が

ある。これらは植物学的にはユリ科

とアブラナ科にわかれるそうなんで

すが、直感的には共通性を感じる。

科学者が実際に調べてみると、すべ

ての植物には硫黄の成分が含まれ

ていた。

　そういう意味では、直感に基づい

てすべてを一つのグループとするの

に、根拠がないわけじゃないんです

ね。だから「未開」とされる人びとの

感覚に基づく分類が必ずしも劣って

いるとはいえないわけです。

「呪術的思考」とは

　ここで「呪術」って、どういうこと

か説明しておきましょう。私たちは

病気になったら病院に行きますよね。

お医者さんは診断をして治療薬を出

しますけど、呪術はそれ以上のこと

をしてくれる、というんです。

　アザンデというアフリカの民族の

例ですが、ある人が高床倉庫の下で

日を避けて涼んでいたら、その倉庫

が崩れてきた。よく見ると、柱をシロ

アリが食べている。科学者なら、「こ

れはシロアリが柱を食べたから崩れ

た」としか説明しません。そこには「な

ぜ、自分が座っているときに倉庫が

崩れたのか」の説明はない。

　それは、医者が病気の原因を説明

できても、「なぜあなたがいま病気

になったか」を説明できないのと一

緒です。でも呪術師は「あの人から

呪いをかけられているので、あなた

が座っているときに倉庫が崩れた」

という説明をする。より深く因果関

係の連鎖をたどるわけです。

すべての植物には硫黄
の成分が含まれていた
---
システインというアミノ
酸の一種のなかに、硫黄
の成分が含まれている。
また、アリルイソチオシ
アネートという硫黄化合
物が含まれている。タマ
ネギや大根おろしの辛み
成分のもとでもある。

　レヴィ=ストロースは、こう説明
します。「『科学』は、因果関係の

ほんの一部しか説明しない。この

感覚に基づく『呪術』の世界は、そ

れをより深く、いろんな出来事が

連鎖するすべてを説明しようとす

る。だから、むしろ『呪術』の方が

包括的で、全面的な因果性に基づ

いているのだ」と。

　ここでもレヴィ=ストロースは繰り
返し、近代社会の「科学」の方が優

れているという考え方に対して、ア

ンチテーゼを投げかけていくんです。

　考えてみれば私たちも、感覚に

基づいて分類をしている。たとえ

ば、冷蔵庫にいつ入れたか忘れて

しまった食品がある。まず臭いを嗅

ぎ、色を見て、触ってみる。すると

少し臭いな、カビが生えてるな、ネ

バネバするなとかで、使えるかどう

か判断します。あるいは少しかじっ

てみる。これが食べられるかどうか、

無害か有害かとか、実はかなり「感

覚」に基づいて、日常生活を送って

いるんです。

　だから、科学だけが優れているわ

けではない。この近代社会で生きて

いる私たちでさえ、科学的な因果関

係の分類だけでは納得できてない。

呪術的なもの、あるいは感覚的な分

類に基づいて生活しているわけです。

「おまじない」について

　このあいだ学生に、何かおまじな

いをするか聞いたら、「キットカット」

を受験のときに持っていくと。英語の

「キットカット（KitKat）」と日本語の
「きっと勝つ」をかけるって、呪術を

とおり越して、かなりアクロバティッ

クな「言葉あそび」で、感覚的なグルー

ピングですよね。

　私が合格するかどうかは、勉強量

が確実に保証してくれるわけではな

いから、あとはおまじないにかける

……。こうした「おまじない」の実例

を出すと、学生たちもこの感覚に基

づいた「呪術的な思考」を初めて実

感としてわかってくれます。

　レヴィ=ストロースは、「美的感覚
に基づいた呪術的思考は、ある意味

で『科学』だ」といいました。彼はこ

れを「第一の科学」あるいは「具体

の科学」と名付けています。黄色い

とか硬いかとか、具体的なものに基

づいて秩序立てて分類して、私たち

は世界を認識している。こういう「具

体の科学」である「呪術」は、近代

科学と同様に、とても学問的なのだ

と書いています。

「ブリコラージュ」について

　芸術の話にいたる前に、「科学」と

アンチテーゼ
---
対立する理論や主張。

キットカット
---
ネスレ(Nestle)日本株
式会社が販売するチョコ
レートの商品名およびブ
ランド名。細長いウエハー
スを重ねた上に、チョコ
レートがコーティングさ
れている菓子。受験生の
合格守りとして広まった
のは、九州の方言「きっ
と勝つとぉ」に由来する
とされており、02年ごろ
には全国に広まったとい
われている。03年以降
は合格祈願パッケージや
受験生の無償配布など
企業自体がキャンペーン
に取り組んでいる。

ブリコラージュ
---
ありあわせの道具や材
料でものをつくること。
日曜大工などとも訳され
る。レヴィ=ストロースが
提唱した概念で、フラン
ス語の動詞Bricolerに
由来する言葉。
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「呪術」の関係について理解してお

かなければなりません。まず「具体

の科学」は、どういう特徴を持って

いるか。レヴィ＝ストロースは、ハヌ

ノオなど近代科学じゃない「具体の

科学」に生きている人たちのやって

いることの特徴を「ブリコラージュ」

だといっています。「ブリコラージュ」、

日本語では「器用仕事」と訳します。

これは料理に喩えると、すごくわか

りやすい。

　科学者はレシピに基づき、材料を

揃えて調理します。もともとある基

準に従って、目的どおりつくっていく

というのは、とても科学的な行為に

近い。どちらかというと機械的な作

業で、予定調和的ですが、ブリコラー

ジュは、それとは真逆のやり方です。

普段の私たちもほとんどそうでしょう。

ありあわせのもので料理をつくった

りしますよね。冷蔵庫を開けて、中

身を見て何をつくるか考える。これ

とこれがあるから、チャーハンにしよ

う、とか。小松菜もある、普通は入れ

ないけど刻めばいいか、みたいに。

　たまたま残っていた素材を使って

物事をつくり出していくのは、ハヌノ

オの人たちと似ています。植物を知

的関心に基づいて2,000種類に分
類しておくと、あるとき使えるものが

出てくる。冒頭で、役立つから分類

しているんじゃないといいましたが、

ありあわせのチャーハンも、そのた

めに残していた食材ではない。使う

かどうかわからないけど手元に残し

ておいたものを、必要なときに組み

あわせてつくり出す……。

　「具体の科学」の感覚に基づく分

類は、新しい植物が入ってきたときに

も役立ちます。この苦さはあの植物

に似ている、その植物は胃薬に使え

るから、この植物も胃薬に使えるだろ

う。そうやって発見していくんです。

感覚に基づいて、自分たちのありあ

わせの材料の性質を思い浮かべて、

新しい要素を実験しながら分類して

いく。あとで、科学的に分析したら、

胃に効く成分が見つかったり、メキシ

コで実際に胃薬として使われていた

植物だったという話が出てきたりする。

　そうしたさまざまな出来事の断片

みたいなものを使って、それを組み

あわせたり組み替えたりしながら、

薬をつくったり、神話をつくったりし

ていく。これがブリコラージュ的な「具

体の科学」です。

　神話には、動物や植物、いろんな

ものが出てきますよね。たとえば、「う

さぎはずる賢い」という神話がある。

それと科学はだいぶ違う。レヴィ=ス
トロースは「構造主義」という考え

方を広めた人ですが、次のように両

者を対比させています。

システィーナ礼拝堂
---
バチカン市国、ローマ教
皇庁内のバチカン宮殿
内にある礼拝堂。1473-
81年に、教皇シクストゥ
ス4世により創建された。
ローマ教皇を選出するコ
ンクラーベ（教皇選挙会）
が開催される場所として
知られている。内部には、
後述の《最後の審判》ほ
か、複数の優れた天井画、
壁画が描かれている。

　科学者は「構造」を用いて「出来事」

をつくる。たとえば、元素記号のよう

に法則や原理を立てて、そこから新

しい発見という「出来事」を導く。「具

体の科学」の科学者、ありあわせ仕

事の人たちはそれとは逆に、具体的

な「出来事」の断片をとおして「構造」

をつくっていく。レヴィ＝ストロースは、

そう表現します。

　具体的な「出来事」の断片という

のは、「苦い」とか「硬い」といった

経験であるとか、「うさぎ」と「たぬき」

がこんな行動をするとか。「構造」を

つくるというのは、たとえば神話の

物語をつくって、この世界の成り立

ちを説明するといったことですね。

　「科学の思考」と「野生の思考」

である「具体の科学」は、どちらか

が優れているといった話ではない。

どちらも有効な手段なのだ、とレヴィ

＝ストロースは強調しています。通

常の科学者のやっているやり方と、「野

生の思考」の人たちは、たんに違う

やり方で「科学」をしているだけな

のだと。

芸術は「ミニチュア」である

　では、「芸術」はどうか。ようやくそ

の話に入れます。レヴィ＝ストロースは、

芸術はこの「科学」と「器用仕事」の

中間にあって、どちらにも近づくこと

ができるといっています。人間と機械、

自然と人工物といったテーマを決めて、

その原理から具体的な表現形式を連

想していくのは「科学の思考」に近

いかもしれない。

　備前焼をつくるとき、この土の感じ

だったら、こういう感じにしてみよう

とか、最初に具体的な設計図があっ

て何かをつくり出すんじゃなく、素材

と対話しながら何かをつくり出してい

くというのは、器用仕事に近いかも

しれません。

　芸術に関してはややこしい話な

ので、おもしろい部分だけ紹介する

と、芸術は縮減（しゅくげん）模型、

すなわち「ミニチュア」だといって

いるんですね。たとえば、広大な景

色を１枚のキャンバスに納めた風景

画というのは完全にミニチュアです

よね。等身大の人間の彫刻をつくっ

たとしても、そこにはいろんな要素

が取り去られている。実際の人間は

動くし、歳をとると変化する。でも

彫刻の像は、ある一瞬だけを切り取っ

ていて、すべてを再現しているわけ

ではない。たとえば、皮膚や髪の色

の要素はカットされて、ブロンズ一

色かもしれない。簡略化されたイメー

ジを取り出してつくられている。だ

から、ある種の美的感覚というのは、

このミニチュアのなかに生まれるん

だといっています。

最後の審判
---
イタリアの彫刻家・画家・
建築家ミケランジェロの
絵画。1536-41にシス
ティーナ礼拝堂の祭壇に
描かれた。世界の終末に
イエスキリストが再臨し、
人類を裁くという思想に
基づいたもので、キリス
ト教美術としては重要な
モチーフであり、本作は
そのなかでも代表的な
作品である。

76 Guest Talk｜ゲストトーク 77Guest Talk｜ゲストトーク



　『野生の思考』のなかでは、もう一

つ例が出ていました。システィーナ

礼拝堂に《最後の審判》という大き

な絵があります。神話世界の時間軸

に比べたら、絵画として物理的に留

められた形は、どれほど大きく描か

れていても、ある一瞬に過ぎないの

で、実際よりは小さいといえる。では、

なぜ縮減するのか。

　レヴィ＝ストロースは、縮減される

ことで、我々は初めて「全体」を把

握することができる、といいます。彫

刻の場合も、実際の人間は動くので、

全体を捉えるのは難しいけれど、あ

る一瞬の姿を彫刻というミニチュア

にすることで、人間という存在を丸

ごと把握したり、ある種、操作可能

なものとして捉えたりすることがで

きる。つまり、鑑賞者がそのミニチュ

アを観ることで、自分でつくったか

のように、創作者のような気分にな

れるのだ、といいます。すごく賢い

ですよね……。

　そんなこと考えたこともない。で

もいわれてみると確かにそうだと思

える。私たちはなぜ、芸術作品を見

に行こうとするのか。それは鑑賞し

ているとき、同時に創作者と同じ立

場に立てるからだ、と。

　たとえば人物の銅像をつくるとき、

創作者はその人なりに「人間」を捉

えようとしたと思うんです。そして

鑑賞者は鑑賞者なりに、その像を「自

分の世界」のなかに取り込んで「人

間」のことがわかった気分になる。

鑑賞者は、ある種の「つくる」行為

に参加する経験ができる。

　創作する人は、「出来事」から「構

造」に行ったり、「構造」から「出来

事」をつくったり、どちらもありえます。

いずれにしても、レヴィ＝ストロース

は、その「出来事」と「構造」の組み

あわせを見出すときに、「美的感動」

が生まれるんだ、といういい方をし

ています。

　今回の岡山芸術交流の作品で考

えると、私が鑑賞したのは、ピンク

色のプール、無重力空間に浮かんで

いるカエル、アサガオ、考える人が

いない台座などですが、これらの作

品を鑑賞して、これは〈人間〉と〈非

人間〉の組みあわせというテーマ、

　すなわち「構造」があるに違いな

いと発見したとする。そこに「美的

感動」が生まれる。あるいは、ピエー

ル・ユイグに対して「彼は一貫して

こういうテーマを追求している」と

知ったうえで、「じゃあの作品のなか

に、そのテーマがどう表れているだ

ろう」と、具体的に見ていくこともで

きるかもしれない。いずれにしても、

抽象的なテーマや原理といった「構

造」と具体的な事物の様子や色、形

などが織りなす「出来事」の組みあ

わせが見出せたとき、そこにある種

の感動が生まれるんですね。

　私たちが感動できないときは、た

とえば「ピンクのプール」に何の意

味があるのかわからなくて、ポカン

とするようなときですね。みなさん

もそういう経験はないですか？　私

も最初はわからなくて、スタッフの

方に、あの色は「標準化されたヨー

ロッパ人の肌色」を表していると伺っ

て、はっとしました。そういう情報を

知ると、実際に目にしている「ピン

クのプール」という具体的な出来事

と、肌の色で差別される人種差別

の問題といった「構造」とがぱっと

結び付いて、腑に落ちる感じがする

（この解釈が「正しい」とは限りま

せん）。そのプールの上にあるスク

リーンでは、カエルが無重力空間を

浮遊している映像が流れている。

　意味がよくわからないとき、私た

ちは何かを想像することを強いら

れるんです。あれは宇宙ステーショ

ンで実験されているカエルがひと

つのモチーフになっているんですよ

ね。カエルは自然の生命だけど、「機

械的な装置のなかに捕らわれてい

る生命」と読み解くと、それが正し

いかどうかわからないし、正しい必

要もないんですが、ただこういうふ

うに読み解くと、ある種の快感を得

られますよね。

　少しだけ人類学の営みについても

触れておきます。文化人類学という

学問は、まさにこういうことなんだと

いっている人がいるんです。ティム・

インゴルドという、最近注目されて

いるイギリスの人類学者です。

　彼は、「職人と同じように対象と対

話しながら、ブリコラージュのように、

あらかじめ決めた目的にこだわらず

に、物事が生まれていく創造的なプ

ロセスに参加しながら観察する。そ

れが文化人類学の仕事で、たぶんアー

トもそれに近いんじゃないか」といっ

ています。

『野生の思考』における「蛇」

　『野生の思考』のなかで「蛇」の

神話について分析しているところが

あるので、紹介します。オーストラリ

アのアボリジニにムルンギンという

人たちがいます。世界が誕生したと

きに、2人の姉妹が、海に向かって歩
いています。一方は妊娠中で、一方

は子どもを抱いていた。歩きながら、

土地や動物、植物などいろんなもの

に名前を付けていきました。

　ある大蛇の池にたどり着いたとき

に、姉が経血でこの池を汚してしまっ

標準化された
ヨーロッパ人の肌色
---
ヨーロッパ人の肌の色を
標準化し、再合成した液
体に含まれる物質から「オ
モロム」という造語をタ
イトルに付けた。人がな
ぜ肌の色を話題にする
かを再考する意図で制
作された。

宇宙ステーションで
実験されているカエル
---
厳密には、「脊椎動物が
無重力空間で生殖活動
を行えるかというNASA
による実験のニュースと、
18世紀にイタリアの物
理学者が死んだカエル
に電気火花を当て、死ん
だ筋肉が痙攣することか
ら神経系の研究を進め
たという歴史上の出来
事を聞いたときのショッ
クをCG映像に表現した」

ティム・インゴルド
---
1948年生まれのイギリ
スの社会人類学者。人
間と動物、進化という概
念、人間にとっての環境
の意味など、従来の文
化人類学の枠組みを大
きく超える思索を続け、
世界的に注目されてい
る。主な著書に『ライン
ズー線の文化史』、『メ
イキング 人類学・考古学・
芸術・建築』など。

ピンク色のプール
---
パメラ・ローゼンクランツ
《皮膜のプール
（オロモム）》
2019年

無重力空間に浮かんで
いるカエル
---
ジョン・ジェラード
《アフリカツメガエル
（宇宙実験室）》
2017年

アサガオ
---
シーン・ラスペット
《ノアサガオ:
IRBIiライトブルー × 
IRBIiシルバーブルー》
2019年

考える人がいない台座
---
エティエンヌ・シャンボー
《微積分/石》
2019年
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た。神話では、清浄と不浄とか、そう

いうことが出てくるシーンがよくあり

ます。蛇がそれに怒って、女性も子

どもも呑み込んでしまった。さらに蛇

が鎌首を持ちあげると、雨が降り大

洪水になった。しかしその蛇が寝転

がると、雨が止み、晴れた。こういう

物語なんですが、レヴィ=ストロース
は、こうした神話には「構造」、すな

わち「二項対立」のセットが見出せ

るといっています。

　一つは、「蛇」は「清浄」なもので

「男性」や「雨」と関連している。そ

して、「不浄」は「女性」に結び付け

られていて、「大地」と「乾季」と関

連している。「男―女」「雨季―乾季」

「清浄―不浄」という二項対立のセッ

トが神話のなかに現れる。これが構

造主義のいう「構造」です。

　ただし、雨季は洪水で大地が水浸

しになる「悪い季節」で、乾季になっ

て雨が止むと、植物が育ち始め、実り

の時期になる「よい季節」なので、清

浄だからよい季節ではないんですね。

　この神話の地域では、まさにこの

神話と同じ二つの対比的な季節があ

るんです。雨季と乾季が明確にわか

れている。彼らは、身近にある自然現

象を素材にして、この神話の構造を

つくり出した。こういう構造を読み解

くのが、構造主義の「神話分析」で

す。男を中心とした社会が清浄なも

ので、大洪水で女性と子どもを呑み

込んで浄化する。男の身勝手に聞こ

えると思うんですが、神話のなかで

はそういう話をとおして、世界の秩

序を回復する物語がつくられています。

　現実には、たんに雨が降って洪水

がおきているだけなのですが、この

出来事の断片を使って、大洪水で

土地が浄化されて、また豊かな生

命の実りの時期に戻っていくサイク

ルを、神話のなかで再現している。

　自然現象である雨が降るか降ら

ないかに対して、私たちは何もしよ

うがないですよね、祈るしかないと

いうか。でも彼らは神話のなかで、

それを操作可能な「記号」に置き

換えることで、自然現象を物語化し

て、それにそった儀礼をとおして雨

を止ませ、生命の実りに変えていく

サイクルを再現しているわけです。

　神話は、自然現象を科学的に説明

するものではなく、自然のなかで現

実におきている出来事を、自分たち

の概念のなかに取り込んで秩序を

生み出そうとしている。科学で自然

現象を説明するとき、大雨が降って

大洪水がおきた原因は、低気圧や台

風のせいと説明されるかもしれませ

ん。でも神話の場合、大洪水になっ

たのは、不浄なものがたまっていて、

それを洗い流すためで、こういう儀

礼をしなければいけないとか、こう

いうことをすると大地が汚れるので

やってはいけないとか、彼らの行動

の規範に結び付いている。人びとが

自然現象と人間社会の出来事の因

果関係を理解可能にして、そこに儀

礼などをとおして関与するための「道

具」が、神話のなかに準備されてい

るわけです。

　世界と日本の「蛇」神話

　「もし蛇が」というタイトルについ

て、結局、私もよくわかってないんで

すけど、「蛇」というのは非常におも

しろい存在であることはまちがいな

い。実は、世界中のいろんな神話に

蛇が登場します。たとえば、エジプト

でコブラは、太陽や火と結び付けら

れる神聖なものです。インドにはナー

ガという蛇の神様がいます。中国で

は、最初の天地が生まれたときに、

兄と妹の2人がいました。彼らは、上
半身は人間だけど下半身は蛇なん

です。この2人が人間の祖先だとい
う神話があります。それから、キリス

ト教でアダムとエバが神様から食べ

るなといわれた禁断の果実を食べる

ようそそのかしたのも、蛇なんですね。

つまり悪魔のささやきをする邪悪な

存在なんです。

　日本でも蛇は「水」と関連付けら

れていて、力を持っていると同時に、

その力で災厄を招くこともあるという、

両義的な存在です。だから今回の「も

し蛇が」の蛇は、悪さをする蛇なのか、

よきものの前兆としての蛇なのか、どっ

ちなのかなと。

　日本では、かなり古い時代から、

蛇が重要な役回りをしています。た

とえば、縄文土器には、蛇のモチー

フがたくさん使われている。日本列

島で暮らした人びとのなかで、蛇が

重要な意味を担っていた可能性があ

るわけです。とくに縄文文化の中心

地として栄えていた長野県の諏訪

あたりで、そうした土器が多く出土

しているそうです。そこからもわか

るように、日本の仏教や神道以前の

古代的な信仰の基盤に蛇が関連し

ていた。その後、蛇がとぐろを巻い

た姿を山に見立てて、山を信仰する

ようになったという説もあります。大

物主神（おおものぬしのかみ）は奈

良県の三輪山の神様で、蛇に姿を変

えて登場します。岡山神社には、わ

らで蛇をつくる祭りがあるんですよ

ね。岡山神社の主祭神（しゅさいしん）

は、桃太郎のモデルとされる吉備津

彦命（きびつひこのみこと）の姉の

倭迹迹日百襲姫命（やまとととひも

もそひめのみこと）で、大物主神と

結ばれます。大物主神が矢の姿に変

身して結ばれる話も出てきます。こ

の矢も蛇を象徴していて、これは男

最初の天地が生まれた
ときに、兄と妹の2人
---
兄は伏犠（ふっき）、妹は
女媧（じょか）と呼ばれ、
夫婦との説もある。大洪
水のときにこの2人だけ
が助かり、人類の始祖と
なったといわれている。
この説は「洪水神話」な
どと呼ばれ、中国から東
南アジアではこうした兄
弟が人類の祖になる形式
のものが多く伝わってい
る。ほかの地域でも洪水
テーマとした神話が多く
分布しており、それぞれ
独自の特徴を持つ。

アダムとエバ
---
かつては「イブ」と呼ば
れていたが、『新共同訳
聖書』が多くの教派で主
要な聖書となっており、
日本で一番使用されてい
る。その掲載の表記に従
い「エバ」が一般化した
ものと思われる。しかし、
これまで引き継がれてき
た地名や人名などの固
有名詞を変更しているこ
とに対しての批判もあり、
かつての主流であった『口
語訳聖書』を引き続き採
用する教派もある。

コブラは、
太陽や火と結び付け
られる神聖なもの
---
古代エジプト神話の女神
ウアジェトがコブラやコ
ブラを冠した女性として
描かれていた。彼女は下
エジプトの守護神だった
ため、古代エジプト王（ファ
ラオ）が領土の支配権を
示すため、冠の装飾にコ
ブラを模った蛇形記章を
付けるようになった。彼
がのちに太陽神ラーと同
一視されるようになった
ことや、ファラオを敵から
守るために、蛇形記章か
ら火が出たなどの話に由
来するものと思われる。

ナーガ
---
ヒンドゥー教の神の名前。

禁断の果実を食べるよ
うそそのかした
---
旧約聖書の『創世記』に
記されている話。エデン
の園にある知恵の木の実
を蛇の誘惑により食べて
しまい、楽園から追放さ
れた。このことから、つい
禁を破ってしまうような
誘惑的な快楽のメタファー
として「禁断の木の実（果
実）」が使われている。

「水」と関連
---
水にまつわる神（川神や
井戸神など総称して水神
と呼ぶ）に蛇の姿をして
るものが多いと伝えられ
ている。水だけでなく、山
や雷の神など多くの信仰
が伝えられている。

三輪山
---
『古事記』と『日本書紀』
のなかで、大物主神が鎮
まる神の山として信仰さ
れている記載がある。

わらで蛇をつくる祭り
---
江戸時代から続く恒例行
事で、毎年1月第2日曜日
に開催されている「お綱
まつり」のこと。胴1m長
さ15mで尾が三つに裂
けたわら縄でつくりあげ
た大蛇（竜やお綱さまと
も呼ぶ）を担ぎ、笛や太鼓
とともにまちを練り歩き、
神社に奉納する。一年の
家内安全と火事除けを願
う祭りである。岡山市の
無形文化財に指定されて
いる。なお同県新見市で
も同様の「蛇形（じゃがた）
祭り」が行われている。

大物主神が矢の姿に変
身して結ばれる
---
 先の話は『日本書紀』に
記された話で、この話は
『古事記』に記された話
であり、前述の相手とは
別人。美女であった勢夜
陀多良売（せやだたらひ
め）に惹かれ、丹塗矢に
姿を変え、用を足す姫に
矢で突いた。その矢はの
ちに美男子に姿を変え、
その男と結婚をしたとい
われている。
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性の象徴でもある。あるいは、大物

主神が取り憑く巫女（みこ）になる。

　蛇は、日本の神話でも重要な要素

で、古くから日本文化の基層を支え

るものでもあったので、今回のタイト

ルはそうした想像力をかきたてられ

る深みがあります。「もし蛇が」と聞

いて、日本人ならどういう想像する

のか、いろいろ可能性があるなと、

思いながら展示を見ていました。

木ノ下 ありがとうございます。とても
興味深い分析と、さまざまなエピソー

ドを披露していただきました。その

なかにも「構造」と「出来事」が含ま

れているような、とても興味深いお

話をありがとうございました。

質疑応答

AIはどういう位置づけか

質問者1 冒頭で「機械」と「人間」

という分類をされていましたよね。

最近AIが登場して、これからの主流
になると思います。AIの位置づけは
「中間」ですか、それとも「機械」に

なるんでしょうか。

松村 おもしろい存在ですよね。AI
の新しさは大量のデータを取り込み

ながら、アルゴリズムのもとで動い

ていく「ディープラーニング」の部分。

これは生命的ですよね。

　林原美術館に展示されていた作品。

アプリであげた餌に反応して蛇のよ

うな生きものが動く。鑑賞者の行動

の蓄積で、動きが変わる。これもおそ

らくAIに近いものですよね。旧内山
下小学校の土俵の上にあった蛇型の

作品もそういうものでした。あれは何

を取り込んでいるんでしったっけ？

木ノ下 音を学習していくと、動きが
出てくるというものでした。

松村 あの作品のなかには、すでに
AI的なものというか、これからの機
械のあり方や生き物みたいな機械

の可能性が見出されているように思

います。生命的な機械への憧れに近

いものもあるかもしれないし、いろ

いろ実験してみようと。

　その意味で、AIは機械であると同
時に、人間らしさの一部を持った存

在といえるかもしれません。これま

での芸術作品って、作家の頭のなか

で完成されていて、静止してそこに

安置され続けているものが多い。でも、

岡山芸術交流の作品らは、鑑賞者が

どう行動するかによって反応が変わ

る。これは、人工知能的な機械のそ

の先のあり方や人間のあり方にも影

響を与えるような未来を考えてるん

じゃないかなと思いました。

木ノ下 作品に対して、決定的な答え
があるというより、見る人の解釈や

行為などによって、思ってもいなかっ

た価値や可能性や意味を見出すと

いうところは「出来事」と「構造」の

兼ねあわせというか̶̶AIはどちら
ともいえるかもしれません。ただ、情

報を入力してるのは人間ですよね。

それが進化していくかどうかは、人

間が進化していくのと似てるのかな

と思います。

松村 人間が全部AIのリコメンドに
沿って行動するようになったら、逆転

するかもしれないですね。今、スマー

トフォンで歩数や心拍数も測れるでしょ

う。これらを分析して、「今日の最適

な食事」の情報が提示されるように

なるかもしれない。そうやって、機械

はどんどん賢くなり、人間はプログラ

ムに従って予定調和的に動くような

機械のような存在になるのは、ディス

トピアだけど、あり得る未来かもしれ

ません。とてもおもしろいですよね。

AIを駆使しての、人や動物との交流

質問者2 山陽新聞社のさん太ホール

で開催された、岡山芸術交流のプレイ

ベントの講演会に行きました。その講

演者の話がとてもおもしろかったです。

　AIを駆使すると、人間が動物や何
らかとコミュニケーションできる可能

性を示していたんです。人間の文化

と自然との関わり方に新しい可能性

があるような気がしました。

　文化人類学において、文化と自然

との境目というのは大きなテーマじゃ

ないですか。その境目が揺るがされ

始めているという感じでおもしろい

と思いました。講演の詳しい内容は

忘れてしまったんですが……。

木ノ下 旧内山下小学校のなかに展示
してある、ピエール・ユイグの映像

の作品のために映像を提供した技

術系の方の講演ですね。京都大学

の神谷さんという、ディープラーニ

ングを含めた頭脳科学、情報科学の

専門家を基調講演にお呼びしました。

夢を可視化するという実験をされて

いる方です。

松村 技術系の人が話す感じの内容
だなと思いました。動物とコミュニケー

ションするのに、実はAIは要らない
んですよね。みなさん、すでにペット

とコミュニケーションをとってるじゃ

ないですか。

質問者2 だから、それが証明された

というか。

松村 後付けの「証明」でしかない
わけです。亀って笑わないですよね。

でも、亀を飼っている人は、その動く

大物主神が取り憑く巫女
（みこ）
---
崇神（すじん）天皇の代
に疫病が大流行したため、
八百万の神々を集めて占
いをした際に、大物主神
が倭迹迹日百襲姫命に
憑依し、大物主神を祀る
ようにお告げをしたとい
われている。

林原美術館に展示され
ていた作品
---
イアン・チェン
《BOB（信念の容れ物）》
2018-2019
アメリカ出身の作家。人
工 生 命 体「BOB（Bag 
of Beliefs）」に はAIが
搭載されており、鑑賞者
は専用のアプリをとおし
て、キメラ蛇のような生
命体に刺激を与えること
ができる。生命を形づく
る輪郭線はどこにあるの
かという問いからつくら
れた生命体は、人間の「信
念」と「欲望」に影響さ
れ成長する。

蛇型の作品
---
パメラ・ローゼンクランツ
《 癒 す も の（ 水 域 ）》
2019年
スイス出身の作家。アル
ゴリズムで制御された蛇
のロボットが、鑑賞者の
持つカメラなどの電子音
に反応して動き、頭部の
LEDを点滅させる。

ディストピア
---
理想郷（ユートピア）に反
する社会。SF小説などの
設定としても用いられる。

京都大学の神谷さん
---
京都大学大学院情報学
科教授の神谷之康氏。
2019年3月15日に行わ
れたパブリックプログラ
ムのシンポジウムで基調
講演を行った。
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替わっている。隣の民族とほとんど

同型の神話があるんだけど、その動

物はこっちにはあまりいないから、

身近な動物に入れ替えたとか、かな

り自由度が高い。

　日本の神話も、かつては地域によっ

てかなり違いがあったはずですが、

『日本書紀』や『古事記』を編纂す

る過程で一つのものにした。国家

の正当な神話はこれですと、さまざ

まな種類のあった神話を、それは

俗説だといった感じに退けてまと

めた。文字として書物に書かれた

途端、神話も固定されてしまうんで

す。でも、語り継がれているものは、

言葉に縛られていないので、自由。

　よくあるのは、隣の民族と仲が悪

いという「現実」に対して、実は祖

先たちはこういうことでもめていた

から、それ以来、私たちはずっと仲

が悪いと。そう神話が語り伝える。

　日本でもありそうですけど、そう

いうふうに今、私たちが直面して

いることを自由に説明し、腑に落ち

るためにあえて文字にしなかった

というか、文字を使わないところが

おもしろいなと思います。

　でもトーテンポールとか、自分た

ちの祖先を動物で彫るという造形

物での伝え方も、もちろんあります。

んですか」「こうなんじゃないですか」

という問いかけを、作品をとおして

私たちに投げかけている。それは、

半分できあがっていて半分できあがっ

ていない状態なんですよね。以前と

あるアーティストに「半分できあがっ

てますけど、あとはそちらですから」

という話をされて、なるほどなと思っ

たことを、今日の話を聞いていて思

い出しました。

ハヌノオ族や

ムルンギン族の伝達方法

質問者3 ハヌノオの人やムルンギ

ンの人は、分類したものや神話をど

ういう手段で伝えていたのでしょうか。

口伝えだったのか、絵や文章を書い

たのか。そういう伝え方というのが、

縮減模型かなと思ったんですが。

松村 有名なのは、オーストラリアに
住むアボリジニのドリーミング。神話

の世界を絵として表現しています。

でもそういうのはあまり多くなくて、

基本は「口頭伝承」です。

　神話を語り伝えるんですけど、お

もしろいのは、同じ民族でも、人や

グループによって、少しずつディテー

ルが変わっていて、自分たちにとっ

て都合のいい神話になっている。

　たとえば、登場人物の動物が入れ

はずのない表情から「おいしい」と

か「お帰り」とかいうメッセージを受

け取っているそうです。

　神話の世界では、いろいろな動物

が人間と同じような行動をしたり、

人間と会話したりする。だから、ずっ

と人間は動物とコミュニケーションし

てきた。科学はそれを後から「こう

なんですよ」といってみせる、マジッ

クの種明かしみたいなものですね。

　私たちはとっくに直感で「具体の

科学」のレベルでやってきている。

だから私たちはあまりそこに身構

えないでいいと思うんです。AIを
過信し過ぎると、逆にAIを介してし
か動物とコミュニケーションができ

なくなっちゃう。

　これまでだって、私たちは好きな

ように動物とコミュニケーションで

きていたのに。この鳴き声はこうい

う感情だとか、動物版の翻訳機械

に頼ってしまう。すると翻訳画面ば

かりを見るようになり、自分の飼っ

ている犬の表情を見なくなるんで

すよ。そうすると、私たちはどんど

ん動物とコミュニケーションがとれ

なくなってしまう。

　すいません、すごく批判している

ようですが……。僕はそういう技術

に対して、懐疑的に見ている面もあ

ります。文化人類学は、人類が長い

営みのなかでどんなことをやってき

たか、その蓄積を学ぶ学問です。だ

からそうそう科学技術に超えられちゃ

困るという気分があって……熱くなっ

てしまってすみません（笑）。

木ノ下 私たちは、近代化された仕組
みのなかで生きているということと、

それより以前の受け継がれてきた基

礎、人間のDNAみたいなものを考
えることは、今回の展覧会を読み解

くうえでとても重要なのではと思って、

このような場を企画しました。

　今日、文化人類学としての学びを

聞いて、本来私たちに備わっている

知恵や体験から導き出される妄想力

だったり、洪水の神話の話もありま

したが、災害という辛いことを乗り

越えるために、自分なりの腑の落ち

方、腹落ちとよくいいますけど、それ

を自分なりのストーリーに紡ぎ出せ

る想像力、イマジネーションとクリエー

ション、二つあると思うんですけど、

そういうことが私たちには備わって

いるということを忘れないようにし

ないといけないと思いました。

　他者が決めたことだからとかいっ

た、いいわけの世のなかになってい

くと、とても怖いなと。一見わけがわ

からない表現をするアーティストが

社会に対して、「本当にそれでいい

ドリーミング
---
オーストラリアの先住民
族は独自の時間概念（ド
リームタイムとも）を持っ
ており、絵画や彫刻、音
楽、踊りなどによって神
話の再現を行う。

トーテンポール
---
北アメリカ北西海岸の先
住民族がつくる彫刻柱。
モチーフは、動植物や事
物などで、その民族が信
仰している対象などを図
案化したものを刻み込む。
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号として使いこなし、しかも現実の

自然などに働きかけていると。これ

は方程式をつくって、降雨を予測す

るのとほとんど同じような営みだと

いうことを主眼に置いて、人種差

別的な価値観への戦いを挑んでい

るわけです。

　今の文化人類学は、必ずしもそ

うではありません。もはや「野生の

思考」の世界と近代の科学を対比

的に捉えるのは困難になっています。

ハヌノオもムルンギンも、このグロー

バリゼーションのなかで、コーラを

飲んだり、スマホを使った生活して

いるかもしれない。この神話の世

界は、やがて近代社会に呑み込ま

れてしまうんじゃないか。こういう「野

生の思考」も、消えゆく文明に過ぎ

ないとなったときに、近代に対して

「野生の思考」が「未開」とされる

社会にあったと提示するだけでは

もう十分ではない。

　現在の文化人類学は、「野生の思

考」はハヌノオやムルンギンの専売

特許ではなく、今なお私たちがやっ

ていることだ、という方向に攻めて

いくんです。だから、キットカットのお

まじないや食べものが傷んでないか

嗅いでみるとか、私たちだって「野

生の思考」を失っていない。近代社

会と未開社会は、それほど対立的な

存在ではない。近代化してなお私た

ラージュの「器用仕事」をまず対比

的に示して、芸術は、この両方を行

ききしているんだといいました。一

方に偏り過ぎると工芸作品のように、

もしくは儀礼的なもののようになっ

てしまう。芸術を幅のあるものとし

て説明している点は、両義性やその

揺らぎを捉えているからなんだろう

という感じがします。とても鋭い質

問だと思います。

文化人類学が何を目指すのか

質問者6 たとえば、今の日本と他国

のある時代のある社会とを比較する

ことで、文化人類学は何を目指して

いるのか。それは、今の自分たちが

当たり前にしているものを、揺るが

し見直すことが目的なんでしょうか。

松村 レヴィ=ストロースが活躍し
た1960年、70年代あたりに文化
人類学が直面していた課題と、21
世紀を生きる私たちの文化人類学

の課題は違います。レヴィ=ストロー
スは第二次世界大戦後に、近代ヨー

ロッパが先進国として持つ優越感

や人種差別、近代的なものの方が

優れているという西洋中心主義的

な価値観と戦っていました。科学者

が構造的に法則を立てて分類した

りするのとまったく同じように、「未

開社会」とされる「具体の科学」の

人たちも、見事に構造のセットを記

これは入れ替え可能だと捉えれば

いいかなと思います。

対立構造に持ち込めないものを

どう考えるか

質問者5 構造主義って、対立項み

たいになってしまうじゃないですか。

たとえば、「清浄」と「不浄」という

ような。だけど、両義的な現象で対

象になるものはいくらでもあります

よね。たとえば「聖なるもの」とか。

それは「清浄」であるのと同時に「不

浄」なものでもある。どっちかわから

ない。そのわけのわからなさという

のは、たとえば斬新なアート作品を

見たときに、我々が感じるどっちかわ

からない両義的なものは、概念化で

きない。二項対立的に解明できない

性質を帯びていると思うんです。レヴィ

=ストロースは、芸術への造詣が深かっ
た人だと思うんですが、そういう両

義的な、曖昧な、たとえば聖なるもの

ついてはどう考えていたんですか。

松村 「清浄」と「不浄」も、「聖」と
「俗」も、まさに「概念」として対立

的に取り出して分析するのが、構造

主義的な「構造」の捉え方です。もち

ろん、その二項対立の図式は、単純化

し過ぎているという批判もあります。

　でも、芸術に対する分析は、かな

り慎重で、さっきも「科学」とブリコ

女性が不浄とされたのはいつからか

質問者4 女性が不浄だという話が

ありましたが、たしか縄文時代ごろは、

女性も大事にされていたと思います。

いつからそういうイメージになった

んですか。

松村 私も今の時代に「女性が不
浄だ」って、いうべきじゃないとい

う気持ちになるんですけど、これ

はあくまで「記号」の話です。ここ

では「清浄」と「不浄」の対比が、

「男」と「女」という対比と結び付

くところが重要で、男性が結び付

けられる雨は「悪い季節」でもある。

　だからこれは、入れ替わってもい

いんです。民族や神話によっては、

男が不浄になる可能性もある。「不

浄」という言葉を当てると、ネガティ

ブなイメージばかりになりますが、女

性は「よい季節」とされているので、

生命が育まれる大地というイメージ

と結び付けられてもいる。たんに「女

性が不浄だ」というところだけを切

り取ると、ちょっと……と思いますが。

　女性が生命をつくるというのは、

どの神話でも一貫していますし、

必ずしも善悪の問題ではないんで

す。構造主義の神話分析で重要な

のは、複数の二項対立の「構造」

が組みあわさっていること。だから、
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会場1 私、苔がたくさん生えている
ところに水を噴きかけると、苔が動

くように見えると聞いて、虫眼鏡で

観察してたんです。そしたら視線を

感じて……気付いたら蛇が目の前に

いて、じっと私を見ていて（笑）。本

当の蛇がいたんです。私が写真を撮っ

ている間もじっと見ていました。

松村 なんかそういう出会い方です
よね。両義的なエピソードです。

会場2 ヤマタノオロチの物語を読
んだことがあります。神聖なもの

というイメージ。

松村 蛇の尾から剣が出てくるん
ですよね。古代では鉄は非常に貴

重だった。権力の象徴だし、国力の

基盤だったものが、蛇の尾から出て

くるんですね。

会場2 漢方薬に使われていたりもし
ます。

松村 薬になる。ほかにありますか？

会場3 小学校から帰るときに石段を
上がっていたら、階段の途中にアオ

ダイショウがいて……最初は怖いな

と思ったんですが、意外と静かで乗

り越えられました。

松村 乗り越えられたんだ。

会場3 優しいなと思いました。

松村 優しいと思った。襲われるか
もしれない恐怖と、実際は襲われ

ずに視線だけを感じる。それは、両

義的だからこそ神聖に感じる。傷

付けられる可能性がある、力を持っ

ているのに、つねに人を襲うわけじゃ

ないところに、私たちは意図を読

み込むんですね。やっぱり、蛇すご

いですね……。私もよくわかった気

がしました。

木ノ下 今の話には、いろんな分析が
あると思うんですけども、みなさんそ

れぞれに考えていただいて、一つの

答えになるようなものを見つけ出し

ていただけたらなと思います。先ほ

ど質問にもありましたが、「何を文化

人類学で目指すのか」。前近代、近

代、そして現代に地続きの思考性、

私たちが「感性」として捉えるものは

何なのか、ということを交換しながら

やっていくことが、とても重要なのか

なとお話を聞いていて思いました。

　こういう機会だけではなく、この

ような場が日々みなさまの周りで

おこることを願いながら、今日は長

時間、狭いなか、みなさまにご協力

いただいて過ごすことができました。

松村さん、そしてみなさん、双方で

拍手して終わりたいと思います。あ

りがとうございます。

える場合と、「悪いもの」と考える

場合があるのか、その違いは、たと

えば農作物を荒らしたとかからくる

のか。それが何に由来するのか知り

たいです。

松村 みなさんにお聞きしたいんで
すが、蛇にはどんなイメージがあり

ますか？蛇はやはり怖いだけですか？

質問者7 怖いので、自分から進ん

で見に行くことはないです。

松村 ですよね。なぜ古代人たち
は、こんなに蛇に魅せられたのか。

私たちが失ってしまった感覚という

か、たんに怖い、毒を持っていて噛

まれただけじゃない、特別な蛇との

出会い方をしたんじゃないかな、と

思うんです。

　ひとつはやはり「水」と深い関わ

りがあると思うんです。水は今と違っ

て、かなり貴重でしたよね。蛇がいる

ところに水があるから、これは蛇が

もたらしていると考える。「野生の思

考」に戻って想像してみると、蛇は

水場にときどき顔を出しては、姿を

消す。その水が枯れたのは、蛇がど

こかに行ったからじゃないか。じゃあ

蛇を呼び戻さないといけない……。

これは推測でしかないです。でも、こ

ういうふうに、みなさんも、蛇の神聖

さを感じた経験ってないですか？

ちは、「野生の思考」をかなり頼りに

している。かつては近代と前近代を

対比的に捉えていたけれど、実は横

断している。近代のなかには前近代

が残っていて、それが日常生活で、

かなり大きな部分を占めていたとい

う見方をとっています。

　私たちは今、科学の時代を生き

ていると信じています。でも、「蛇

が雨を降らすなんて信じられない」

という人が、キットカットを持って受

験している。だから、自分たちが「野

生の思考」のなかに片足を突っ込

みながら生きていることに気付い

ていないわけです。でも、そこに光

を当てることで、私たちのなかにあ

る「野生の思考」に気付く。世界の

見方というか、ものの見方がちょっ

と変わってくる。だから、みなさんも、

これから日常のなかで「野生の思考」

を探してみてください。これは「野

生の思考」っぽいぞ、と思うことが

大半だと思います。普段いかに科

学に頼ってないかということがよく

わかると、自分たちがどんな世界に

生きているか、そのイメージ一変す

る。文化人類学は、そこから新たな

世界の捉え方を模索しようとして

いるといえると思います。

蛇に対するイメージ

質問者7 蛇はなぜ「よいもの」と考
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岡山神社で
“蛇”について語り合う

トークイベント
9月29日［日］  15：00 – 16：00
岡山神社
参加者  105名

1978年岡山神社の社家の家に生まれる。青山学院大学経済学部卒業。
アメリカ留学の後、(株)東芝や外資系企業に勤務。退職後、1年間の
自転車でのヨーロッパとアフリカ放浪の旅を経て2010年に岡山に戻る。
岡山神社の神職として、神社の祭りを現代の方で活性化するべく、「蚤
の市」「音楽祭」などを始める。また地元のまちづくり団体やNPOな
どにも積極的に関わる。2016年岡山神社宮司に就任。

岡山市出身。東京大学法学部卒業。1977年建設省（現国土交通省）
に入省。建設省大臣秘書官、内閣府政策統括官（防災担当）など
を歴任。2012年から国土交通省国土政策局長を務め、2013年
6月に退官。同年10月、岡山市長に就任。2017年10月再任。

大森雅夫
岡山市長 / 岡山芸術交流実行委員会会長

久山信太郎
岡山神社宮司

司会  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター

芸術文化は、個人の感性と知性に基づいた価値観が尊重
され、同時に他者の異なる主張への寛容さの相乗によっ
て真の多様性が醸成される、人間の本質に関わる重要な
存在です。そのため立場や役割を超えて自由に発言し、
意見を出しあう機会として、そして「岡山芸術交流」の基
盤整備と持続可能な展開に資するシンボル企画として、
実行委員会会長、総合プロデューサー、総合ディレクター
を軸に、多彩な話者を迎えて、三つの異なる主題・形式に
よるディスカッションを開催しました。

Discussion
対談・鼎談・座談

91 岡山神社で“蛇”について語り合う

101 瀬戸内アートリージョンの可能性～岡山の芸術率先者達の地脈と役割

118 国際展と芸術祭の隆盛～その課題と可能性

9191Discussion｜対談・鼎談・座談



プレイベントとして開催した「A&C（Art & 
City）」の作品の一つが展示されています。9
世紀にできた岡山神社が新しく現代アートと融

合している。その意義はいろいろあると思います。

子どもたちの知識や感性を刺激することだけ

ではなく、岡山の今までの歴史や文化と現代アー

トをどうやって融合していくかについても、ま

ちづくりの基本として考えなければいけない。

ほかにも、第1回目の岡山芸術交流2016で展
示したリアム・ギリックの作品を、城下地下広

場の採光塔に継続展示しています。現代アート

を新しい文化として取り入れながらも、古い岡

山の歴史や文化を大切にしていく。そういうま

ちづくりをしていくことで、ほかのまちと差別

化ができるのではないかなと思っています。今、

旭川の堤防のところも随分変わってきています。

岡山芸術交流を通して文化や歴史を築き、大

きな面での岡山のまちづくりに寄与させたい

なと思っております。

木ノ下 今回のトークテーマである蛇について紐
解いていただきます、久山さんよろしくお願い

いたします。

久山 岡山神社の宮司の久山と申します。よろ
しくお願いいたします。

　岡山のお祭りのある種の特徴として、非常

に地味といわれることもありますが、それは江

戸時代前期に池田家が行った倹約令の流れか

らきているのではないかと考えています。そこ

で、2010年に宮司になってから、岡山神社で
蚤の市や音楽祭などの、これまでの歴史や文

化と少し脈絡が違うお祭りのような催し物を開

はじめに

木ノ下 今回は岡山芸術交流2019パブリックプ
ログラム第1弾として、岡山芸術交流実行委員
会会長で岡山市長の大森雅夫さんと、岡山芸

術交流の舞台となっているカルチャーゾーンに

位置する岡山神社宮司の久山信太郎さんのお

2人をゲストに迎え、「岡山神社で“蛇”につい
て語り合う」を開催します。どうぞよろしくお

願いいたします。

　アーティスティックディレクターのピエール・ユ

イグが掲げた岡山芸術交流2019のタイトルは「IF 
THE SNAKE もし蛇が」です。今回のトークテー
マは、もちろんこのタイトルがきっかけになって

いますが、なぜこの岡山神社で蛇について語り

あうのか。そこにはさまざまな理由があります。

トークの前半ではタイトル「もし蛇が」における

蛇と岡山の関係について紐解き、後半には会

場のみなさまにも議論に参加していただきます。

それでは大森市長、岡山芸術交流2019をご覧
になってどのように感じられましたか。

歴史・文化と現代アートの融合

大森 みなさん、岡山市長の大森です。「観光」っ
て言葉がありますよね。光を観ると書きますが、

その意味をご存じでしょうか。光はその地の風

俗や文化を指しています。つまりいろいろな地

に行ってものを観ていくことは、そこの地の文

化や本質を観ていくことだ、というのがこの言

葉のもともとの意味です。

　ここ岡山神社には、岡山芸術交流2019の

続いて、今回気になった作品についてお話し

いただければなと思います。

岡山芸術交流2019を見て

大森 全体を通して人間と人間の関係、人間
と自然との関係についての既成概念を変え、

もう一度その関係を見直してみようという作

品が多かったような気がします。感性の違いも

ありますので、ビビッとくる人と、そこまでい

かない人、いろいろいるのかなとは思いまし

たが、私自身は、ジョン・ジェラードの《アフリ

カツメガエル（宇宙実験室）》がおもしろかっ

たです。人間のカエルに対する優しさと、カ

エルを実験のために宇宙空間まで連れてい

く傲慢さなどを表していると思いました。今、

国連総会で環境活動家のグレタ・トゥーンベリ

さんの話が随分話題になっています。環境破

壊がどんどん進んでいて、我々の将来をどう

するのかと。世界ではSDGs（Sustainable 
Development Goals）やESD（Education 
for Sustainable Development）などの大
きな流れがあり、政治体制や大きな自由主義

が格差を生んでいる状況に対して、本当にこ

れでいいのだろうかという議論も起こっていま

す。このような世界の状況のなかで人間の行

いがどうあるべきなのか。あのカエルが時々変

な動きをすることが、人間の傲慢さみたいなも

のを表しているのではないかと。子どもたちが

あの作品を見て、考え、自分たちの将来につい

て悩んでもらえればうれしいですね。ほかにも、

「この作品を子どもたちが見たらどんな感想

をいってくれるのだろう」と楽しみになる作品

が非常に多くありました。

催してきました。そんななか、2018年に「A&C」
でダン・グラハムの《木製格子が交差するハー

フミラー》を境内に展示したことがきっかけと

なり、岡山芸術交流に関わることになりました。

今、作品が設置されて1年ぐらい経ちますが、
こんなに現代アートと神社がマッチするのかと

あらためて思うことがあります。とくに早朝に

朝日がガラスに反射して、あたりの緑を映し出

す様は綺麗ですし、木製の格子部分に非常に

日本を感じる作品です。

木ノ下 ダン・グラハムの作品は岡山芸術交流
2019のプレイベントとして2019年の3月と8
月に開催したパブリックプログラムの「子ども

ナビと楽しむアートツアー」でも活用しました。

「A&C」の作品を子どものナビゲーションで
巡るツアーですが、そのナビゲーターを務める

小学生が3月と8月にグラハムの作品を見たと
きに、風雨にさらされてエージングしている様

を見て「（3月に比べて）古くなったり、少し汚
れたりしたことがおもしろい、美しい」、「3月
よりもよくなったね」といっているのを見て、す

ごく興味深い感性だと思いました。

　よく「アートの前で人は年齢や経験や知識は

関係なく平等だ」といいますが、実際に作品と

子どもたちの表現がそれを物語っていること

を、この岡山神社で体験した記憶があります。

先ほど大森市長からもお話いただいたように、

古い歴史という下支えに新しいものが積み上

がっていくことに対して、この岡山芸術交流が

岡山の今後の未来を築いていく上では、子ど

もたちの存在という人の財産がとても重要な

文化の礎なのだと思います。
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いとわかりませんが、当然ながら背景があって

考えているわけですよね。その背景は我々も

共通して認識していることで、それをアーティ

ストが独特の感性で表現している。自分たちが

もやもやと感じていたものを、鋭くえぐって表

現することによって理解するとか、そんな風に

感じます。先ほどのカエルにしても、優しい手と、

どうして宇宙にカエルがいるのかという話。二

律背反のようなものが表れている感じがあり

ますね。

木ノ下 まさしく、その二律背反というか、二項
対立というか、善にも悪にも両面性、両義性が

ある……。ひょっとすると今回のタイトルにも

通ずるのかもしれません。ユイグがどんな意図

で今回のタイトルをつくったか、それは私たち

1人ひとりに投げかけられていて、答えは一つ
だけじゃなく、複数あるのかもしれないと思い

ます。蛇自体も西洋と日本とで両義的に表さ

れることがあります。それを一つのヒントとし

て久山さんにお話しいただきたいなと思います。

実は蛇と岡山神社あるいは岡山には縁がある

ということですが。

岡山と蛇の関係

久山 そもそもこの岡山神社のご祭神は倭迹
迹日百襲姫命（やまとととひももそひめのみこと）

という神様なのですが、神話によると、その神

様のところへ夜な夜な通う若い男性がいたそ

うです。でも、暗い夜のなかでいつも姿が見え

ないので、「おまえは何者なのだ」とその男に

投げかけたところ、「明日、くしを入れる箱のな

かに正体を出すので、それを見てくれ」といわ

木ノ下 では次は、久山さん、気になった作品や
全体に関してのご感想をお願いいたします。

久山 私はもともとアートにそこまで造詣が深
くないのですが、全体的な感想をいわせてい

ただくと、今まで、アートはアーティストの考え

ている世界観を見る側がどこまで受け取るか、

というものだと思っていました。ただ今回、岡

山芸術交流2019の作品を見て、アーティスト
はあくまでも万物創造の何か大きな流れを見

る側に伝える役割なのだと感じました。

　そう思うにいたったきっかけの作品は、岡山

市民会館のミカ・タジマの《ヒューマン・シンス

（岡山）》です。この作品は岡山のSNSを解
析し、岡山の人たちの感情に影響されて、作品

の色が変わるそうです。アーティストが設計し

たものだけではなくて、岡山のみなさんの心持

ちがそこに表れる。そういった、大きな世界観

や宇宙観のヒントみたいなものをアーティスト

が表している。それを見る人が、どこまでわか

るかは人それぞれ違うと思いますし、表面上、

おもしろいなとか、きれいだな、だけでもいい

と思いますが、考えるといくらでも考えること

ができる。こういった壮大なものがある、という

ヒントを与えられた感じがしました。

木ノ下 お2人のお話からは、ピンポイントのアー
ティストが何を考えてどうつくったのかよりも、

作品が円環していることや繋がっている大き

い流れに対する興味、関心を受け取ったのか

なと感じました。

大森 アーティストが考えることは聞いてみな

話と最初このタイトルを聞いて大森市長、どう

思われましたか。

「IF THE SNAKE もし蛇が」
から感じられること

大森 最初聞いたときは主語しかないので、述
語はどうなっているんだろうと思いました。も

うちょっとしたら次に何かがくるだろうと思って

いましたが全然こない（笑）。

　みなさん、第１回目の岡山芸術交流のタイトル、

覚えておられますか。「開発 Development」
です。「Development」は、写真を現像す
る、写真に人が浮かび上がる、ものが浮かび

上がるという意味から、ものの本質を浮かび

上がらせるという意味があります。これは明

治時代に訳した人がすばらしい知識を持った

人で、「カイホツ」という仏教用語を持ってき

て「開発」としたんです。それが戦後、高度経

済成長で第一期全国総合開発計画がどんど

ん進むなかで本来の意味が薄れてしまってい

た。要するに「開発 Development」は現代
アートを通じて、そのものの本質を浮かび上

がらせていくという非常に高尚で本質的な議

論のタイトルでした。それに対して「 IF THE 
SNAKE もし蛇が」って、いたずらっぽいです
よね。「もし蛇が旦那だったら」といわれてもね、

というところもあります（笑）。ただ、こうして

みんなで考えてみたらという話で、これが久

山さんの今の話に繋がるわけですから、ユイ

グとしては一つの成功だったのかもしれない

ですね。旧内山下小学校の土俵の上に、パメラ・

ローゼンクランツの蛇のロボットを用いた作品

れたんですね。そして次の日の朝にそのくしの

箱をあけてみると、なかに蛇がいたという。そ

の正体を知って驚いたことがきっかけで百襲

姫命は命を落としてしまうんですが、岡山神社

のご祭神の旦那は蛇だったんです。ちなみに

その蛇は、奈良県にある、大神神社という山が

ご神体の神社の神様です。大神神社はご神体

である山自体が本殿の代わりをしているんで

すが、日本においては蛇が神様の形を変えた

姿として、水の神だったり、山の神だったりす

るケースが多い。岡山芸術交流を行っている

地域の氏神が百襲姫命ということで、タイトル

を聞いたときに、蛇との繋がりを感じました。

　また、もう一点、岡山神社の裏手に出石町と

いう地域がありますが、そのなかの下出石町

で「お綱祭り」というお祭りが毎年行われてい

ます。その綱を龍といわれる方もいますが、蛇

といわれる方もいて、町内の男たちが綱で大

蛇を編み、この地域一周を担いで、太鼓をた

たいて、最後は岡山神社に奉納するというお

祭りです。江戸時代からずっと続いているの

ですが、一時期それがどうしてもできなかった

ときに下出石町で大きな火事があったみたい

で、それからもう絶対に欠かすことができない

といわれています。最初はそのお綱祭りの話

を絡めようかなと考えていたんですが、この岡

山神社のご祭神の旦那が蛇だったことを考え

ると、「もし蛇が旦那だったら」という流れになっ

てもおもしろいかなと（笑）。

木ノ下 「もし○○が」もそうですし、蛇が違う
ものだったらなど、いろいろなクエスチョンが

絡められているのかなと思いました。この蛇の
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時代が下るにつれて注目されるエリアではな

くなってしまいました。そこをアートの力によっ

て再び光り輝くようなエリアにというのはすば

らしい構想だなと感じています。

木ノ下 「光り輝く」というのはまさしく最初の
観光の意味に繋がっていくような気もします。

大森 そうですね。「IF THE SNAKE もし蛇が」
で、もう少しいいですか。

　我々の世代が生きてきた時代は、経済成長

の歯車の一員で、非常にわかりやすかった。そ

れが今は、子どもたちがどう生きていくかをそ

れぞれ判断していかないといけない。学校の

先生方も模索をしている時代です。そんな時

代でこれから重要なのは、やはり自立的な判

断をどうやってしていくかだと思います。「 IF 
THE SNAKE もし蛇が」も同じではないでしょ
うか。岡山芸術交流が、現代アートに触れるこ

とで子どもたちが思考を巡らす機会になって

ほしい。そこは、多くの先生方が理解をしてく

れて、岡山県内の小中学校の児童・生徒に校

外学習や部活動で来場してもらう学校鑑賞プ

ログラムでは第1回目は42校だった来場校数
が、今回は現時点で68校になりました。ユイグ
がそこまで考えたのかどうかはわかりませんが、

やはり教育の面でも「IF THE SNAKE もし蛇が」
というタイトルはおもしろい試みだと思います。

久山 神職という仕事は、神様と参拝されるみ
なさまの間に入って、その神様が伝えたいこと

を人々に伝えたり、人々から神様にお願いした

りする役割で「なかとりもち」ともいわれます。

《水域（癒すもの）》がありましたが、蛇はあ

れだけでしょう？

木ノ下 作品としての蛇はあれだけですが、蛇が
案内することや蛇行していくなど、その意味は

流動的であり複眼的に変化していくと思います。

大森 案内していく。それぞれが考えていくと
いうことですかね。

木ノ下 そうだと思います。だからこそ「 i f」にし
ているのではないかなと。それぞれが考えて

いろいろ広がっていく。今の世のなか、問いか

けがあったら答えがあるという、一問一答が当

たり前のような価値観になっていますが、時間

をかけて何かを問い続けることや自問自答し

ていくことがとても不足している感じもします。

　久山さん、岡山芸術交流への期待や、今後

どうしていきたいかなどはありますか。

久山 そうですね。「 IF THE SNAKE もし蛇
が」からいわせていただくと、私もユイグが世

界中に投げかけた大喜利みたいな感じだなと

思っています。それぞれが答えを持って、悩んで、

たまには笑いも起こる、みたいな感じで。

　今後の期待としては、倉敷の大原美術館や、

直島をはじめとした瀬戸内の島々、岡山市街

地の美術館や岡山芸術交流などを含めて、こ

の地域を「瀬戸内アートリージョン」としてアー

トの世界的なエリアにするというのは壮大な

計画だと思います。岡山は吉備王国があり、歴

史的には非常に力を持っていた地域ですが、

ように私は感じます。

木ノ下 それではいくつか会場のみなさまからい
ただいたコメントや質問を読んでみたいと思

います。

会場との対話1「執念深い＝愛の深さ」

会場1 「蛇に対して醜い、怖いなどさまざまな
イメージがありますが、執念深いという意味に

絞ります。見かけではなく愛が深い、理念を諦

めない、そういう強さや大きさを感じます。もし、

愛の深い存在が岡山に生まれ、生きたら、本当

にすてきなことだと思う」

木ノ下 すごくすてきなメッセージですね。執念
深いというイメージをあえて強さと捉えた、こ

れについていかがですか。

久山 蛇は、西洋では悪魔など怖い存在として
考えられることもありますが、日本では神様の

生まれ変わった姿と考えられることもあり、真

逆のイメージを内包しています。それは蛇が何

を考えているのか、何がしたいのか、おなかす

いたのかなというのが見ただけでは全然わか

らない。そこに神秘性を見出したのかなと思い

ます。

会場との対話2「驚きの象徴としての蛇」

会場2 「もし蛇が急に目の前に現れたらびっく
りする。作品を見ていませんが、びっくりする

ような作品を期待しています。出会いによる驚

きのような。道端で蛇と出会った人もそうかも

アーティストも、世界と見る人々の間に立ち、作

品を通じて人々が深く考えるという、媒介者の

ような役割であるということに関してはアーティ

ストと神職者は構造が似ているなと思います。

木ノ下 アートと宗教はどちらも自分たちの思想
的なものだといわれることもあります。偶然な

のか必然なのか、こうやって蛇について縁の

深い岡山神社で、市長と久山さんにお話しい

ただき、とてもいいパブリックプログラムのスター

トだったなと思います。

　私も、初めてタイトルを聞いたときに、芸術

祭や国際展のようなところに「完結しない言葉」

を掲げること自体とても希有なことだと思いま

した。だからこそピエール・ユイグというアーティ

ストがアーティスティックディレクターとなって

つくる展覧会のオリジナリティや特殊性が、す

でにタイトルに表され、仕掛けが始まっている

とわくわくしました。しかも、「蛇」自体では何

をいいたいのかわからないところや、「蛇」そ

のものが存在としても成り立ちとしても生物学

的にもとても特異なので「これから何が始まる

んだろうか」という予感を私はメッセージとし

て受けました。

久山 ピエール・ユイグも、どういう形になって
いくか理解ができない範疇で、大喜利みたい

な感じで世のなかに投げかけているのではな

いかと思いました。

大森 やっぱり、いたずらっぽいんじゃないで
すかね。このタイトルを見た人が、そういうこ

とをいいながら考えることを想像して提案した
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木ノ下 まさしく、前回の開発に繋がる今回の
蛇の展開がこの方の一言で地続きになって

きました。

大森 我々は、岡山芸術交流をやる意味が重
要になってくるんだと思います。もちろん、市

長としてはこれによって多くの人が岡山にき

てくれる。経済効果があり、ホテルの稼働率

も上がり、経済効果があることも一つですし、

岡山芸術交流そのものを楽しんでもらうこと

ももちろん大事です。ただ、これが新たな文

化に繋がり、まちとしてその文化をどう受けと

めていくのか。私は市長というポジションでそ

れを次の世代へバトンタッチをしなくてはなり

ません。それまでに、岡山の文化について考

え、行動するミッションを持っています。それが、

何年かの間に一つひとつ蓄積していく、この

なかの一つの大きな要素にこの岡山芸術交

流があるのではないかと思っています。岡山

のどういう歴史や文化をここで表現するか、

文化の要素として現代アートをどう考えてい

くのか、これはみんなで議論して、まちづくり

をしていかないといけない。カルチャーゾーン

は岡山県を代表する文化エリアです。新しい

文化を取り込みながら、しっかりとしたいいも

のにしていくことが、実行委員会の会長の立

場としても一番大きな関心事です。

木ノ下 芸術祭は昨今の日本全国で特徴的に広
がっていますが、あえて芸術祭といわずに交流

といっています。この言葉の意味が、新しい現

代アートとこのまちの可能性を表現している。

まさしく「開発」から続く二歩目がようやく進

んでいます。

しれませんが、驚きの象徴としての蛇を捉える

こともできるのでは!」

木ノ下 おもしろい意見ですね。このタイトルに
対してビビっとくる人がたくさんいて、その意

味ではすでにユイグは一つ成功していますね。

大森 今、驚くってありましたよね。どうやった
ら驚けるのかっていうのも案外重要なのかな。

たとえば旧内山下小学校のプールがピンク色

になって、水面がぼこぼこと音を立てているの

を見たら確かに驚きますが、私は見て驚くとい

うよりも、それにプラスアルファのアーティスト

の意図の一端を聞いて初めて驚くところが多い。

だから蛇を見て驚くのと同じような驚きととも

に、もうワンステップ、やはりアーティストの意

図を少し理解すると、より驚くことができるんじゃ

ないかなと思います。

木ノ下 「ビジュアル言語」は言葉で語るのでは
なく、見たものにさまざまな情報やいいたいメッ

セージがあって、目で見る哲学ともいわれます。

ただこの哲学は、向こうから一方的に与えられ

るものではなくて、自問自答して考えるもので

あり、アーティストの意図を想像することが、私

たち受け取る側に渡されているバトンなのか

なと思いました。

会場との対話３「アートが与えるきっかけとは？」

会場３ 「蛇が脱皮するように、まちや住む人が、
生まれ変わるイメージを持ちます。アートを通

して何かを感じたり考えるきっかけになって

いるのでは」

絡める意図があるかもしれない。まとめるとそ

ういう話にもできるといいますか、非常に幅が

あるなと思います。

木ノ下 ご神事とかお祭りも今後担っていく方が
少なくなっているんじゃないかってコメントもあ

りましたが。

久山 先ほどのお綱祭りに関しても、その縄を
編む人たちが足りていなくて、周りからいろい

ろ手伝っていただいている状況です。子ども

たちが「こちゃえ節」を歌いながらだんじりを

引く秋のだんじり祭りも、子どもたちがいない

地域では存続が危ういようです。地域のもとも

とある活動もこういった岡山芸術交流から派

生するような形になっていけたらいいなと思い

ました。

大森 14～16世紀にヨーロッパで興ったルネ
サンスは誰が主導したかというと、メディチ家

やハプスブルグ家で、彼らは公の存在ではあ

りません。後で一部公になったりもしますが、

記録的には、金融業であったり、また繊維の関

係の仕事をしたりして、潤沢な資金を得た。相

当荒っぽいこともしたみたいで、その罪滅ぼし

の形で文化を育てていったようです。つまり、

そういう民の力がないと文化は育たないんじゃ

ないかなというのが私の基本的な考え方です。

今回は実行委員会の会長という立場ですが、

岡山芸術交流は総合プロデューサーである石

川さんや総合ディレクターの那須さんを中心と

する実行委員会グループがあり、そして多くの

企業から協賛をいただきました。このように、

民の力で物事を動かしていくことが、まちをつ

　蛇は神話や伝説に忌み嫌われるような禁

ずるものとして出てくることもありますが、

アートも同じような側面があるのではない

か、というのは本質をついているなと思い

ます。ただ単に楽しくてハッピー、だけでは

ないことも内包していくアート。それが一つ

は蛇という存在に象徴的に表されることは、

神話に語られているさまざまな事柄と似て

いると思います。

久山 そうですね。日本神話の神様は、いい人
ばっかりではないんです。人を殺す場合もあり

ますし、悪いことをして田畑を荒らしたりする

神様や荒れ狂う神様もいたり、他方、人を助け

たりいいことをする神様もいます。人間社会の

縮図のように、神話の世界でもそういった構図

がある。そういった人間の本質を表しているん

じゃないかなと思います。

木ノ下 いいことだけではなく、災害も含めて、
私たちは常に人知を超えたものとの出会いの

ときに、それをどう乗り越えていくかという力

を試されているのかもしれません。

久山 「 IF THE SNAKE もし蛇が」という話
を聞きまして、やはり岡山神社のご祭神の旦

那が蛇だったという話も、偶然だとは思うので

すが、歴史に「 i f」はないように、すべてが必
然であると歴史を紐解けば、結局はもともとで

きたストーリーだったのではないでしょうか。ユ

イグさんはこの神社の話は知らなかったと思い

ますが、今思うとそれも必然で、そういった意

味ももしかしたら込められているかもしれない。

そう考えられるところに、アートとまちづくりも
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くることなんじゃないかなと。どんどんこうい

う動きを増していってもらえればと思います。

我々はどちらかというと、ブレーキはかけずに

信頼関係でやりたい。今回は作家が全員外国

人ですが、我々が選んだらそうはならない。で

も、それもまたいいんじゃないかなと思ってい

ます。民の力で、みなさん方の力で岡山を動か

していくのがいい。我々はサポート役ですから、

みなさん方をサポートして、岡山のまちをどん

どん元気にしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

木ノ下 岡山芸術交流の意味と意義という大き
な視点で語っていただきました。なおかつ、先

ほど市長が民の力とおっしゃいましたが、アー

ティストが個人で産みの苦しみによって産み

出した作品を、どう育てていくかは私たちに

委ねられています。パブリックプログラムでは、

岡山芸術交流2019の作品についてみなさま
に知識を高めていただくだけではなく、見た

後に口々に語りあっていただきたい、作品を

見て感じたことや考えたことを、隣にいる人

たちと語りあいながら伝播していってほしい

と思っています。

　ぜひ、これから始まる岡山芸術交流の一日

一日を多くの人と育んで、訪れて、伝播してい

ただければなと思います。今日は本当にありが

とうございました。

瀬戸内アートリージョンの可能性
～岡山の芸術率先者達の
地脈と役割

シンポジウム
10月5日［土］  18：00 – 20：00
岡山県立美術館ホール
参加者  210名

1967年生まれ、京都育ち。2000年大
原美術館理事、11年同専務理事として
館の運営に携わる。16年7月、5代目の
理事長に就任。現在、財団代表として法
人の経営にあたる傍ら、（社福）若竹の
園理事長、（公財）有隣会代表理事、（公
財）倉敷民藝館理事、（公財）倉敷考古
館理事、（公財）大原記念倉敷中央医療
機構評議員、くらしき作陽大学特任教授
などを兼務。倉敷市在住。

大原あかね
公益財団法人
大原美術館理事長

株式会社キーエンスを経て、株式会社エス・
エム・エスにて創業期からマザーズ上場ま
で事業責任者、新規事業開発などを経た
後、ニュージーランドにてefu Investment 
Ltdの 設 立、NZ国 内 に てKings Plant 
Barn、Consult Recruitment、Hulbert 
House等、複数の企業経営。ベネッセホー
ルディングス取締役、ベルリッツ・インター
ナショナル取締役、（公財）福武財団副理事長、
（公財）アイスタイル芸術スポーツ振興財
団理事。現代アートや建築、デザインを通し
たコミュニティ創りや文化活動を瀬戸内海
の直島を中心とした複数の島々にて展開中。

福武英明
株式会社ベネッセ
ホールディングス取締役 / 
公益財団法人福武財団副理事長

1970年岡山県生まれ。23歳でアパレ
ル製造・販売会社を創業。代表取締役社
長を務めるストライプインターナショナル
は、ファッションだけでなく最新テクノロ
ジーを駆使したプラットフォーム事業・ラ
イフスタイル事業にも注力し、アジアを
中心に世界各国への進出を強化してい
る。2011年からコンセプチュアルアート
を中心に現代アートのコレクションを開
始。2014年には公益財団法人石川文化
振興財団を設立し、地元岡山の文化や経
済振興にも取り組んでいる。

石川康晴
公益財団法人石川文化振興財団理
事長 / 株式会社ストライプインター
ナショナル代表取締役社長 / 
岡山芸術交流総合プロデューサー

司会  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター
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はじめに

木ノ下 シンポジウム「瀬戸内アートリージョン
の可能性～岡山の芸術率先者達の地脈と役割」

を開催します。瀬戸内地域の芸術環境の特徴

として、日本あるいは世界に名立たる活動を、

個人の芸術に関心がある方々が牽引してきた

流れがあります。とくに岡山では、岡山芸術交

流2019の会場にもなっている岡山市立オリエ
ント美術館や、林原美術館、そしてゲストとし

てお迎えした3名も個人の視点から派生した
組織や機関を通じて芸術を支援し、それが社会、

世界の礎となっています。

　瀬戸内地域にはとても豊かな資産があります。

その資産を私たちがどのように受けとり、育み、

未来に向けて転換していくのか、そして「瀬戸

内アートリージョン」、いったいそれは何を意味

するのか、本シンポジウムでいろいろと考えて

いきたいと思います。

　最初に、それぞれの自己紹介も含めてプレ

ゼンテーションを行っていただきます。それでは、

大原あかねさんからお願いします。

大原美術館と瀬戸内の島々、岡山での取組

大原 大原美術館は1930年に開館しました。
所蔵品が大体3,000点あり、そのうちの1,000
点が絵画になります。大原美術館は日本で最

初に西洋近代美術を展示した私立の美術館で

すが、近代絵画だけではなく、児島虎次郎をは

じめとする日本の画家、民芸運動の作家の作品、

古代西アジアやエジプト、そして現代アートな

どのさまざまなジャンルの作品を収蔵している

総合美術館です。

　美術館をつくったのは大原孫三郎です。大

原家は、約300年前に瀬戸内の児島から倉敷
の美観地区に出てきて、活動してきた家になり

ます。孫三郎は7代目の当主ですが、孫三郎の
社会事業は美術館だけではありません。ほか

にも三つの研究所と一つの病院をつくりました。

もっと効率よくおいしいものをつくろうと農業

の研究を行う大原農業研究所（現：岡山大学

資源植物科学研究所）や、どうやったらよりよ

い社会になるだろうかと考える大原社会問題

研究所（現：法政大学大原社会問題研究所）、

それから工場で働いている人たちの働きやす

さについて研究する労働科学研究所（現：（公

財）大原記念労働科学研究所）、従業員のため

につくった倉紡中央病院（現：倉敷中央病院）。

これらの活動をSDGsの先駆けと評価いただき、
今は岡山県や岡山大学と取組を行っています。

　大原美術館のスタートを私は、「友情と、そ

して未来への信頼」だと思っています。現在の

高梁市出身の画家 児島虎次郎は、孫三郎の奨
学金でヨーロッパに留学しました。そのときに、

初めて西洋の本物の絵画を見て、日本で絵画

を学んでいる人にも、本物の西洋絵画を見せ

たいと強く思い、孫三郎に手紙を書きました。「絵

画を購入する、これは個人の願いにて候はず。

日本の芸術界のために最も有益なる次第にて」。

そして、孫三郎はその思いを受け止め、資金を

提供しました。

　購入してきた絵画でいつか美術館をつくり

ます。たくさんの方たちと手を繋ぎ、そして未

来を信じながら進んでいく、そんな時代になり

ました。そのなかで、有隣荘では春と秋に現代

アーティストを招いて特別公開を行い、また、

児島が使用していたアトリエに作家を招聘し、3ヶ
月の滞在制作をしていただくARKO(Artist 
in Residence Kurashiki, Ohara)という活
動もしています。また、絵画表現だけではなく、

写真やビデオなどの映像作品、パフォーマンス

やイベント型の作品を手がける作家を紹介す

るAM倉敷（Artist Meets Kurashiki）とい
う活動もあります。加えて、教育普及活動にも

力を入れていて、年間1,000人、延べにする
と3,000～4,000人の未就学児童の受け入れ
を行っています。地元の小学生たちは休館日

の月曜日を利用して、貸し切りの美術館でい

ろいろな活動をしています。この活動の肝は、

美術館側がプログラムを提供するのではなく、

学校の先生たちが子どもたちと何をしようかと

プログラムを考えて、実際に行う点です。また、

修学旅行の子どもたちもきてくれます。毎年8
月の最後の土日に行うチルドレンズ・アート・ミュー

ジアムでは、美術館全体がお祭りのようになって、

子どもたちがさまざまなアート体験をしています。

　これらのプロジェクトを手当たり次第やって

いるかというと、決してそうではありません。

私たちには、5つの使命（1.アートとアーティス
トに対する使命、2.あらゆる「鑑賞者」に対す
る使命、3.子どもたちに対する使命、4.地域に
対する使命、5.日本と世界に対する使命）があり、
この使命に沿った活動を考えています。そして、

大原美術館のビジョン「掛けるアートは無限大」。

アートが無限の力を持っていることは当然で

たいと考えていたのですが、残念ながら児島

は47歳の若さで亡くなってしまいました。一緒
に美術館をつくろうと夢を見ていた、その夢が

叶わなかった親友の死を悼んで、亡くなった翌

年につくられたのが大原美術館。1930年のこ
とです。そのころ、日本の経済がどれほど厳し

いものだったかはみなさんよくご存じだと思い

ます。ですので、大原美術館の始まりは友情。

そして、美術館があることがこの岡山のために

なると孫三郎は信じていたに違いありません。

　さて、大原美術館には「ずっとコンテンポラリー

だった」というキーワードがあります。今は、クロー

ド・モネもアンリ・マティスも過去の方ですが、

児島が生きていたときには、彼らが現代アーティ

ストでした。そのため、彼らの作品を購入して

きたときに、倉敷で開催した展覧会の名前は「現

代フランス名画家作品展覧会」。美術館開館

前から私たちは同時代の作家とともに歩んで

きました。

　孫三郎の次の代はどういう時代かというと、

それは「覚悟と未来への心配」です。第二次

世界大戦中に美術館を守ったのが孫三郎の息

子の大原總一郎でした。戦時中も私たちはお

客さんを受け入れ続け、1945年8月にも来館
者がいらっしゃいました。そして、戦争が終わっ

て平和な時代になったとき、總一郎は「美術館

は生きて成長していくもの」という言葉を残し、

日本の近代洋画から同時代作家とコレクション

をどんどん広げていきます。民芸運動の作家

にも注目し、彼らのための展示場もつくりました。

　そして、「協働と未来への信頼」の時代がき

102 103102 Discussion｜対談・鼎談・座談 103Discussion｜対談・鼎談・座談



ほかにも瀬戸内国際芸術祭に関与している団

体として、ボランティアの管理運営を行ってい

るNPO法人瀬戸内こえびネットワークがあり
ます。瀬戸内国際芸術祭でボランティアをした

い方は、まずこえび隊に登録をしてもらう仕組

みになっています。現在こえび隊に登録してい

ただいている約40％が海外の方です。話を聞
くと、みなさん2年間頑張って働いて、そのお
金で3年に1回、海外からボランティアにきて
いる方が沢山いらっしゃる。おもしろい人たち

がたくさんきてくれていて、感謝しています。

　我々の瀬戸内での活動の歴史は、瀬戸内海

の島に世界中の子どもたちが集える場をつくり

たいという思いから始まり、子ども用のキャン

プ場をつくるところからスタートしました。そこ

から現代アートと建築を中心とした活動へ発展

していくのですが、美術館がある直島と豊島と

犬島には、過去の近代化の負の遺産を負って

いる島という共通点があります。黒い歴史から

目を背けるのではなく、そこに対してどうポジ

ティブにアプローチをしていくのかを考え、現

代アートや建築を使って、島に、より豊かで、元

気で、明るいコミュニティをつくっていきましょ

うというコンセプトでプロジェクトを行っています。

　直島には地中美術館、ベネッセハウスミュー

ジアム、李禹煥美術館がありますが、それらの

いわゆる「美術館」に対して、「家プロジェクト」

はコミュニティのなかに入っていく、という点で

私たちにとって大きな転換点となりました。最

初に「家プロジェクト」でお願いをしたアーティ

ストは宮島達男さんで、《Sea of Time '98》
という作品を「角家」に展示してもらいました。

すが、それに掛けあわされたヒト、モノ、コトも

無限の力を持つ。そのことを1人でも多くの人
に伝え、1人でも多くの方に経験していただき
たい。そして、もう一つが「ここは異次元異空

間」。作品の前で作品が描かれた時代にタイム

スリップをするような、異次元、異空間の体験

を美術館は担保し、その環境を守っていこうと

思っております。だからこそ美術館のキャッチ

コピーは「キテ、ミテ、カンジテ。大原美術館」。

そんな大原美術館にたくさんの方にきていた

だくため、これからも活動を続けていきます。

木ノ下 では、次に福武英明さん、よろしくお願
いいたします。

福武 今日は、「ベネッセアートサイト直島」と「瀬
戸内国際芸術祭」の話を簡単にさせていただ

きます。岡山ということもあり、おそらく多くの

方が一度はきていただいたことがあるのでは

ないかと、希望的観測もありますので、今まで

とは少し違う角度でお話ししたいと思います。

　ベネッセアートサイト直島は、直島以外にも

豊島、犬島といくつかの島で活動しています。

実は複数の法人で活動していて、一部の美術

館やホテルの運営、ほかにはシンガポール・ビ

エンナーレでのベネッセ賞などは主体がベネッ

セホールディングスとなります。一方、助成活

動も含めて、地中美術館や豊島美術館などの

美術館と複数の施設運営を、島を跨いで行っ

ているのが福武財団です。そのうちの一つに「家

プロジェクト」という古民家を改修してアートギャ

ラリーにするプロジェクトもあり、施設数は全

部で20を超えています。

島など10を超える島々と二つの港で開催して
おり、瀬戸内国際芸術祭がきっかけで、ご家族

で島に戻ってこられる方や移住される方も増

えました。特に男木島では、小学校、中学校が

休校していましたが、移住者が増え、島の子ど

もも6人ぐらいになり、学校が再開しました。今
はもともとの住民と移住者をあわせて60人ぐ
らい島民がいて、子どもも生まれています。そ

れも日本だけでなく、タイやアメリカ、オースト

ラリアなどの海外からも移住者がきていて、島

の小学校に外国人の子どもが2名ぐらいいる
そうです。小学生のうちの10～20％は外国人
になるので、インターナショナルスクールのよ

うになっていて先生は大変みたいです。

　豊島では、毎月誕生日会をやっています。手

紙をポストに入れて人を集めるのですが、メー

ルやSNSではない、直接のコミュニケーション
をしながら、同時に安否確認的なこともやって

います。ほかにも、直島の子どもたちが英語で

ツアーをしていたり、島同士の交流が少ない

ので、島民交流を始めたりと、瀬戸内国際芸術

祭がきっかけとなり、アートの文脈とは違ったと

ころで新しい交流やコミュニティーができ始め

ています。

木ノ下 日本の近代化を支えたともいえる大原
美術館のお話から、近代産業遺産、あるいは

その後の産業遺構を引き継いだ、福武さんの

島でのプロジェクトをご紹介いただきました。

最後に石川さん、よろしくお願いいたします。

石川 ライフスタイル&テクノロジーを事業
領域とするストライプインターナショナルと、

この作品には、直島町の人々が作品制作に参

加しています。手を挙げていただいた住民の

方が1～9の数字が動くスピードを各々セットし
て、会場で数字がランダムに動いていく。変わ

り続けることを残していくというコンセプトの

作品です。2018年は作品ができて20周年の
年になるので、もう1回作品をリセットしました。
リセットのために宮島さんが直島にいらっしゃっ

た際に、「20年前から直島は随分変わりましたね。
1台しかなかったタクシーが今は2台になった」
と喜ばれていました（笑）。

　犬島には犬島精錬所美術館があります。

1909年に建設された銅製錬所が10年だけ稼
動して、その後90年間一切稼働せずに廃墟と
なり、島に残っていました。そんななか、犬島に

産業廃棄物を投棄するという話が挙がりました。

それを止めるために、3、4年かけて交渉に交
渉を重ね、製錬所を買い取り、美術館にしまし

た。この美術館は既存の煙突やカラミ煉瓦、太

陽や地中熱などの自然エネルギーを可能な限

り利用しており、実際、空気の流れにより、夏

は涼しくて冬は暖かい美術館です。また、犬島

にはもう一つ、くらしの植物園という施設があ

ります。ここは完成された場としての見学型の

植物園ではなく、自然のエコサイクルに身を置

きながら、島全体を植物園にしていくというコ

ンセプトでやっています。このコンセプトは将

来の我々の活動において、新しく大きな可能

性を秘めていると考えています。

　そして瀬戸内国際芸術祭。2010年に第1回
目が開催され、今回で4回目になります。直島
や豊島、犬島に加えて、小豆島や男木島、女木
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　そして岡山芸術交流。これは岡山市と岡

山県と石川文化振興財団が主催しています。

2016年に第1回目を開催して、今回が2回目
になります。岡山城・岡山後楽園周辺のカルチャー

ゾーンを活性させたい、岡山をもっと人の交流

が増えるまちにしていきたいと考え、今回は旧

内山下小学校をメインに、岡山県天神山文化

プラザや岡山市立オリエント美術館などさまざ

まな歴史文化施設を会場としています。

　岡山芸術交流2019のプレイベントとして、
2018年11月から「A&C（Art & City）」とい
うプロジェクトも開催しています。これは、ま

ちなかのパブリックスペースに現代アート作

品を長期間展示する試みです。岡山芸術交流

2016のレガシーとして継続展示している2作
品に、新たに5作品を追加して、全部で7作品
をご覧いただくことができます。まちなかのパ

ブリックスペースに作品を展示することで、ま

ちを美術館にしたい。このプロジェクトは今後

も継続していきたいと考えています。

　では、岡山芸術交流2019のお話しをしましょ
う。今回は、フランスの作家ピエール・ユイグ

がアーティスティックディレクターですが、これ

は奇跡的なことだと思っています。彼は今世界

中で注目されているアーティストで、前回に比

べると海外メディアの取材も非常に増えました。

　メイン会場である旧内山下小学校では、パメラ・

ローゼンクランツの《皮膜のプール（オロモム）》

というプールをピンク色にした作品を展示して

います。そして、そこからはジョン・ジェラード

の無重力空間に浮かぶカエル、《アフリカツメ

岡山の芸術文化を振興する石川文化振興財

団、この二つの組織が動きながら「ストライ

ププロジェクト」というプロジェクトを行って

います。「ストライププロジェクト」は三つに

わかれています。一つは芸術文化とスポー

ツ文化による新たな賑わいの創出を目指す

カルチャープロジェクト。二つめは地元経済

の活性化を目指すエコノミープロジェクト。

最後に、世界に通用する人材育成を目指す

エデュケーションプロジェクト。今回はこのな

かから、いくつかの活動を取り上げながらお

話しさせていただきます。

　まずは、「A&A（Art & Architect）」につい
てお話しします。これは、世界的に活躍してい

る現代アーティストと建築家が協働してつくる

ホテルプロジェクトで、この秋に2棟（A&Aリ
アムフジ、A&Aジョナサンハセガワ）完成し、
運営をスタートしました。コンセプトは泊まれる

美術館。これから20年かけて、20棟をオープ
ンさせ、岡山のまちの景色を変えていきたい

と思っています。

　また、後楽園の入り口である出石町をこれ

から開発していきたいと考えています。その

第一歩として、先ほどのA&Aジョナサンハセ
ガワと、古民家をリノベーションした建物にカフェ

キツネをオープンしました。来年には、もとも

と醤油を製造していた福岡醤油建物をギャラ

リーとしてオープンさせたいと考えています。

こちらのコンセプトは多様性。建物だけ見ても、

現代のものもあれば、明治に建てられたもの

もある。多様性のある地域にしていきたいな

と思っています。

木ノ下 それぞれが伝統的なこと、革新的なこと、
あるいは近代を築いてきた先駆者の人たちで

ある歴史のことを語ってくださいました。

　さて、岡山が瀬戸内において一体どういう

牽引者であるのか。個人的な観点から、あるい

は社会的な観点から、紐解きをしていきたいと

思います。

　過去に敬意を払いながら、歴史を紡ぎ、新し

くつくっていくという立場でどんなことができ

るのか。「ずっとコンテンポラリーだった」と大

原さんがおっしゃったように、現代をどのように

次に繋いでいくことができるのか、それぞれの

お考えを聞かせてください。

新たな「掛けあわせ」

によって生まれる可能性

大原 大原の90年の歴史は、それぞれの歴史
が今私に何をやるべきかを語りかけてくれると

いう意味では、非常に心強い応援団でもあり

ます。その一方で、90年前の社会情勢と今と
の違いをどのように翻訳をし、どのように現代

に当てはめていきながら、あるべき未来を見

続け、進むかは、非常に大きな課題です。

　歴史があればあるほど大きな課題があるの

かなと思います。よく伝統と革新といわれます

が、変えるべきものと変えるべきじゃないものに

ついて考える。まさに今、大原美術館もその問

題を抱えているのかなと感じています。それでも、

私は先人たちがやってきたことを未来に繋ぐだ

け。日々そんな風に考えながら過ごしています。

ガエル（宇宙実験室）》が見える。実は、ここに

岡山芸術交流2019のポイントがあります。ピ
ンクのプールにカエルの作品が干渉し、混ざり

あう。本来の展覧会だと、作品を一つずつ見せ

ることを意識することが多いかと思いますが、

今回、ピエールは作品同士の境界をなくし、作

品が干渉しあう空間を目指しました。

　みなさん、旧内山下小学校の校庭にあった

土俵をご覧になりましたか?　ここには蛇のロボッ
トの作品を展示しています。パメラの《癒すも

の（水域）》です。なぜ小学校に土俵があるの

かと思った方も多いのではないでしょうか。実

は、旧内山下小学校は31代横綱 常ノ花が卒
業した小学校です。そして、この土俵は彼が小

学校に寄贈したものなんですね。おそらく、僕

も含めてですが、岡山出身の横綱がいたこと

自体を知らない人が多いと思います。このように、

岡山芸術交流は岡山の過去の文脈を見直して、

発掘し、伝えていくことを大事にしています。

　我々には、倉敷を魅力的なまちにした大原

さんのように90年の歴史はありません。直島
を魅力的なアートアイランドにした福武さん

のプロジェクトは30年続いていますが、我々
のプロジェクトは始まったばかりです。倉敷の

力をかりながら、直島の力をかりながら、我々

もそこに追いつくように頑張っていきたいな

と思っています。

　世界から見ても強烈なコンテンツがこの瀬

戸内圏に集中的に集まっています。直島、倉敷、

岡山が一つになって、瀬戸内芸術地域、「瀬戸

内アートリージョン」に仕上げていきたいです。
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まな年代の建築を混ぜながら、多様性のある

まちづくりで世界をリードするようなプロジェク

トにしていきたいです。

木ノ下 まちづくりの観点でいうと、倉敷に関し
ては美術館だけでなく、美観地区など、いろん

なまちをつくっていらっしゃいますね。

大原 美観地区の特色として江戸時代のまち
なみを残している点がよく挙げられますが、実

はそうではなくて江戸、明治、大正、昭和、い

ろいろな建物がさりげなく残っているのが美観

地区の特色で強みです。ですので、美観地区

は大原がつくったのではなくて、まちの人たち

がつくってきた。そのことが私たち美観地区で

活動をする者にとっての強みになるはずです。

　今、100年前につくられた元中国銀行の建
築物を頂戴し、それを新たにリノベーションし

て活用するプロジェクトを展開しています。こ

れはまさに、美観地区で近代洋風建築をどの

ような形で残すのかという、新しい価値基準を

つくるプロジェクトです。そのあたりに関しては、

大原美術館がやりたいことだけではなく、美観

地区としてその景観をどう守っていくか、江戸

時代の白壁のまちといわれているなかで近代

洋風建築をどう違和感なく落とし込んでいくか

の調整をしています。そういった意味で石川さ

んがやってらっしゃる挑戦を本当に応援してい

ますし、一緒に頑張っていきたいです。

遺構をどう活かすか

木ノ下 岡山の近代化産業遺産、ある種、負の遺

木ノ下 必要なこととして見えてきているも

のはありますか？

大原 今、いろいろなものの掛け算というのが
あちらこちらでいわれています。これとこれを

掛けてみる、一緒にやることを今まで想像もし

ていなかったものが一緒になることで新しい

価値観を生む、まさに今はそういう時代だと思

います。その意味では、大原美術館はハブに

なる可能性を非常に秘めたところです。美術

館はただアートを感じるだけではなく、いろい

ろなものを掛けあわすハブになり得る。いわゆ

る社会資本として美術館がどうあるのかを探っ

ていくことが今一番求められていることで、美

術館で掛けあわせることで新しい価値観がで

きる。それこそが岡山ならではの価値観になっ

ていくのではないでしょうか。

木ノ下 石川さんが行っているプロジェクトには
掛けあわせ、「&」がいくつも出てきますね。

石川 そうですね。今は「A&C」と「A&A」が
あります。悩みながら、試行錯誤しながらやっ

ていますが、一つだけ決めていることがありま

す。岡山市は70万人都市ですが、70万都市
のライバル都市は世界中に800あります。こ
の800のなかでここにしかないものをつくるこ
と。新しい価値観をつくることが大事だと考え

ています。

　また、出石エリアは多様性を非常に大事にし

ています。一定の規模がある岡山市では、きれ

いな古民家だけを集めてまちづくりをすること

は不可能だと判断し、明治から現代までさまざ

ていたのだと思います。よくブラウンフィール

ドといわれますが、工業的に荒れてしまったも

のの土壌をどうしていくかという問題に対して、

遺構をそのまま活用して美術館に変えられた。

それをさらにエコシステムといいますか、循環

型の動力を含めて美術館にしていくという、か

なり新しいコンセプトで以前から活動をされて

いたと思います。いくつかのプロジェクトをご

紹介いただきましたが、そのコンセプトについ

てもう少しお話しいただけますか。

福武 全部ゼロから美術館をつくったり、作
品をつくって展示したりする必要はないと思

います。岡山だけを考えても、魅力的な文化

施設や作品はたくさんあります。ただ、地元

の人は近いからこそ気付いていないものも

多い。そういう文脈でいうと、犬島の製錬所は、

住民にとっては本当に邪魔なものでしかなかっ

た建物ですが、我々から見たら宝物に見えま

した。そういうものは、岡山に限らずあちこ

ちにあると思いますし、我々としてはそれら

を活用したい。福武財団には「在るものを活

かし、無いものを創る」という大きなコンセプ

トがありますから、ゼロからつくるよりも、あ

るものを活用したほうがいい。その方がレバ

レッジも効かせられますし、そもそも文化や

芸術は積み重ねるものじゃないですか。文化

やアート作品は、新しいものが出たからといっ

て前のものを捨てることはないですよね。積

み重ねという意味では、アートと相性がいい

のかなと思うので、真新しいものばかりをやっ

ていくよりも、今あるものに注目して、その魅

力を掘り起こすやり方は、有効なやり方だと

考えています。

産をアートの力でプラスに変えていく福武財

団さんの試みは、世界的にも注目され、評価さ

れていると思います。マイナスと考えられてい

るものをいかに違う力に変えていくのか、先ほ

どもお話いただきましたが、そのあたりについ

てもう少し掘り下げていただけますか?

福武 文化的な活動は経済活動と違って定量
化しづらいので、活動内容だけでなく、その裏

に潜んでいるストーリーやコンセプトも非常に

重要になります。今まではどちらかというと過

去の黒い歴史や、そういうものに関して目を背

けたり、なかったことにしたりすることが多かっ

た。たとえとして、豊島美術館ができた経緯を

お話します。豊島をご存知の方は多いと思い

ますが、産業廃棄物の不法投棄の場所になっ

ていた過去があり、そのことで長い間県と闘っ

ていました。そしてようやく県に勝つことがで

きて、それで幸せかというと、それだけではなかっ

た。県には勝った、でもその後の先の未来が描

けないというところがありました。じゃあそこを

踏まえた将来に対してどれだけ希望に満ちた

未来を描けるのかと考え、産業廃棄物の不法

投棄問題とも向きあい続けながら、かつアート

を使って豊島が持っている魅力をどれだけ掘

り起こすことができるか、ということに取り組

んできました。それが我々の活動のなかにあっ

たので、過去の歴史を紐解き、正面から向きあ

いながら、どう将来に生かしていくのかは、大

事な要素だと思っています。

木ノ下 豊島に限らず犬島も、遺構が残っている
が、産業的な役割としては終えてしまった後に

どう使っていいかわからないという状態になっ

108 109108 Discussion｜対談・鼎談・座談 109Discussion｜対談・鼎談・座談



いくつか起きています。まず、岡山市長が岡山

芸術交流の作品をまちに残すという判断をし

てくれたため、岡山芸術交流2016の作品が今
もまちに残っています。今回の作品からも、レガ

シーとして残していくことを検討していて、そう

いう意識のある首長がこのまちにいることは奇

跡です。そして、総合ディレクターである那須さ

んは岡山出身で、今や世界から注目されている

ギャラリストです。そんな那須さんが一緒に岡

山芸術交流をやってくれていることも奇跡です。

僕だけの力だけではなく、さまざまな人に協力

してもらいながら、これから20年、30年かける
と、岡山を歩くとアートに当たるようなまちにし

ていくことができるんじゃないかなと思います。

公益財団という在り方

木ノ下 それぞれの事情はありますが、今回のテー
マとして「個」であること。とても強い意志を

持ち、経済的なバックボーンがありながら、そ

れを公に返していく。経済だけではなく、文化

をつくるために転換させる。還元型ともいえる

社会起業家としての思想がお三方に共通して

いて、基盤となっていると思います。

　そういった意味では、共通して財団という仕

組みもあると思います。マネージメントの立場

として、その意味や制度の仕組みについてお

考えがあればお話しいただけますか。

大原 大原美術館はかなり早い段階で財団化
していました。それはなぜかというと、財団に

することで、作品たちを大原家だけのもので

はなく、みんなものにしたいという思いがあっ

岡山に続く芸術文化振興の文脈

石川 大原さんにお伺いしたいのですが、長
い歴史のある美術館の理事長に就任されて大

変じゃないですか。

大原 みなさん、そう思って助けてくださるの
で非常にありがたいです。ただ私のミッション

は大原美術館を次世代に繋ぐこと。そのため

に必要なことはやりますし、必要なときにはい

ろいろな方にお願いもします。大原美術館は

岡山の宝でもあるとも思いますし、企業が支え

るわけでもなく、行政の関係に支えられるわけ

でもなく、市民一人ひとり、県民一人ひとりが

支える美術館。このような形は、モデルケース

があまりないので、大原美術館はそういったモ

デルになるのかなと思い、日々頑張っています。

木ノ下 逆に石川さんにご質問はありますか？

福武 岡山芸術交流は、岡山市、岡山県がサポー
トをされていますが結構プライベート色が強

いですよね。ディレクターやコンセプトが毎回

変わる国際展や芸術祭が多いなか、岡山芸術

交流ももちろん変わってはいますが、裏では石

川さんとか那須さんが頑張ってグリップされて

いる。続けば続くほどいろんな声が出てくると

思いますが、そこに耐えて、継続していただき

たいです。いろんな人の意見を聞くと、どうし

ても最大公約数的になっていくと思うので、そ

こをいかに鈍感になってずれていただくか、結

構難しいことだと思いますが……。

石川 頑張ります。今、岡山にラッキーなことが

います。直島を中心とした我々の活動ですらま

だ30年ですので、企業で30年を通し見るとい
うことはほとんどできない。でも、文化をクロ

スジェネレーション的に、いくつか世代を重ね

て愚直に同じようにサポートしていくためには

ちょっと変わった組織が必要です。そういう意

味でいうと、企業は株主などいろんなステーク

ホルダーが入ってくるので難しい。財団を通し

て企業とは切りわけて、継続的に世代を超え

て運営できるような箱を持ち、そこから支援を

していかないといけません。新しい文化をつくっ

ていくためには、周りから見たら変な集団って

思われる、独立国みたいな状況をずっとつくっ

ておくことが重要だと考えています。

石川 石川文化振興財団の所轄は岡山県です。
公益財団法人は公の利益を追求していかなけ

ればいけないので、岡山県の担当課に事業内

容を申請して、承認していただくことによって

活動が進みます。最終的な岡山県民への利益

をどう捉えるか、どう解釈するかを考えると難

しくて、活動するなかでは微妙な歯がゆさもあ

りますが、県民の便益、真の便益を考えながら

活動しています。

　ですので、ストライププロジェクトは財団と

企業であるストライプインターナショナルとで

活動をわけているところもあります。誰から見

ても、県民の便益だというものに関しては石川

文化振興財団でやり、将来的には県民の便益

になるかもしれないけれど、今はまだわからな

いなんていうものは、ストライプでやる。その

二つを合わせ技にするやり方をしています。先

ほどの福武さんのお話しからは、ベネッセさん

たからです。私は大原の名前もあり、孫三郎と

血が繋がっていますが、公益財団法人大原美

術館という公なものの代表でもあります。です

ので、ある意味で美術館は我が家とは関係な

いとも考えています。

　ただ、ミッションや歴史を語るのに血が繋がっ

ているだけで説得力があり、言葉にならなくて

もみなさんに伝わる部分もあるので、理事長を

やらせていただいていますが、いわゆる個の

私から離れて、公になっているのが一つの財

団かと。また、大原美術館はほぼ入館収入だけ

で運営しています。公的な補助金も入れてい

ませんし、どこかの一つの企業に頼ることもし

ていません。独立していて、私立らしい美術館

ではあると思うので、そういった意味での公益

財団法人大原美術館という立ち位置を私自身守っ

ていかなければいけないと思っています。

福武 我々は大原美術館の運営構造とは少し
異なる形で活動しています。私は企業である

ベネッセのボードにも入っていますし、財団の

理事もやっています。ただ、実はベネッセも財

団も理念としてはほぼ同じ理念を持っていて、

「人々がよく生きる」ための支援をどのように

実現していくか。それをベネッセは経済活動の

事業として教育や介護を通して実現していく。

福武財団は、文化を通して追求していきましょ

うと、わけています。ただ、それぞれ見ている

時間軸が違うので、なかなか相入れない部分

もあります。上場企業だとどうしても四半期決

算になります。じゃあ芸術文化活動はどれくら

いの期間で見たほうがいいのか、考えた方が

いいのかというと50年、100年ぐらいだと思
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本でも複数出てきています。

アートがもたらす可能性

木ノ下 アート自体が個人にもたらす可能性、あ
るいは組織にもたらす可能性をお話しいただ

けますか?

大原 大原の場合は親会社がないので、一般
的な話になってしまうかもしれません。我々が

頑張ることでどう企業にプラスになるかにつ

いてお話することは難しいですが、岡山にあ

る美術館という立場からいえば、アーティスト

は、ある意味でイノベーターだと思っています。

絵画だと、宗教画から風俗画、風景画、そして

抽象画へと、描く対象の変化があり、それは価

値観の大きな変換と結びついている。そういっ

たイノベーションの歴史が美術館には残ってい

ます。たとえば産業革命があったといわれても、

私たちはそれを見ることはできませんが、美術

館にきたら、絵画を通じてそのイノベーション

がわかる。そういった空間に身を置くことで、

間違いなく自分の発想力は鍛えられると思い

ます。そこをビジネスに使っていただき、また

触発されて、新しいアイデアで倉敷、岡山らし

いイノベーションを起こしていくという意味では、

大原美術館が岡山にある意味はあると思います。

石川 そうですね。倉敷にアートをこよなく愛
した起業家が90年前にいた。世界に注目され
る島をつくるんだというロマンを持って直島で

活動を始めた起業家がいた。それは奇跡だと

思います。福武理事長は「経済は文化のしも

べだ」といっていますが、僕もそうだなと思い

と福武財団さんも似たようなところがあるのか

なと感じました。

福武 そうですね。財団でやる活動に関しても
もちろんリターンを求めていますが、それはファ

イナンシャルリターンというより、ミーニングリ

ターン、つまり意味あいのリターン。でも、それ

が今返ってきているかというと、30年では全
然返ってこないですし、多分50年経っても返っ
てこないと思います。世代を超えるような期間

になりますよね。そういう意味でいうと、僕た

ちはよくクロスジェネレーションといいますが、

世代を超える、50年とか60年ぐらいの、一世
紀やらないとリターンが返ってこないようなこ

とに関しては、財団としてやっていこうと考え

ています。

木ノ下 普段はなかなか聞くことができないお話
をありがとうございます。海外だと、世界的な

ブランド、特にファッションブランドは財団を持っ

ているところも多いですよね。

石川 そうですね。カルティエやルイヴィトン、
プラダ、グッチのグループも財団を持っていま

す。ファストファッションだと、GAPはサンフラ
ンシスコ現代美術館のスポンサーをしています。

アパレル業界を世界的に見ると、トップクラス

のハイブランドはアートの振興を積極的に行っ

ている事例がたくさんありますね。ただ、日本

においてはあまり例がありませんでした。でも

最近、IT企業の社長さんたちがアートに関心を
持ち始めていて、実際に富山や浜松でプロジェ

クトが動き始めています。起業家が文化を愛し

てサポートする、おもしろい動きがようやく日

よい刺激となり気持ちよいこともある。そうい

う意味でいうと、個人的には異分子を体にずっ

と入れ続けるような要素として、アートはワク

チン的にすごくいいなという気持ちがあります。

木ノ下 アートは毒にも薬にもなる、それが自分
の免疫と抗体といろんな形で化学反応を起こ

し、効く人もいれば、どうしても無理な人もいる。

良薬は口に苦しともいいますが、特に現代アー

トは新薬みたいなものですから、効能は人そ

れぞれだと思います。特効薬にはならないかも

しれないけど、漢方薬にはなるかもしれないと

か……。大原さんはいかがでしょうか?

大原 先ほどイノベーターとか、またアートに触
れることで新しい発想が生まれるという話をし

ましたが、必ずこれらとあわせていっているこ

とがあります。実はアートは役に立たないこと

に意味がある、もしくは、あることだけに価値

があるものがアートだと思っています。私は美

術館の理事長なので、どちらかというとアート

は仲間。アートは存在するだけで価値がある、

それをみなさまに伝えるために、アートと一緒

に一生懸命仕事をしている。パートナー的な感

じです。

　これもよくいいますが、たとえば人が生きて

いくには食べ物や医療が必要不可欠です。でも、

それで命を繋いでいても、明日を必ず待つ、今

日もう一日生きてみようという気持ちがないと

辛いだけです。そこで力を発揮するのが文化

です。これは、芸術のこともあれば、スポーツ

や宗教かもしれません。人々の生きようとする

力を応援する、それが文化の力だと思っていて、

ます。起業家として一つ財をなし遂げたのであ

れば、文化をサポートしていくことはすごく大

事なことです。

　僕の事例がこれからアート活動をしていく起

業家の参考になるかどうかわかりませんが、僕

たちには、生きている作家を応援するというポ

リシーがあります。作家の次のステージに進む、

作家がバージョンアップしていく過程で我々が

どう応援していくのか。大原さんや福武さんの

活動を見ていても、それぞれが生きている作

家を徹底的に愛してサポートしたことが、それ

ぞれの地域づくりやまちづくりに繋がっている

と考えています。僕たちも新しい現代美術の

作家を応援して、彼らの成長とともに、頑張っ

ていきたいと思います。

木ノ下 福武さんもさまざまな作品を見てこられ
たと思いますが、アートそのものの力というか、

アートが与える影響を感じることはありますか?　

福武 最近の個人的なブームで、よく予防でワ
クチンを打っています。ワクチンってすごいな

と思うのですが、要は体に菌を入れるわけじゃ

ないですか。体に菌を入れて、体内で免疫力

を高めながら病気を予防する。そういう意味で

いうと、アートにもある程度ワクチン的な要素

があると思います。世のなかでフェイクニュー

スが問題になることがありますが、ある程度は

あったほうがいいですよね。ないと全部ニュー

スを盲目的に信じてしまうじゃないですか。でも、

ある程度フェイクニュースがあるから敏感にな

りニュースを主体的に見ることもある。異分子

みたいなものがあったほうが個人的にはほど
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ようになってきたなと思うのですが、よく考えたっ

て、好きなものに対して目的も理由もないです

よね。そこに強引に理由付けをさせてしまって

いる部分もある。

　アートに浸ってくると、そのコンテクストを知

りたくなりますし、実際に知ったらおもしろい。

でも「この絵が描かれた理由は何ですか? 目
的は何ですか?」と、その「何か」に対する答
えがないことに対してあまりにも耐性がなくなっ

てくると、偏ってしまうのではないかと感じて

います。みなさん、好きな有名人の方がいたり、

○○フェチがあったりすると思いますが、「どう

して好きなのか」に対する明確な理由はないじゃ

ないですか。

石川 現代アートはいろいろな見方をすれば
いいということですよね。

　僕は、現代アートは見るものではなく、考え

るものだと思っています。30分間、自分の好き
な作品の前に座ってぼうっと考えてみてください。

結論は出ないと思いますが、そこから得られる

ものを大切にしてほしいですね。

瀬戸内アートリージョンにおける岡山の役割

木ノ下 「瀬戸内アートリージョン」というテーマ
を絡めながら、そのなかにおける岡山の役割

について一言ずついただけますか。

大原 孫三郎は文化都市構想を唱えていまし
た。この文化のなかには芸術と学術、研究も入っ

てきます。それらがあって初めて、都市に厚み

そして美術館は、その片隅でお手伝いをして

いるのではないかと思っています。

石川 「アートは難しいからわからない」とよ
くいわれるじゃないですか。それに対して大原

さん、どうですか。

大原 わからないのもわかっているうち、と思
います。

　両親は私なりの美術の見方を許してくれて

いて、こう見ないといけないとか、わかってな

いといけないとか、「ねばならない」がありま

せんでした。アートの触れ方や楽しみ方は限定

したらだめですね。私はアートに触れることは

外国語に触れるのと同じだと思っています。習

うより慣れろで、何回か美術館に行っているう

ちに自分なりのつきあい方がわかってくる。た

とえば英語を勉強するときにも映画から入る

人もいれば、参考書から入る人もいれば、単語

を勉強する人もいれば、とりあえず外国に飛

び込む人もいる。同じように、アートとのつきあ

い方もいろいろとあるので、自分なりの入り口

を見つけて、自分の心地よい入り口にたどり

着いてもらえたら美術館の人間としてはうれし

いですね。

福武 最近これは自分でも反省していること
で、無目的耐性といいますか、目的がないこと

に対する耐性がどんどんなくなってきています。

目的がないと満足しない自分になってきている。

思考力を高めるために、と自分のなかでいい

わけをして、子どもによく「何で?」って聞くん
です。そうしているうちに、子どももよく考える

石川 大原と福武、文化をこよなく愛した起業
家が2人も続いたことは奇跡です。そして、自
分でいうのもなんですが、今その奇跡を更新

しようとしていて、僕は3番目の走者としてバ
トンを受け継いでいるつもりで頑張っています。

そして、僕たちの活動に触れた子どもたちが

第4走者としてまたバトンを受け取ってくれて、
この地域をより盛り上げてくれると思います。

　日本で初めての私立近代美術館としてオー

プンした、そんなすばらしい大原美術館がすぐ

そばにある。世界中から100万人も島に集め
る瀬戸内国際芸術祭を福武さんがやっている。

僕たちは岡山芸術交流をやっている。それぞ

れが力をあわせるとアート鑑賞の渦が本当に

この地域にできると思います。10年後、20年後、
30年後になるかもしれませんが、世界の人た
ちが「SETOUCHI」を目指して日本にくる。
そんな流れを一緒につくっていきたいです。

木ノ下 これまでのお話を聞いて、会場からご質
問があればお願いいたします。

会場との対話1「ホテルとアートの関係」

会場1 「ホテルがアートだというお話がありま
したが、今までイメージとして持っていません

でした。『瀬戸内アートリージョン』とホテルに

は何か繋がりがあるのでしょうか」

石川 僕たちは泊まれる美術館というコンセプ
トでホテルプロジェクトのA&Aを行っています
ので、そういう意味ではホテルをアートの一つ

と考えています。建物そのものもそうですし、

ができて発展があると考えていたようです。私

も、芸術と学術があるからこそ、その地域が発

展するというのは間違いのないことだと思っ

ています。そういった意味で、文化、アートで

瀬戸内が繋がることを目指して活動をしていく

なかで、そこにきちんと学術的なバックアップ

ができたときに、「アートリージョン」としての

この地の発信力が出てくるし、輝きが出てくる

と考えています。

福武 石川さんがおっしゃる「瀬戸内アートリー
ジョン」構想には大賛成で、結果的にそうなっ

て海外だけでなく日本からもいろんな方が訪

れてくれたらうれしいです。

　でも最初から「瀬戸内アートリージョン」とい

う形で目標をセットして、達成するために何か

をやるというのは、結構ハードルが高いのかな

と個人的には思っています。かなり不確実性の

高い未来に対して目標を設定することはビジ

ネスでも厳しいなか、芸術文化はもっと長いス

パンで考えなくてはいけませんから。

　瀬戸内を緩やかに繋げていくためには、い

ろんな方法があると思います。世界的にも魅

力的なコンテンツを文化としてどうやってつくり、

その後どう繋いでいくかを考えないといけない。

我々は直島、犬島、豊島でそれぞれインパクト

のある美術館や施設をつくった後に、それらを

どう繋ぐか考え、瀬戸内国際芸術祭を3年に1
回開催することで、巡回する流れをつくり出し

ました。繋ぐためには人を移動させないといけ

ない。コンテンツの間を動く流れをつくること

が重要ではないでしょうか。
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美観地区の景観にしっかりと落とし込まれてい

ますし、日本文化を感じていただくための工夫

もされています。ゲストハウスでは、若いアーティ

ストたちが滞在して創作活動を行ったりもして

いて、宿泊施設の周辺ではさまざまなアートに

関わることがらが起こっています。ホテルがアー

トかという問いに対して、自分のなかでまだう

まく文脈が文章化できていませんが、ただの

宿泊施設じゃないホテルがあるということがそ

のまちの幅を広げていくことは実感しています。

木ノ下 アートツーリズムといわれますが、寺社
仏閣や古城を見にいくように、作品を見に行

くために観光する新しいビジネスモデルもあ

ります。その目的にホテルもセットされること

もあるでしょう。一方でアートの文脈には、アー

ティスト・イン・レジデンスという、その土地に

滞在しながら作品をつくる、その場の魅力を

実際に感じながら作品に昇華していくプログ

ラムが世界各地で盛んに行われています。そ

いう意味では、「滞在」というキーワードはアー

トや都市にとってとても重要なファクターにな

ると感じます。

会場との対話2「海で繋がる可能性」

会場2 「瀬戸内に限らず、海上交通は重要だ
と思います。たとえば瀬戸内アートリージョン

でもプロジェクト同士を結ぶことや、広島や神

戸を結ぶようなこともしているのでしょうか」

石川 今年、岡山の京橋という場所から、瀬戸
内海に向けてフェリーの運航がスタートしまし

た。犬島航路と直島航路があります。僕も徳島

建物のなかにも作品が置いてある。アートを見

にきた方がアートのホテルに泊まることは、非

常にいいおもてなしになると考えています。

福武 直島でもベネッセハウスというホテルを
運営しています。宿泊できる美術館です。一般

のお客さんがいない夜に美術館を見学するこ

ともできますが、島単位で考えています。つま

り、どうやって島に滞在することの価値を上げ

ていくか。また、我々はアートを、幸せなコミュ

ニティーをつくるための手段として考えていま

す。もともと島民と来島者を繋ぐ媒介がありま

せんでしたが、アートを基点に地元の文化を掘

り起こしたり、コミュニケーションが始まったり、

そういう意味ではアートもホテルも手段の一

つです。島に滞在してもらいながら、島の滞在

を楽しんでもらうという意味では、ホテルに限

らず、食も含めて考えています。主体的に島民

の方が旅館を始めたりしていて、我々がすべ

てをコントロールしているわけではありませんが、

できるだけ長い時間島に滞在してくれた方が

体験価値は上がると思いますので、外からサポー

トもさせていただいています。ですので、アー

トホテルというよりも、アートホテルをツール

として、豊かなコミュニティーの体験を提供し

ていきたいです。

大原 美観地区にはさまざまな形の宿泊施設
があります。ホテルだと倉敷国際ホテルや倉

敷アイビースクエアホテル。たとえば、倉敷国

際ホテルには棟方志功の作品や、大原美術館

と関係のある現代アーティスト、北城貴子さん

の作品が展示されています。また、吉井旅館や

旅館くらしきは近代的な設備を取り入れながらも、

大原 倉敷の美観地区の川は、昔に比べると
小さくなってしまったので、これからどう使って

いくかは難しいところです。でも、高梁川の水

がそのまま地下を通って流れてきているとい

う意味では、高梁川流域という繋がりがありま

す。そう考えると、岡山には吉井川も旭川もあ

りますから、今後、海だけではなく川を岡山県

の県北と県南を結ぶ三つの動脈として考えて

いくこともおもしろいのではないかと思います。

木ノ下 島国である日本、あるいは地球自体が
水辺と切っても切り離されない環境だというこ

とができると思います。環境とアートの問題が

ありますが、今日はそのあたりについて歴史的

な観点からも紐づいてお話いただくことがで

きました。あとは、時間の観点ですね。速度の

問題。早ければいいという、今までよしとされ

てきた価値観を覆したり、違う方向に持っていっ

たりしながら、新しい目的に向かっていく。そう

いう牽引力もあるんじゃないかなと思いました。

　この後、続く日々のなかで、私たち1人ひと
りがアート、そして瀬戸内海の可能性につい

て考え、瀬戸内アートリージョンについての議

論を深めていっていただければと思います。本

日はありがとうございました。

から直島、神戸から直島など、さまざまな航路

で瀬戸内海を回ったことがありますが、新たな

フェーズに入ってきている気がします。これか

ら10年、20年かけて陸と島、島と島、そして
陸と陸も繋げていきたいと考えています。

木ノ下 船に関しては乗るためにわざわざ行く、
という人も一定数いらっしゃると思います。福

武さん、海や海辺の活用など、今後の可能性

や転換で思いつくことはありますか?

福武 おっしゃるとおり、船の航路をどうするか
は重要な問題です。多島美ともいわれるよう

に、瀬戸内海にはかなりの数の島があります。

でも、島間を移動するのはかなり不便ですよね。

瀬戸内国際芸術祭の期間中は、いろいろなと

ころにご協力をいただいて、島間を移動でき

るようになっていますが、それでも足りないと

ころもあります。先ほど移住・定住という話を

しましたが、移住・定住できなくても、交流する

だけでかなり大きなインパクトがあります。も

ともとは移住・定住人口をどう増やしていくか

が大きなテーマでしたが、最近では交流人口

をどう増やしていくのかも大きなテーマとして

考えています。直島の住民は今3,000人です
が、瀬戸芸の期間中は100万人ぐらいくるの
で、交流人口100万人という観点で見ると、ま
あまあの都市になります。

　今、海の話をしましたが、倉敷には川があり、

昔は重要な物流の拠点でしたよね。それが今

は歴史資産として残って活用されている。そう

いう文化的な水辺の活用の仕方もあると思い

ますが、大原さんいかがですか?
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国際展と芸術祭の隆盛
～その課題と可能性

クロージングイベント02  ラウンドテーブル
11月24日［日］ 18：30 – 20：30
臨済宗  蔭凉寺
参加者  80名

1966年岡山市生まれ。早稲田大学卒業。
天満屋美術部勤務を経て、1998年東京
にて現代美術画廊 TARO NASU を開
廊、現在にいたる。  国内外の美術館等の
公共機関との協働多数。2016年よりアー
トコンサルティングを主な事業とする会
社、アート & パブリック株式会社を設立。
「 I m a g i n e e r i n g O K A Y A M A A R T 
PROJECT」(2014) ではアートアドバ
イザリーを、「岡山芸術交流2016」及び「岡
山芸術交流2019」では総合ディレクター
を務めるなど、現代美術の普及に努める。

ウェブマガジン『REALKYOTO』発行
人兼編集長。京都造形芸術大学大学院
学術研究センター客員研究員。同大学舞
台芸術研究センター主任研究員。2013
年にはあいちトリエンナーレのパフォーミ
ングアーツ統括プロデューサーを担当し
た。編著書に『百年の愚行』『続・百年の
愚行』など。2018年3月に、グローバル
社会における現代アートの価値を問う『現
代アートとは何か』を上梓した。

1957年神戸市生まれ。京都大学卒業。
京都大学人文科学研究所、同経済研究
所をへて京都造形芸術大学へ。1983
年、『構造と力』（勁草書房）を発表し、
翌年の『逃走論』（筑摩書房）とともに、
「ニューアカデミズム・ブーム」を生んだ。
その後、現代思想のみならず、文学、映画、
美術、建築、音楽、舞踏ほか多種多様な
分野において批評活動を展開。著書に『ヘ
ルメスの音楽』（筑摩書房）、『映画の世
紀末』（新潮社）、『 20世紀文化の臨界』
（青土社）など。

那須太郎
TARO NASU代表／アート&パブ
リック株式会社代表取締役／岡山
芸術交流2019総合ディレクター

小崎哲哉
アートプロデューサー / 
ジャーナリスト

浅田彰
批評家 / 
京都芸術大学教授

1 9 7 3年東京都生まれ。早稲田大学社
会科学部卒。メディアとジャーナリズム、
著作権、コンテンツビジネス、表現の自
由などを専門分野として執筆活動を行う。
近年は地域課題の解決や社会起業、テ
クノロジーが社会をどのように変えるか
をテーマに取材を続ける。主な著書に『情
報戦争を生き抜く』（朝日新書）、『ウェ
ブで政治を動かす！』（朝日新書）、『動
員の革命』（中公新書ラクレ）、『Twi t te r
社会論』（洋泉社新書）ほか。

津田大介
ジャーナリスト / メディア・アクティ
ビスト / あいちトリエンナーレ2019
芸術監督

1 9 8 9年よりD I C川村記念美術館に勤
務。「なぜ、これがアートなの？」「ロバー
ト･ライマン」「ゲルハルト･リヒター」
「マーク･ロスコ」などの展覧会を企画。
2 0 1 2年に同館を退職後、ヨコハマト
リエンナーレ2 0 1 4、「トラベラー  まだ
見ぬ地を踏むために」（国立国際美術
館）、モリムラ＠ミュージアム（大阪･北
加賀屋）ほか、内外の展覧会やプロジェ
クトに携わる。2 0 1 9年には神戸のアー
ト･プロジェクト「 T R A N S - 」のディレ
クターを務めた。

林寿美
インディペンデント･キュレーター／
TRANS- ディレクター

司会  木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019
パブリックプログラムディレクター
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ていく形で、岡山芸術交流やその内容をより

深く知ってもらう機会にしたいと思います。

木ノ下 次は津田さんにお願いしたいと思いま
す。津田さんはあいちトリエンナーレ2019の
芸術監督として「情の時代 Taming Y/Our 
Passion」をテーマに展覧会を開催されました。
あいちトリエンナーレは横浜トリエンナーレに

次ぐ都市型の芸術祭ですが、芸術監督を毎回

変える手法をとり、パフォーミングアーツや音

楽、そして映画など、複合的な芸術表現を横断

しながら、さまざまなプログラムを展開してい

ます。テーマ「情の時代」に込めた思いを自己

紹介も含めてご説明いただきたいと思います。

津田 よろしくお願いします。芸術監督を務め
たあいちトリエンナーレ2019のテーマは「情
の時代 Taming Y/Our Passion」。「情」
という漢字には「感覚によっておこる心の動

き（→感情、情動）」、「本当のこと・本当の姿

（→実情、情報）」、「人情・思いやり（→なさ

け）」という、主に3種類の意味があります。
今の世のなかは「情報」によって「感情」が煽

られている。そのことが世界中で分断を引き

起こしているのではないかと考えました。また、

英語タイトル「Taming Y/Our Passion」の
「Passion」は、もともと受難という意味で
したが、今は情熱という意味に変わった単語

でもあります。「情」という多義的な意味を持

つ言葉をテーマに、この世界に存在する、あり

とあらゆるものを取り上げることができる「アー

ト」をつくり出そうと考えました。揺れ動く人

間の感情や情を取り上げたアート、テクノロジー

やメディアをモチーフにしたアート、あるいは

はじめに

木ノ下 今日は岡山芸術交流2019の最終日です。
締めくくりのクロージングイベントとして、「国

際展と芸術祭の隆盛～その課題と可能性」をテー

マにラウンドテーブルを開催します。

　2000年代以降、日本ではさまざまな現代アー
トを中心とした催し物が行われてきましたが、

今回はいわゆる地方都市のなかでも、都市型

の国際展、芸術祭である、あいちトリエンナー

レ2019 芸術監督の津田大介さん、神戸で開
催されたアート・プロジェクト：TRANS- ディレ
クターの林寿美さん、岡山芸術交流2019総
合ディレクターの那須太郎さんを。そして、す

べての展覧会をご覧になり、さまざまなご事情

にも精通している浅田彰さん、小崎哲哉さん

のお2人の論客もゲストに迎えました。都市で
国際展や芸術祭を行う課題や可能性について、

俯瞰した客観的な立場でお話していただきた

いと思います。

　まずは那須さん、岡山芸術交流2019を終え
ていかがですか?

あいちトリエンナーレ2019とTRANS-

那須 無事に最終日を終えることができまし
た。たくさんの方々に協力いただき、非常にい

い展覧会をすることができたと思っています。

ありがとうございました。おそらくここにお越

しのみなさんは、すでに岡山芸術交流2019を
ご覧いただいていると思いますので、僕はプ

レゼンをしません。みなさまからの質問に答え

トの芸術監督だったらできるんじゃないか、と

いうことですね。作品を通じて社会に問題の

投げかけを行う――ディレクターや事務局的に

は「厄介なプラン」を出してくるアーティストば

かりを集めてしまったことが、クオリティにも繋

がったし、今回の騒動に繋がっている部分もあ

るのかなと思っています。

　また、半年ぐらい前に話題になりましたが、

今回のあいちトリエンナーレでは参加作家を

男女平等にする取組をしました。日本はジェン

ダーギャップがひどい国ですが、芸術祭で参加

作家を見たときもやはり著しい差があります。

芸術監督を受ける前、アート業界は女性中心

の業界だと思っていました。美大に行けば女性

ばかりだし、学芸員も7割ぐらいは女性で、実
際に芸術祭や展覧会にくるお客さんも7割から
8割ぐらいが女性です。プレーヤーもサポーター
も観客も女性が多いにも関わらず、出展するアー

ティストは男性ばかり。男性アーティストが女性

アーティストの2倍から5倍程度選ばれている
状況があります。そして、やはり教える側も男

性が圧倒的に多い。これは構造的な問題であ

ると感じたので、芸術祭の枠組みで問題提起

する方向に舵を切りました。これがやれたのは、

そもそも女性アーティストが多かったからです。

テーマ性にこだわって作家を選んでいたら、気

が付いたら大体男性6割、女性4割ぐらいの割
合になっていたんですね。そこで、テーマ性に

こだわった作品を選ぶという基本原則はずら

さずに、最後に女性アーティストを選ぶことで、

男女半々を達成することができました。2019
年のヴェネチア・ビエンナーレでも出展アーティ

ストをほぼ男女平等にしたようですので、今後

人間が持つ根源的な情けや哀れみを感じるよ

うないろんなアートを、一つのテーマにこだわっ

て揃えるということをやりたかった。ジャーナ

リストである自分がやるべき展覧会、しかも愛

知という都市部でやるべき国際芸術祭を考え

たときに、やはりドイツのドクメンタやミュンス

ター彫刻プロジェクトのような、都市型で政治的・

社会的主題にこだわった展覧会にしようと思い、

つくり上げていきました。

　あいちトリエンナーレは2010年に第1回目
が開催され、初代芸術監督の建畠晢さんが全

体のコンセプトを打ち出されました。まず、世

界でも最先端の現代アートを集める。ただ、そ

れだけだと一般の人にはわかりにくいので、き

ちんと祝祭性も持ってわかりやすい現代アート

も取り上げるということ。そしてもう一つは、も

ともと愛知には愛知芸術文化センターという

非常に大きな複合文化施設があったので、そ

の施設を活用したいという目論見もあり、パフォー

ミングアーツや音楽、演劇も組み込んだ。先端

的、祝祭的、複合的――この建畠さんが最初に

つくった基本コンセプトをもとにトリエンナーレ

を組み立てていきました。

　感情が今の世のなかで引き起こしている問

題にどういうものがあるのかを考えた先に、分

断や差別、ジェンダーの問題、あるいは表現の

自由や検閲の問題があり、それを自分ではか

なり意識している部分がありました。アーティ

ストたちの作品プランを見ても、それらの問題

をテーマにしたものが多かったです。共通して

いわれたのが、ほかの芸術祭だったらプランの

時点ではねられるだろうけれど、ジャーナリス
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し、2017年には開港150年を記念した港都
KOBE芸術祭という異なる名称での芸術祭が
行われました。ただ、これは記念事業で最初か

ら一度きりと決まっていた。そこで、2019年
はこれまでとはまったく違うことをしてみよう

ということで始まったのが、TRANS- です。また、
国内外で行われるさまざまな芸術祭との差別

化も考え、アーティストを2人に絞りました。

　さらに、これまでの神戸での芸術祭と大きく

違ったのは、三宮、元町という神戸の中心部で

はなく、その西側にあるJR神戸駅を起点とす
るエリアを会場とした点です。そしてこのエリ

アを、東から新開地地区、兵庫港地区、新長田

地区の三つにわけました。新開地はかつての

一大歓楽街があったことで知られ、兵庫港近

辺は川崎重工や三菱重工の工場がある重工業

地帯、新長田は在日朝鮮韓国人やベトナム人

の方々が数多く住む下町です。いずれもみなさ

んがイメージする神戸とは随分と印象の違う

ところですが、このエリアを会場にすることは、

私がディレクターをお引き受けしたときにすで

に決定されていました。

　こうした美術館のない地域で、何ができるの

か、何をすべきなのかと考えたときに、たんに

会場のために作品を制作するのではなく、まち

をそのまま材料にして作品化してもらえるよう

なアーティストを呼びたいと考えて選んだのが、

ドイツ人アーティストのグレゴール・シュナイダー

と神戸市出身のやなぎみわでした。

　グレゴール・シュナイダーは《美術館の終焉

―12の道行き》と題し、神戸市内各所で12の

この流れが美術業界の一つの国際潮流になっ

ていくのではないでしょうか。このジェンダー

平等という流れは、広告業界や音楽業界、ハリウッ

ドなどのほかのクリエイティブ業界でも非常に

意識され、動きも進んでいるので、そこを先取り、

キャッチアップできたと思っています。

　ちなみにネガティブな話題も多くありましたが、

あいちトリエンナーレ2019をご覧になってい
ただいた方からは、「表現の不自由展・その後」

も含めて、その社会性、政治性の強いアートを

集めた展覧会としてはおもしろかったよという

評価もたくさんいただいています。

　最後に一つ。実はあいちトリエンナーレ

2019は来場者数が67万人で、2019年に日
本で開催されたさまざまな美術展のなかでもトッ

プクラスの動員でした。東京や大阪ではなくて

愛知という非常に不利なところで、ある意味ビッ

グネームもいないような芸術祭のなかで、これ

だけ社会的・政治的なアートを集め、商業的な

達成も成し遂げました。チケット収入は前回の

1.5倍なので、この点は後々評価していただけ
るのではないかなと思っています。

木ノ下 次に、TRANS- の林さん、お願いします。
林さんは神戸で、たった2人のアーティストによ
る国際展を成し遂げられました。都市型でパフォー

ミングアーツを含めている点や、アーティスト

のテーマ自体もあいちトリエンナーレと共有す

るところがあると思います。

林  神戸では2007年から5回、神戸ビエンナー
レを開催しました。それが2015年に一旦終了

の実家から歩いて行ける兵庫港のすぐそばに

ある中央卸売市場だったのですが、近所に一

遍上人が入滅した真光寺というお寺があり、

その一遍が日本各地を巡って広めた踊念仏を

僧侶たちに踊ってもらったり、一遍と同様に巡

礼の旅を続けた《日輪の翼》の老婆たちを兵

庫津に立ち寄らせたり、という具合です。さら

に24時間稼働している市場内はスペースに限
りがあり、客席を長さ50mに及ぶ巨大な台船
の上に設えたため、公演中は台船が緩やかに

揺れて不思議な効果を上げ、実際に冷凍トレー

ラーや漁船が行き交う市場の風景と、役者や

パフォーマーたちが移動舞台トレーラーと台船

上で繰り広げる演劇空間が、見事に交差した

ものとなりました。

　また、展示に加えて各種のパブリックプログ

ラムを行いました。こちらはローカルな意味あ

いを重視し、ラグビーのワールドカップの会場

でドラム缶のお風呂に入る参加型イベントや、

開催エリア内のまち歩き、移動式の高座であ

ちこちに出かける落語、廃材で子どもたちと

物づくりに取り組むワークショップなどを実施

しました。アーティストの作品展示と、一般の

方が参加してより気軽に楽しめるパブリック

プログラムの二つが組みあわされたことで、

TRANS- が成立したと考えています。

三つの国際展を振り返って

木ノ下 この三つの芸術祭、国際展をご覧になっ
た代表として、世界のアートシーンを見てこら

れている、浅田さんと小崎さん、ご意見やご感

想などをお願いします。

作品を展開しました。道行きというのはあまり

耳慣れない言葉かもしれません。シュナイダー

からは「station」という英語のタイトルが提
案され、普通は「駅」と訳されますが、今回は

キリストの十字架の道行き（Stations of the 
Cross）に倣い「道行き」としました。各作品を
「留」（第1留～第12留）と呼んだのも同じ理
由です。こうして、各留を体験をしながら旅を

する「巡礼」のイメージが作家と共有され、制

作が進んでいきました。《美術館の終焉》は、シュ

ナイダーの別作品にもつけられているタイトル

ですが、図らずもTRANS- が目指した、美術
館ではなし得ないプロジェクトを実現できたと

思います。

　2人のアーティストを選び、何をするかを相
談した結果、まったく違うタイプの作品に取り

組んでもらうことになりました。シュナイダーは

まちのなかに隠された、あるいはまちと同化し

ているように見えながら、なかに入ると異種の

空間が広がっているもの。身体的にはいうまで

もなく、精神的にも内へ内へと向かう作品であ

るため、もう1人のアーティストであるやなぎみ
わには外へ広がっていってほしいと考え、野外

劇公演をすることになりました。2人の参加作
家のうちの1人と考えれば、ずいぶん思い切っ
たと思いますが、わずか3日間に限って野外巡
礼劇《日輪の翼》の公演を行ったのです。

　中上健次の同名小説を原案とする《日輪の

翼》は、すでに国内各地で上演された演目です。

しかし、神戸はやなぎの地元ということもあり、

彼女の神戸に対する思いや土地の歴史を踏ま

えた演出が加わりました。公演場所は、やなぎ
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アートをストレートに押し出した。そこが逆に

おもしろいと思います。一つ気に入らないのは

「OKAYAMA ART SUMMIT」という英語
タイトル。「サミット」などというのは尊大で恥

知らずな政治家どもに任せておけばいいので、

文化領域では禁句です。それを除けばとても

よかった。「取っつきにくい、わからないといわ

れても構わない。そういうショックを与えるの

が現代アートの存在理由なのだ」といわんば

かりに直球を投げている点は、潔くてよかった

と思います。

　とはいえ、会場がコンパクトにまとまっていて、

まちをのんびり歩きながら回れるので、岡山を

再発見するきっかけにもなることは付け加えて

おくべきでしょう。たとえば、ぼく自身、岡山芸

術交流のおかげで、岡山市立オリエント美術

館の建築やコレクションの魅力を知った。また、

前回の作品が今も所々に残っていて、まちに溶

け込んでおり、さらに、今回、青木淳のアドヴァ

イスの下、アーティストと建築家が協働してつ

くったA&A（Artist & Architect）というホテ
ルもいくつかできていた。こうしてアートが都

市を再活性化していくというのは、とてもいい

ことだと思います。最初からまちおこしを目的

とするのではない、結果的にそうなるのがい

いんですね。

　そこで最初の話に戻ると、大原孫三郎の啓

蒙の時代、福武總一郎の「地域アート」の時代

に続いて、石川康晴という現代アートのコレク

ターが岡山芸術交流の中心にいる意味は大き

いというべきでしょう。地方自治体が今更「地

域アート」の後追いをしても、たいしたことは

浅田 岡山の話から出発しましょう。岡山県の
美術の文脈を大きく振り返ると、大原、福武、

石川という系譜があると思います。大原孫三

郎は、西洋美術を本格的に紹介する大原美術

館を倉敷につくった。それに対して福武總一郎

は、西洋近代とは別のヴィジョンに基づいて、

直島の美術館ホテル（ベネッセハウス）に始ま

り、豊島、犬島へと広がって、「瀬戸内国際芸

術祭」にいたる流れを生み出した。彼が「大地

の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」のプ
ロデューサーを引き受けるかわりに、そちらを

創始した北川フラムが「瀬戸内」でもディレクター

となり、アートを通じて地域の魅力を再発見す

ると同時に、地域に触発されて新しいアートを

生み出す試みが展開されてきた。日本独自の「地

域アート」ですね。

　それには功罪があると思います。行ったこと

のない島に行くだけでおもしろいし、そこで見

るアート作品もおもしろい。ただ、日本中の地

方自治体がまねをするようになり、アートを安

価な地域おこしの手段として使い捨てる傾向

が目立つようになった。瀬戸内には福武サイド

で豊島美術館をはじめパーマネントに残る傑

作があり、それとあわせて芸術祭の作品を見

ることができるので、十分満足できますが、日

本全体では地域アート・フェスティヴァルの乱

立と質の低下が目につきます。

　その後で始まった岡山芸術交流は、再び都

市に戻り、アーティスティックディレクターに初

回はリアム・ギリック、今回はピエール・ユイグ

を迎えて、よかれ悪しかれパリやニューヨーク

で展示されていてもおかしくないような現代

つだけ取り上げておきましょう。高嶺格が、廃

校になった高校の25mプールの底面を半分く
らい垂直に立ち上げた《反歌：見上げたる 空
を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬま
で》という作品です。単にプールの底が壁のよ

うに屹立しているだけで何の説明もない。しか

し、何だかわからないけれど感動させられる、

という人が多かった。「表現の不自由展・その後」

の騒ぎで疲れきったスタッフが、それでもあれ

を見て「明日も頑張ろう」という気持ちになれ

た、という話もあった。「トリエンナーレ終了後

も残してほしい」という声もあったらしく、アー

ティストにとっては初めてのことだったそうです。

最近、コンセプトやコンテクストを重視するアー

トが増えている。それが一概に悪いとは思わ

ない。しかし、言葉で意味が理解できなくても

人をインスパイアする、それがアートの真骨頂

でしょう。岡山芸術交流も、これからますます

訳のわからない、しかしインスパイアリングな

事件を起こしていってほしいと思います。

　それから、神戸の「アート・プロジェクト： 
TRANS- 」も非常におもしろかった。岡山は
現代アートをストレートに打ち出しているとこ

ろがいいといったけれど、神戸はある意味でもっ

と過激で、展示といえばグレゴリー・シュナイダー

の作品が市内各所に散在しているだけ。地下

道のドアからひとりでなかに放り込まれると、

グアンタナモ収容所と同じ独房（であることは

その段階ではわからない）が並んでいたり、小

さなライトを渡されてビルのなかに入ると、な

かは真っ暗で、日雇い労働者を収容していた

たくさんの二段ベッドやそこにちらばる日用品

まですべて真っ黒に塗りつぶされていたり。林

できない。現代アートに関して独自の見識を持

つ石川さんが、ギャラリストの那須太郎さんと

ともに、自分たちの信ずる方向をはっきりと打

ち出す。そこに岡山県や岡山市が協力するこ

とで、こういう切れ味の鋭い芸術祭が可能になっ

たわけですね。

　この夏のアート・フェスティヴァルとして、津

田さんが芸術監督を務められた「あいちトリエ

ンナーレ2019」にも触れておきましょう。「表
現の不自由展・その後」がネット右翼から攻撃

されて一時的に展示中止に追い込まれ、多く

のアーティストが展示の中止や展示内容の変

更によって抗議するといった事件になったわけ

ですが、実行委員長である大村秀章愛知県知

事が一貫して表現の自由を守る立場を崩さず、

津田さんやスタッフ、そしてアーティストたち

の粘り強く柔軟な努力によって、最後の一週間、

制限された形ではあったにせよ、「表現の不自

由展・その後」の再開までこぎつけることがで

きた、これは大きな成果だと思います。率直に

いって再開は無理だろうと思っていましたから。

もちろん、文化庁の補助金不交付といった問

題には今後も抗議を続けなければならないし、

「あいちのようなことにならないよう、クレー

ムがつかないように無難に」という風潮が広が

らないようにしなければならない。しかし、そう

いう風潮は実は前からあったので、その意味でも、

第三者として無責任なことをいうようですが、「あ

いち」がそこそこ無難に終わるより、こういう

事件が起こったことは、ウェイクアップ・コール

として意味があったんじゃないかとさえ思います。

　いろいろ興味深い作品がありましたが、一
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雑誌をつくっていました。それ以前から国際

展や芸術祭は、国内外を問わずそれなりに

見ています。

　最初に、近現代アートの大きな状況について

みなさんと共有したいと思います。まず先ほど

林さんがプレゼンしてくださったグレゴール・シュ

ナイダーのタイトル《美術館の終焉》。これは、

今日のキーワードにもなるのではないでしょうか。

美術館の誕生や起源についてはさまざまな説

がありますが、ルーヴル美術館のケースが典

型的なものの一つです。フランス革命でルー

ヴル宮殿が王家から民衆の手に落ちて、それ

まで王侯貴族がひとり占めしていた宝物をみ

んなで見ようとした。そこから始まっています。

　近現代アートに関していうと、1929年にニュー
ヨーク近代美術館、通称MoMAが開館しまし
た。我々の時代のルーヴルといえる美術館で、

このMoMAによってホワイトキューブという形
が広がることになります。四角い箱で壁が白い

ニュートラルな空間で、今日のギャラリーはお

おむねホワイトキューブです。ただ、それに異

議を唱える動きが1990年代初頭から出てきて、
美術館の外に展示場所を求める例もあり、現

在にいたっています。

　アート界のオリンピックともいわれるヴェネ

チア・ビエンナーレは125年前の1895年に
始まりました。各国がパビリオンをつくり、そこ

で金メダルに当たる金獅子賞の受賞を目指し

て争います。しかし、インターナショナルであ

るべきアートがそんなことをやっていていいの

かという批判があり、一時なくなりますが、ま

さんに伺うと、ヴォランティアの方たちは親切

だからいろいろ教えようとするので、黙って観

客にライトを渡すだけにするよう指示してあっ

たとか。岡山は尖っているところがいいといい

ましたが、神戸に比べればサーヴィス満点とい

うべきですよ。

　とはいえ、もう一つ、中央市場の岸壁で上演

されたやなぎみわの《日輪の翼》は、もともと

サーカスのような演出だったところに踊念仏も

加わり、エンターテインメントとしても楽しめる

ものでした。中上健次の原作は、熊野・新宮の

被差別部落が再開発のため地上げされたあと、

行き場を失った老婆らを若者らが冷凍トレーラー

に乗せて日本中の聖地を巡っていく話で、新

宮の港近くで見たやなぎみわの舞台は忘れが

たいものでしたが、本物の冷凍トレーラーが行

き交う中央市場の岸壁に舞台トレーラーを停

めて上演された《日輪の翼》もそれに劣らず

すばらしいものでした。一地域にとらわれない「ト

ランス地域アート」ともいえるでしょうか。

　都市の内部に別世界を開いてみせるシュナ

イダーと、都市をあらゆる意味での外部へと開

いてみせるやなぎ、この二人の作品に絞ったこ

とで、「TRANS- 」は非常に刺激的なイヴェン
トになった。旧来の神戸ビエンナーレとは逆方

向に振り切るという目的が見事に達成されて

いたと思います。

木ノ下 小崎さんはいかがでしょうか。

小崎 私はジャーナリストで、2003年から
2009年まで「ART iT」という現代アートの

べてに時代が表れている。それはやはりキュレー

ションの力です。岡山芸術交流は、毎回のアー

ティスティックディレクター、そして彼らを選ん

だ那須さんの力が大きいと思います。

　あいちは、「情の時代」というテーマはやや

わかりにくいかもしれませんが、簡単にいうとアー

トとジャーナリズムを近づけるということですね。

主にそういう作品が並んでいました。私自身は

このいい方はあまり好きではありませんが、ソー

シャリー・エンゲイジド・アートともいわれるも

のです。政治的な主題を扱うアートはどの時代

にもあります。ただ、やはり悪い時代ほど増え

る傾向があり、たとえば1960年代や1970年
代には、ヴェトナム戦争に関わる、あるいは戦

争に触発された、人の生き死にの問題や実存

主義的な作品が多くつくられました。ほかのジャ

ンルの芸術家もみんなそうですが、アーティス

トはいわゆる炭鉱のカナリアで、時代に反応し

た作品をつくる。そこに津田さんのようなジャー

ナリストを芸術監督として選んだあいちトリエ

ンナーレは、火に油を注ぐというか、油に火を

つけるというか（笑）、そんな感じのキュレーショ

ンですばらしかったです。

　そして、神戸では、アーティストを2人に絞っ
たことが内容の濃さに直結していました。シュ

ナイダーもやなぎさんも、2人ともヴェネチア・
ビエンナーレに参加している作家です。という

ことは要するに業界お墨付きということです

よね。2人のタイプは違いますが、やはりまち
のよさを見せる作品でした。目の付けどころは

違っても、その背後には、この時代そのものが

表されていると思います。

た復活しています。そんな流れのなかでさま

ざまなタイプの国際展、芸術祭が試されてきま

した。その進化形といえるのが今回の岡山芸

術交流とあいちトリエンナーレ、そして神戸の

TRANS- だと思います。

　みなさんお気付きのとおり、この三つの展覧

会はそれぞれまったく違います。まずは参加アー

ティストの数ですね。あいちが美術だけで66組、
それに加えてミュージシャン、それから舞台芸

術の人たちがいます。今回の岡山芸術交流は

18組。そして神戸は思い切りよく2組ですね。
それぞれに必然性があってこういう選択になっ

ていると思います。

　次に、展示会場の違いが挙げられます。あい

ちには最初から大きくないといけないという縛

りがあります。予算も大きいし、愛知芸術文化

センターと名古屋市立美術館の2ヵ所に加え、
名古屋のまちなかや豊田市美術館とその周辺

にも会場がある。岡山は、廃校となった小学校

がメイン会場ですが、浅田さんがすごいとおっ

しゃった岡山市立オリエント美術館では、コレ

クションのなかに岡山芸術交流の作品を持っ

てきていました。そして神戸は̶̶僕はやなぎ

みわさんの公演は観られませんでしたが̶̶

グレゴール・シュナイダーは「えっ、こんな場所あっ

たの?」と驚くようなスペースを見せてくれま
した。美術館での展示も簡単ではありませんが、

十分な設備がない場所での展示には、想像を

絶するような苦労があっただろうと拝察します。

　そんな風に三つとも違いますが、それぞれ

におもしろく、刺激的でした。三つの芸術祭す
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いろんなアーティストに呼びかけて実現したも

のです。普段はインスタレーションやビデオ作

品をつくっている人たちがその場に呼ばれて、

空間芸術ではなく時間芸術をつくった。それか

らはさまざまなアーティストが、パフォーミング

アーツに接近しています。そういう流れがあっ

て、今の世界のアートの潮流がつくられていま

すが、この三つのフェスティバルでも魅力的な

パフォーミングアーツが紹介されていた。いず

れもこの時代にふさわしい形式、テーマ、アーティ

ストをそろえた芸術祭でした。

SNSがもたらす影響

木ノ下 三つの国際展、それぞれ手法や規模は
違いますが、ある種の共通項があると思います。

今回のテーマについて、あるいはそれぞれの

芸術のあり方について、それぞれについてい

いたいことや、聞いてみたいことがありました

らお願いします。

林  繰り返しになりますが、今回初となる
TRANS- では、過去に神戸で開催した芸術祭
とはまったく異なる方向に振り切ることが一番

重要なミッションと考え、アーティストの人数を

減らしました。さらにいえば、とても「不親切な」

展覧会であったと思います。これはシュナイダー

作品の性質に大きく拠っています。通常、会場

にいるスタッフやボランティアの方はお客様を

楽しませたい、喜ばせたいと考えて、優しくフ

レンドリーに接するものですが、シュナイダー

の展示に関しては、むしろ無愛想にしてくださ

いと、こちらから非常に難しいお願いをしました。

ボランティア活動をよくされている方々にとっ

　展示の場所にも時代の変化が関係している

と思います。先ほど美術館の形がルーヴル美

術館からホワイトキューブになった、そしてそ

れが外に出ていくといういい方をしました。神

戸は完全にそうですし、岡山もほとんどがまち

なかです。あいちトリエンナーレは三つの美術

館が中心的な会場だったので違うと思われる

かもしれませんが、先ほど浅田さんが言及され

た高嶺格作品は、今後博物館になることが決まっ

ている県立高校の跡地のプールを使っていて、

外に展示されていました。今回のあいちを代

表するといってもよい象徴的な作品が美術館

の外にあるということは、大変おもしろい。

　どういうことかというと、要はアーティストた

ちが小さな空間では我慢しきれなくなったのだ

ろうと思います。少し違いますけど借景に近い

のかもしれません。さまざまな場所を自分の作

品の借景として使い、その場所が持っている

歴史や記憶を作品のなかに持ち込むことによっ

てなるべく多くの情報量をそこに盛り込む。新

たな感動も与えられる。そういうことをアーティ

ストも求めているんだと思います。

　あともう一つは、どの時代にもあったことで

すが、近年でいうと2007年以降、現代アート
はパフォーミングアーツにすごく接近しています。

2007年というのは、マンチェスター国際芸術
祭で、企画内展示「イル・テンポ・デル・ポスティー

ノ（郵便配達員の時間）」が開催された年です。

これは岡山芸術交流2016にも参加したアーティ
ストのフィリップ・パレーノと、今世界中で一番

名前が知られているキュレーターのハンス・ウ

ルリッヒ・オブリストが共同キュレーターを務め、

岡山芸術交流のSNSによる効果はどんな感じ
でしたか?

津田 あいちトリエンナーレは今回で4回目に
なりますが、過去3回はこれまで全国メディア
で大きく取り上げられたことは一度もありませ

んでした。もちろん中日新聞などの在名メディ

アには取り上げられていましたが、あくまで一

地方のイベント。今回はいろんな形で毎日全国

メディアにも取り上げていただき、そういう意

味での広報効果はありましたし、動員にも繋が

りました。でも、正直わからない部分もあります。

　最近話題になっている展覧会では、インス

タグラムで写真を見て興味を持ち、足を運ぶ

人も増えているので、もちろん世のなか的に

SNSが非常に重要な要素にはなっています。
僕はあの騒動のさなかに、RSSリーダーをつ
かって全作家ツイッター検索結果を登録し、ツ

イッターでどれくらいつぶやかれているのか記

録をとるようにしていました。高嶺格やホー・ツー

ニェンなどの人気があった作家はもちろん言及

されることが多かったですが、でも、どんなに

小さな、ある意味であまり注目されなかった作

家でも、必ず誰かは作品の感想を上げていた

り、作品写真を上げていたりして、すべての作

家に感想がつぶやかれていたんですね。

　何でそんなことが起きたのかなと考えると、

お客さんやボランティアの人たちが自分たちの

トリエンナーレを取り戻す仕組みとしてSNS
を使っていたんじゃないかなと自分は解釈しま

した。実際に来場した観客は楽しんでいるのに、

メディアは「表現の不自由展・その後」あるい

ては、なかなか難しかったんじゃないかと思う

んですが……。あえて振り切ってみました。

　最近アンケート結果がまとまりわかったこと

ですが、興味深いことに、TRANS- には半分
近くの方が１人で来場されていました。いくら

現代アートとはいえ、これはちょっと珍しいこと

だと思います。また、先ほど津田さんから美術

館にくる人は女性が多いというお話がありまし

たが、TRANS- については男女比が4:6で、
年齢は2、30代が半数を占めました。これは岡
山やあいちにも共通する現象ではないでしょ

うか。あくまでアンケート集計分のデータでは

ありますが、この結果を見ると、私たちの狙い

どおりにいったと感じています。振り切ったこ

とによって見えてきたことがたくさんありました。

　ここで、津田さんと那須さんにお伺いしたい

ことがあります。今回、TARANS- がもう一つ
振り切ったのが、来場者に対して作品の撮影を

禁止した点です。作家から会場で写真を撮ら

ないでほしいといわれていたので、開幕時は

どの会場でも撮影禁止にしました。その後、1ヵ
所だけOKを出したのですが、最初、お客様は
インスタグラムなど、画像を使ったSNS発信
がいっさいできなかったんです。

　SNSをたまにのぞいてみると、TRANS- に
ついて発信しようとしている人も「発信したい

けど写真は撮れないし、言葉だけで説明しよう

とするとネタばれになってしまう、でもおもしろ

かったから行ってください」みたいな、もどかし

さがありながら人に薦めるという不思議なこと

が起こっていました。あいちトリエンナーレと
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うキーワードで条件反射的に逆上するといった

とんでもない反応が起こってしまうんですね、

　アート・ワールドというのは、アートに興味の

ある人の集まりで、半ば開かれていると同時

に半ば閉じていた。そこでは、過激な風刺でも、

あるいは挑発的なオール・ヌードでも、アートの

文脈に組み込まれるかぎり許される、という共

通の了解があった。しかし、そこでの体験の断

片が情報化され、普段アートに関心のない人ま

でそれを受信する過剰露出状況では、それが

過剰な炎上を呼んだりする。もちろん原則的に

は情報はすべての人に開かれているべきですよ。

しかし、どんな人をも――つまり文脈を共有し

ていない人をも傷つけたり逆上させたりする

ことがないように、単純にいえば何としてもク

レームや炎上を避けるように、という自己規制

が強くなりすぎると、アート・ワールドは窒息し

てしまう。だから、撮影許可をどうするかといっ

た具体的な問題も含めて、半ば開かれて半ば

閉じたアート・ワールドを維持していくことが大

事なんじゃないかと思います。それはほかの多

くのジャンルにも当てはまることでしょう。

小崎 浅田さんがおっしゃったことは正しいし、
現状だったらそれ以外に方法はないと思います。

でも、私もアート界の端っこにいるので自戒を

込めていいますと、アート界側の努力がやっぱ

り足りていなかった。何が足りなかったかとい

うと、現代アートは見るものではなく、読むもの

であるということを伝える努力です。今までの

美術は、きれいなものだと考えられていた。き

れいなだけだったら、絵はがきと何が違うのか、

という話になりますよね。アーティストが作品

は政治的な話しかしてくれない。そうではなく、

もっと展覧会の中身や美術作品の話をしたい。

ちゃんと見に行った人が、メディアとのギャップ

を伝えないといけないと思ったことで、それが

ツイッターに表れていた。このことは会期終了

後複数の来場者から聞きました。

　SNSと炎上という点でいえば、パフォーミン
グアーツで炎上することが少ないのは、基本

的にカメラを持ち込んで撮影ができないから

ですよね。芸術祭は長期間見ることができて、

撮影も自由になっているものが多い。現代アー

トは文脈が大事なものなのに、一部を切り取る

ことでいくらでも攻撃できるようになっている。

動員を考えたらもちろんSNSは重要ですが、
同時に、文脈ごと届けたい作品は個別に撮影

を禁止していく。今回の騒動を通じて、ディレ

クター側がちゃんと管理をしなければいけない

時代になったのだと思いました。

浅田 津田さんが「あいちトリエンナーレ
2019」で掲げた「情の時代」というテーマに
は、情報が情念の爆発を生んでしまうといった

問題が含まれていた。それがきわめてアクチュ

アルな問題であることが不幸な形で実証され

てしまったわけですね。情報と体験は違うとよ

くいわれるように、自分で展覧会場に足を運ん

で実際に作品を見ていると、他の作品や周り

の観衆のリアクションも含めて、作品以外のさ

まざまなものが見えてくる、その全体が簡単に

要約できない体験になるわけです。そのごく一

部を写真やキャプションなどで切り取って情報

のカプセルをつくり、文脈と関係なく情報の大

海に投げてしまうと、たとえば「慰安婦」とい

みたいなものが、今回起きたことの一つの原

因にもなっていたと思います。騒動があったか

らのたらればですが、「半分開かれて半分閉じ

たアート・ワールド」を目指すべきだった。

　客観的に振り返ってみると、ジェンダー平等

の発表をして、「表現の不自由展・その後」を

開催してなかったら、成功した芸術祭で終わっ

ていたと思います。でも、どうやってアートを開

いていくかをいろいろと考えたなかで、あれも

やろう、これもやろうと思っていた部分はもち

ろんありました。それはなぜかといえば、あい

ちトリエンナーレの場合はディレクターとして

関われるのは一回しかないからです。それによっ

て盛り込んだ結果、急速に開こうとした結果、

こういうことが起きてしまったのかなと。

木ノ下 那須さん、岡山芸術交流に関していえ
ば基本的に撮影は可能ですが、これまでのお

話を聞いて、何か感じるところはありますか。

那須 そうですね。今回唯一撮影が禁止だった
のは、ティノ・セーガルの作品です。彼の作品

は今回に限らず常に撮影NGです。なぜかとい
うと、アーティスト自身が自分の作品は三次元

であり、さらにそこに観客が加わって、最終的

には四次元になる。それは写真やビデオでは

伝わらない。その場に来て体験していただか

ないと、本当のそれとは違う作品になってしまう、

と考えているからです。

　SNSは非常に重要なメディアですが、やは
り功罪ともにある。今回の岡山芸術交流では、

インスタグラムを発信していましたが、ユイグ

に込めたメッセージを読む。往々にしてそのメッ

セージは一義的なものではありません。だから、

現代アートは見るのではなく読むものなんです。

アーティストは一義的なメッセージで満足する

ほど単純じゃない。あるいは、普通の人が考え

ているよりずっとずっと単純で、メッセージ性を

超えて突き抜けているからすごかったりする。

いずれにせよ、そこまで想像するように仕向け

ないとだめだと思います。

　岡山芸術交流ですごいなと思った点は、積

極的に小学校の子どもたちの来場を促してい

るところです。僕は原則的に、子どもは人生経

験がまだ少ないから、現代アートは先に見せる

べきではないと考えていますが、でもやっぱり

いいのかなと思い始めています。たとえば、コッ

プは普通水を飲むためのものだけど、ほかの

使い方をしてもいい。普通にとらわれる必要は

ないということを、子どもに伝わるような見せ

方ができるといいですね。

津田 先ほど小崎さんに「あいちトリエンナー
レはアートとジャーナリズムを接近させようと

した」とうまくまとめていただきました。ご指

摘のとおりで、僕はアートをもっと本当にパブリッ

クに開きたかった。現代アートはこんなにおも

しろいのに、一般大衆とはあまりにも距離がある。

今回の自分のミッションとして、もっとその距離

を縮めるために、アートをおもしろいものにす

るために、アートをとにかくオープンに開いて

いく。そのためにはネットを使うことも考えて

いたわけですが、今の浅田さんの話を聞いて、

ちょっと開き過ぎてしまったなと。開きすぎたこ

とによって起きた齟齬というか、いろんな衝突
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触れあい、自分の感覚を開いていくためにも、アー

トは非常に重要です。

　関連して一般論的にいうと、文化と文明の

二重構造というのがあります。文明はどんどん

広がって普遍化していく。それに対して、文化

は地域ごとに個別性を守ろうとする。日本が、

かつては中国文明、近代には西洋文明を取り

入れると同時に、日本文化を守ろうとする――

というか、正確には外来文明との関係で日本

文化をつくり直そうとするようなものですね。

現在はインターネットに支えられたグローバル

資本主義の文明が世界を覆う一方で、文化は

逆に細分化し、日本のなかにもアイヌや沖縄

の文化があり、男性のみならず女性の、ストレー

トのみならず性的マイノリティの、健常者のみ

ならず障がい者の、その他ありとあらゆる人々

の文化があって、それぞれがリスペクトに値する、

という多文化主義が支配的になっています。そ

こで、多文化主義は「他者をリスペクトせよ」「他

者を傷つけるな」という。それは正しい。ところが、

グローバル資本主義とその権力機構は「他者

からのクレームを避けよ」「謝罪や賠償金の支

払いを避けよ」という。これは似て非なる命令

です。本当に他者をリスペクトしようと思ったら、

真剣に批判しあい、けんかもする、まさにそれ

を通して他者とのコミュニケーションと相互理

解が深まっていくわけでしょう。アートにはそう

いうプロセスが不可欠です。本当にすぐれた

アート作品は、しばしば観衆を困惑させ、「良識」

ある人々を傷つけさえするけれど、その葛藤を

通じて社会の知的・感覚的なコモン・センス（常識）

を組み替えていく、そんな力を持ったものなん

です。とにかくクレームを避けろ、炎上を避けろ、

が非常に厳しく制限していました。彼が認めて

ない写真を載せることができず、載せることが

できた写真はアーティストの公式の作品画像

などに限定されました。それはユイグが、イメー

ジの世界で完結してしまうのではなく、実際に

岡山芸術交流にきて、実作品を体験してほしい、

という考え方を持っていたからです。そこには、

彼のディレクターとしての方針がクリアに表れ

ていて本当によかったなと思います。

　SNSについてもう一つ、僕がずっと考えて
いるのは、今の社会にある問題の多くは、他者、

とりわけ自分と違う考えの人たちに対する不

寛容さに起因するのではないか、そして、その

他者を受け入れることがSNSの存在によって
難しくなってきているのではないかということ

です。SNSを使えば、自分と違うものをより攻
撃しやすくなる。そしてそういうことが問題を

引き起こすきっかけになっているんじゃないで

しょうか。僕は、アートは他者を受け入れるきっ

かけになると思っています。いろんなバックグ

ラウンドのアーティストがいて、いろんな考え

方を持って作品をつくっている。アートを通じて、

自分とは違うもの、自分にはわからないもの、

知らないものを体験することができるわけじゃ

ないですか。それは自分と違う他者を受け入

れる、ある種のトレーニングみたいなものにな

るはずです。だからこそSNSの責任は大きい
と感じています。

浅田 そのとおりだと思います。道徳の教科書
のレヴェルで、「すべての他者に寛容であれ」、

「すべての他者をリスペクトせよ」とかいって

も抽象的すぎる。身体感覚のレヴェルで他者と

た第2次安倍政権から、芸術文化に対する引
き締めが非常に厳しくなっているからです。文

科省全体もそうですよね。アメリカのトランプ

政権と同様に、文化予算をカットしたい、ある

いは自分たちが文化と認めるものにだけ支援

したいという思いが背後にあるんでしょう。そ

の大局的な流れのなかで、たまたま津田さん

が派手なことをやらかしてくれたおかげで、実

際に文化庁が補助金を取り消すという決定を

してしまった。これは、遅かれ早かれ起こった

ことじゃないでしょうか。起こってしまったんだ

から、これからアート界が頑張ればいいんです。

　頑張る方法は少ししかなくて、今の世のなか

の流れを変えるか、お金を公共ではないところ

に求めるかの二択です。実際にアート業界の

一部ではそういう動きが起こっていて、クラウ

ドファンディングや寄付に頼るとか、お金を集

める方法を学ぶために、アメリカへ行くことを

検討している人もいます。世のなかの流れを

変えるのは簡単ではありませんが、心あるアー

ト界の人たちが連帯して、世論喚起をしていく。

萎縮して声を上げなくなるのは最悪です。

　今回の助成金不交付事件でもう一つ問題な

のは、善意から発して文化庁関連の仕事を降

りる人が何人もいることです。それはそれで

筋が通っているかもしれませんが、見識を持っ

ている人が辞めたがために、次にもっと政権寄

りの人が入ってくる可能性が極めて高い。だから、

僕は会う人ごとに辞めないでくれといっていま

す。むしろ逆に、文化庁には関わるべきです。

　一方アーティストは、まともな作品をつくり続

というのでは、当たり障りのないこと、毒にも

薬にもならないことしかできなくなる。それは

アートの死です。アートは、既成のコモン・セン

スの表面をなぞるだけではない、ときにはラディ

カルな闘争を通じてコモン・センスを組み替え

ていく賭けだからです。

2019年以降、新たな
国際展・芸術祭を問う元年

津田 芸術祭がこれからも地域振興イベントの
側面を持ちながら、危ない橋を渡りながら、アー

トが本来持っている価値をちゃんと開いて伝え

られるのかという点で、浅田さんと小崎さんに

お伺いしたいです。僕はおそらく、あいちトリ

エンナーレ2019の以前と以後で芸術祭のあ
り方が変わるのではないかと思っています。岡

山芸術交流もTRANS- もあいちトリエンナー
レもすごく尖った展覧会でした。そのことを考

えると、2019年は地域振興とは違う、それぞ
れに個性がある芸術祭が日本に出てきた元年

でもあると思います。当事者がこういうことを

いうと、無責任だといわれるかもしれないです

が……。でも、あいちトリエンナーレの出来事

があったことによって、日本の美術業界が強く

なるというか、強さを持つ本物の芸術祭だけ

が生き残る――2019年以降の芸術祭がより
個性的になっていく可能性もあると思っていま

す。そのあたりはどう思われますか?

小崎 津田さんの読みが正しいと思います。今、
日本のアート界の将来をだめにした男として津

田さんは非難の的になっていますが、それはた

またまでしょう。というのは、2012年に成立し
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「アートとは何か? これはアートか? 私はなぜ
感動しているのか?」といった問いをそれ自体
のなかに含んでいるのがアートだとすれば、わ

かりやすくないのは当然です。その意味でいう

と、岡山の作品は、しばしば過激なメッセージ

を、しかしわかりやすいプロパガンダには還元

しえない形で発信しており、アート作品として

見応えがありました。「socially engaged」
などと称して社会運動へのアンガージュマン

を表に出すアートもあるけれど、たんにアーティ

スティックでありながら深い政治性を帯びたアー

トもある。岡山芸術交流がそちらに重心をお

いたとすれば、それはそれでいいと思います。

木ノ下 起こった問題に対して、対処の方法ばか
りを考えるのではなく、なぜ起こったか、起こっ

たことによってどこに向かっていくのかという

ことを、落ちついた目線で検証していくことが

必要だと思います。

　ある種の客観性と当事者性みたいなお話で

いうと、アーティストは真剣に社会に立ち向か

う、とてもパブリックな存在です。批判も称賛

もあれば、富も貧しさもある。それらのすべて

を引き受けている存在だと私は思っています。

その勇気ある存在が、芸術祭、国際展という形

で、かつてないほどに社会化される存在になっ

てきた今、私たちオーディエンスの1人ひとり
がいかに当事者となり得るか、突きつけられて

います。2019年が衰退の元年になるのか、繁
栄の元年になるのかは、私たち、受け取る側に

かかっているのではないでしょうか。

津田 浅田さんに「表現の不自由展・その後」

けることが必要です。自己規制するのでも子ど

もっぽい反発をするのでもなく、これまでどお

り淡々と作品をつくっていく。どんな世のなか

になっても見る人はちゃんと見ているはずです。

浅田 そういう意味で、「あいちトリエンナーレ
2019」は、けがの功名かもしれないにせよ、深
く広い論争を巻き起こし、毒にも薬にもならない

「小さな成功」をはるかに超える意味を持った

ということを確認しておくべきでしょう。実行委

員長の大村知事や芸術監督の津田さんが一時

的に展示の中止を決断したことを検閲だといっ

て批判したアーティストもいる。それでいい。彼

らにはその権利がある。しかも、「ReFreedom_
Aichi」をはじめとして積極的な活動を続けて
きたアーティストも多い。彼らから、大村知事や

津田さんにいたるまで、多くの関係者が、それ

ぞれの立場から、多様な形で、しかも粘り強く

かつ柔軟な抵抗を続けたことで、何とか最後に

制限された形ではあれ「表現の不自由展・その後」

の再開にこぎつけた。これは快挙といっていい。

むろん、さまざまな問題があって、今後も闘争を

続けなければならないわけですが、そういう現

状に目を開かせてくれたという意味でも、大き

な意味があったと思います。

小崎 岡山芸術交流2019には、実はかなり政
治的な作品が出ていましたよね。一見わかりに

くいというか、この作品は何をいっているんだ

ろうと思うけど、よくよく考えるとものすごく広

い意味で、グローバル資本主義の時代の問題

にかなり踏み込んでいました。

浅田 アートの定義は人によって違いますが、

はある意味当たり前で、世界中で起こっていま

す。これを機に、特に日本のアート界は海外の

事例をもっと知るべきでしょう。そこに対応す

るヒントもあるはずです。

事務局や企画体制などの

継続性と人材確保の課題

木ノ下 冒頭に浅田さんがおっしゃられたように、
岡山には大原さん、福武さん、石川さんと綿々

と続いている芸術文化支援の流れがあります。

よく経済と文化は両輪だと形ではいわれますが、

それが本当に体現されている仕組みが岡山に

はあります。ハイブリッドエンジンのように、エ

ンジンのどれかが破綻してしまったときに、複

数エンジンがあることは可能性を広げ、停滞し

ない仕組みをつくり出す。それは、生態系の一

つのあり方かなとも思います。

　一方で、行政の関わりのもとに行われる芸

術祭等でどういった事務局、企画体制をイメー

ジされますか? 大きいイベントを実行するため
には骨組みというかベースの部分になる事務

局あるいは体制が不可欠ですが、いかがですか?

林  TRANS- は、スタッフのおよそ半数が神戸
市民文化振興財団という第三セクターの職員

で、事務を担い、残りの半数が私を含めたフリー

ランス、外から入ってきた人によるキュレトリア

ル･チームという混合体でした。その体制はと

てもうまくいったなという印象です。

　先ほどの資金の話に戻りますが、私も岡山

はすごく理想的な仕組みだと思っています。神

の再開は快挙だといっていただきましたが、あ

りがたく思うと同時に、僕もそのとおりである

と思っています。再開直前まで絶対に無理だ

と思っていました。再開できたこと、もちろん

それはずっと関係各者みんなが努力して調整

を続けた結果ですが、再開できた理由を一言

でいうと変な話、文化庁のおかげなんですよね。

つまり、いろんなところの正義がぶつかってぐ

ちゃぐちゃになっていたときに、文化庁が助成

金の不交付を決めたことで、不自由展の実行

委員もアーティストも大村知事も検証委員会も

「これは大変な事態が起きている」と気付いた。

そのことによって、「今は内ゲバしている場合

ではない」と、それぞれがちょっとずつ妥協し

てくれたので、再開することができた。これが

真相です。

　「お前がいうな」と怒られるかもしれませんが、

アートをつくる側はこんなことでへこたれてい

る場合じゃなくて、闘っていけるし、過度に恐

れる必要はないと思います。実際にはすごく

大変でしたが、実は我々ジャーナリズムの人間

からしてみたら、そういうものにずっとさらされ

てきたわけで、大変ではあるけれどそのなか

でいくらでもやりようはある。でも、今回はそうじゃ

ない、アート界の人たちや公務員の人たちが

感情的な悪意にさらされたことによって、一部

で現代アートに対するアレルギーのようなもの

が起きてしまった。これも今のこの日本社会で

起きていることの一つだということがわかった

上で対処をすれば、次へ行けると思うんですね。

小崎 補足すると、実はある種の検閲というか
弾圧というか規制というか、これはアート界で
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職員やフリーランスが組む体制をうまくつくる

ことができれば、機能するかもしれません。

木ノ下 芸術祭が乱立するなかで、能力があるフ
リーランスの方が渡り鳥的に、芸術祭ごとに移

動している現状があります。その人たちの不

安定さも芸術祭の課題となっていますので、今

後、ユニオンやプロダクション事務所をつくる

ような動きも出てくるかもしれません。那須さ

んはいかがですか?

那須 あいちと同じ問題を岡山も抱えていま
す。僕は第1回の立ち上げから総合ディレクター
をやらせていただいていて、今回は2回目に
なります。1回目は本当にゼロからのスタート
で、我々も何もわからないし、事務局に入った

市の職員の方も何もわからない。そんな状況

でなんとか1回目をやって、ようやく経験が蓄
積されたにも関わらず、行政の仕組み上、事

務局が1回解散してしまうんですね。2回目の
開催に向けて新しいチームをつくり直したと

きに、1人だけ市の職員が残りましたが、その
人も1年で引き継ぎが終わって異動になってし
まいました。せめて2回は終わりまで続けてほ
しいですね。引き継ぎながら経験値を高めて

いかないと、実行委員会の業務委託を受けて

いる会社のような、事務局の外にしか経験が

蓄積されないという状況が生まれてしまい、

そこにかかる負担がすごく大きくなってくる。

事務局でノウハウを蓄積していくことはすご

く大事なことだと思っています。

津田 日本でこれだけの芸術祭があるなか、ド
クメンタのように、市の事業の側面もあるけど、

戸ビエンナーレを始めたときは企業協賛が非

常に多かったそうですが、それがどんどん減っ

て、ビエンナーレそのものの予算が縮小してし

まったと聞いています。企業協賛が減った理由

については、さほど特徴のない芸術祭を惰性

で続けてしまったことで企業が関心を失ったの

が原因の一つとも伺っています。ですので、パ

ブリックなお金と企業が持っているお金をうま

く引き出していくことが、いろんな意味で今後

の芸術祭の重要な部分になってくると思います。

スタッフについても同じですね。公的機関と民間、

あるいはフリーランサーをバランスよく組みあ

わせられれば。

津田 あいちトリエンナーレは、事務局のほと
んどが県職員です。僕自身が問題だと思うのは、

個別にはすごく優秀でも、継続して残るのはそ

のなかの3分の1程度で、ほかの人たちは会期
終了後みんな転籍しまうんです。そうすると、

あいちトリエンナーレは継続的にやっているの

に、ノウハウがなかなか継承されていかない。

神戸のお話を伺っているとフリーランス半分と

いうのはすごくいいなと思います。フリーラン

スの人たちはノウハウをたくさん持っているので。

あいちはもう少しそのフリーランスで関わる人

の割合を増やして、ノウハウをどう継承してい

くかがポイントだと思います。

　あともう一つは、今回の騒動を受けて検証

委員会が、検閲機関としてではなく、政治から

距離をとるための第三者委員会としてのガバ

ナンスをするような、アーツカウンシルにあた

る組織をつくろうとしています。まだどうなる

かはわかっていませんが、その組織の下に県

メントを基に進行させていただきます。

　「岡山、あいち、神戸のような地域おこしで

はない、個性的なアートイベントの意義や価値は、

良識のある人には認められることだと思います。

では、そういったアートイベントもしくは文化事

業の資金の出どころはどうあるべきか。好きな

ことは自分の金でやれという言葉をどう思い

ますか?」これは公金に関するご質問だと思い
ますが、いかがですか。

小崎 税金を含む公金は国民のためのもので
す。納税者は全員お金を出しているし、いろん

な人がいるから、いろんな政策に使われてい

るわけですよね。アートは、少なくともアートが

好きな人にとっては必要です。そして大規模な

作品や展覧会を見せるとなると、莫大なお金

がかかります。これはなかなか個人では負担し

がたいので、公金で負担することは筋が通っ

ています。少なくともそれは、本当に基本的な

こととして留意しておきたいなと思います。

木ノ下 あまり知られていませんが、津田さんは
あいちトリエンナーレでファンドレイジングを

成り立たせるために奔走され、経済面でも非

常に活動されていらっしゃいました。

津田 公金の使い道についていえば、納税者
ほど多様な集団というのはいないわけですか

ら、公金は一つのものに偏らずに使われるべき。

これ以上でもこれ以下でもないと思います。

　あいちトリエンナーレがすごく社会的、政治

的な作品を集めたからといって、地域振興に貢

運営は財団という体制をつくって継続的にやっ

ているところが少ないのは問題ですね。

木ノ下 横浜市は横浜市文化財団になっていま
すね。美術館と紐付いて、財団のなかにトリエ

ンナーレに関わる業務も入っているというのは、

極めていい形です。美術館業務とともにある

ので、難しいこともあると思いますが……。でも、

骨組み、あるいは心臓部というか、下支えにな

る事務局の体制、実施体制の課題は今後の大

きな課題としてありますので、仕組みのつくり

方をそろそろ転換していくべきなのかなと、い

ろんな事情を含めて思います。

浅田 オリンピックだったら、閉会式で次の開
催都市の代表者に旗を渡す。芸術祭も、終わっ

たときに、次はこの人が芸術監督になってこう

いうヴィジョンでやる、と発表し、そこからみん

なを巻き込んで準備していくのが理想ですよね。

木ノ下 そういう点でも時系列を逆算していきな
がら、産業、商業の時間軸やスピードって早い

ですね。一方でアート業界のなかでも特に公

共美術館の展覧会などは比較的時間がかけら

れる場合が多く、3年前から準備ができるのに、
芸術祭ではなぜそれができないのか。2年や3
年毎の継続を前提とする事業スキームであり

ながらも体制がリセットされてしまう。そうした

特異な体制と時間の設計力みたいなことが、

今後問われているのかなと思います。

公金を活用した芸術文化事業の課題

木ノ下 ここからは、会場の参加者の方からのコ
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木ノ下 岡山芸術交流は、ある種の産官学連携、
市と県だけでなく、石川文化振興財団という

組織が入っています。それはある意味、新しい

仕組みの形だなと思うことがあります。

那須 今後、行政に頼り切った国際展や芸術祭
をすることは難しくなると思います。民間がそ

こにどの程度関わっていけるかが、ポイントになっ

てくるでしょう。

　岡山には石川さんがいて、積極的に芸術文

化の振興を推し進めようとしています。そうい

う人がいるからこそ、岡山芸術交流ができて

いるわけですから、やっぱり人だなと思いますね。

文化支援が可能な経済力を持った人なり団体

なりが積極的に行政と一緒に仕事をして、パブ

リックなイベントをやっていく形を今後より進

めていけたらいいなと思います。

アートの両輪1：間口を広げ続けること

木ノ下 「今回初めて岡山芸術交流を見ました。
アートに対する五感が少しは磨かれた感じがし

ます。今日で岡山芸術交流は終了しますが、日

ごろどんなことをすれば、要はオーディエンス

側が何をどうすればいいでしょうか?」向きあ
う態度みたいなことですね。私もパブリックプ

ログラムをやっていますが、そういうことを含

めた芸術祭や美術館にあるラーニングプログ

ラムやパブリックプログラム、要は根底じゃな

いものに関するアイデアみたいなことはどう

考えるか。オーディエンス側の2点についてい
かがですか？

献しなかったかというと、そんなことはありま

せん。話題を集めておもしろい展覧会をつくれば、

その副産物として地域振興にはなります。たと

えば、会場の沿道の商店街はあいちトリエンナー

レの期間中、ほとんどのお店の売り上げが2、
3倍伸びたそうです。商店街の人たちは大歓迎で、
「次も絶対にうちでやってほしい」といってく

れています。ですので、地域振興だけを目的に

するのではなく、ちゃんと祝祭性とのバランス

をとりながら、経済的なものとアートの価値を

突き詰めることは両立すると思います。

　もう一つ、これはソーシャリー・エンゲイジド・

アートとも繋がると思いますが、今回のジェンダー

平等に関していえば、世界的に見てもやってい

るところはほとんどありませんでした。ジェンダー

平等をした点には、明確に社会に対する問題

提起の価値があったと思っています。

　問題提起するのは、経済的側面でもメリット

があるんですよ。具体的には、ファンドレイジ

ングがやりやすくなる。SDGsやダイバーシティー
を掲げている企業に行くと、理念に共感する

ということで結構な金額を協賛してもらえました。

アートが持つ価値、アートで、芸術祭でこうい

うことをやりたいという際に、大きな社会的価

値を掲げれば、共鳴してくれる企業は必ずある。

これは実際に個人で6,000万円集めた僕だか
らこそ、説得力を持っていえることだと思います。

つまりは、行政と一緒にやってもいいし、企業

と組んでやってもいいし、自分たちでだけでやっ

てもいい。それが不可能ではない時代になっ

たということです。これは検閲的な動きに対抗

する意味でも重要なポイントだと思います。

その後も日本ではきちんと扱われずにいて、

一般啓蒙書が何冊かあるくらいです。でも、韓

国や中国や東南アジアの国々には関心がある

人が多い。歴史的なことをテーマにした作品も

多いので、無理強いするわけではありません

が、個人的にはそういうことを勉強するほうが

美術史を知るよりも断然いいと思います。

浅田 僕は、美術史も文化史も、あるいは現代
世界のことも、あらかじめ勉強する必要はなく

て、感覚を全開にして身体で受けとめることに

尽きると思います。そこで魅惑的な謎にぶつかっ

て「何だろう、これは?」と感じたら、そこから
勉強を始めればいい――というか、そういう勉

強じゃないと意味がないんですよ。だから、で

きるだけ多種多様なアート・イヴェント、つまり

展覧会なりパフォーマンスなりに行って、身体

で体験してみる機会を増やした方がいい。イン

ターネットが情報に偏りすぎているとしたら、

そういう体験の機会を増やすことは文化にとっ

て決定的に重要な課題といえるでしょう。

　むろん、反知性主義的に直接体験を重視す

るというわけではない。むしろ逆です。本当

にすごい謎に出会ったら、それを理解するた

めに勉強せずにはいられなくなるはずなんで

す。というか、そもそも慣れ親しんだものから

離れて背伸びをするからこそ、謎に遭遇する

ということが起きるわけでしょう。資本主義に

とっては文化も商品でしかなく、多くの消費者

を呼び込むためにはできるだけ敷居を低くし

た方がいいから、安易な方へ、安易な方へと

単純化・幼稚化が進むことになる。昔は、絵本

やマンガが好きでも、学年が上がって「おまえ、

小崎 アートは文脈を理解するものだから、美
術史を勉強しないといけないと、昔からよくい

われています。私は今、芸術大学で美術史を

含む現代アートについて教えていますが、芸術

大学の学生は、アーティスト志望者か、アート

業界で何かしたいと考えている人が多い。そ

ういう人が美術史を勉強することは義務だと

思います。でも、見る人にそれを強いるのは、

違うんじゃないかな。美術史の知識よりもむし

ろ、今の社会で起こっていることや、歴史につ

いて知ることのほうが重要なんですよ。アーティ

ストはそういうことを常々考えていて、それに

基づいて作品をつくっているからです。

　当然、プロのアーティストは体のなかにギリシャ

やローマ以来の伝統が̶̶それがいいすぎな

らマルセル・デュシャン以来のアート史が̶̶入っ

ているので、作品にはおのずと出てくるものが

あります。だから、見る我々もそれを知っておく

のは損ではないですが、優先順位をつけると

したら、日々何が起こっているか、ニュースに接

して、それだけじゃなくて、今起こっている事

件の大もとにあるものについて調べたり勉強

したりするほうがいいと思いますね。

　先ほど名前が出た、あいちトリエンナーレの

ホー・ツーニェンの作品は、京都学派をテーマ

にしています。京都学派とは、広くいえばどの

時代にもいた京都大学を中心とした学者のこ

とですが、狭義には西田幾多郎や田辺元といっ

た戦前と戦時中の主に哲学者を指しています。

今、日本で京都学派といっても、専門家以外は

ほとんど知りません。彼らは「戦争イデオローグ」

とみなされ、タブー視される時期もありました。
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本当のパブリックだと思っていて、そこで深く

触れて感じた人が口々に繋がってほしい。究極

の10人から1,000人に繋がることが本当パブ
リックではないでしょうか。

小崎 そういうことが一番必要だと思います。
最初にお話しした「美術館の終焉」にひっかけ

ていうと、ニューヨーク近代美術館と並んで現

代アートの牙城といわれているテート・モダン

という美術館がロンドンにあります。ここが数

年前から、600万人いる入場者数を誇ってい
ます。それはなぜかというと、テレビの視聴率

と一緒で、企業協賛を集めるために数字が必

要だからです。そのために彼らは「美術館は他

者と過ごす社会的・社交的な場です」とかいう

わけですが、美術館としての質は下がる一方で、

自分で自分の首を締めているとしか思えない。

アートの未来を真剣に考えるなら、違うやり方

を探らないといけないと思います。

浅田 金沢21世紀美術館は、開館時に金沢市
内の小学生を全員招待し、さらに家族と一緒に

もう一回来館できる券を渡した。これはいいア

イディアですよ。その券を使って美術館にきた

家族が、展覧会を見ておもしろいと思うかどう

かはともかく、おしゃれなショップやカフェがあ

ることを知り、そこで楽しんでもらうだけでも

いい。これもまたいい意味でのスノビズムですね。

那須 岡山芸術交流は、小学生から高校生ま
で無料にしました。また、希望した小学校には

バス代の一部負担もしています。多くの小中

学校から希望があり、4,000人を超える子ども
たちにきていただきました。先ほどの話ではあ

まだそんなの読んでるのか」といわれたら、

無理に背伸びをしてでも難しい本を読んだり

したものです。仲間にバカにされたくないか

ら背伸びをする、わかりもしないのに難しい

本を小脇に抱えるなんていうのは、スノビズ

ムですよ。でも、必死に背伸びをしていれば、

背は伸びる。そして、あるとき、アートでもいい、

文学でもいい、とにかく訳のわからない何か

に全身で感動している自分を見いだす。それ

はもはやスノッブではなくアマチュア（愛する人・

愛好家）なんです。現代資本主義の消費社会

が幼稚な消費者を甘やかすばかりで、あまり

背伸びをさせないとすれば、それは文化にとっ

て由々しい事態というべきでしょう。その意味

では、ちょっと難しいものに挑戦するのがカッ

コいいというスノビズムは悪くない。内心は

つまらないと思いながらそういう背伸びを繰

り返しているうちに、ふとそれが楽しみになっ

ているとすれば、しめたものです。

　その意味で、岡山でいろいろと見ている方や、

ヴォランティアとして協力しておられる方のな

かには、いわゆる美術業界の知識はなくとも、

業界人よりはるかに深いところでよく理解して

いる方が多いと思いますよ。

津田 ですます調のわかりやすいものと、こう
いうパブリックプログラムは近いものでもある

と思いますが……?

木ノ下 私が行っているパブリックプログラムは、
不特定多数に向けてわかりやすいことをやり

たいというものではありません。開くというよ

りはある種の多様性を知る機会というものが

現代芸術祭2015という芸術祭が京都で開催
されました。世界レベルのアーティストを沢山

集めていましたが、間口を下げるという発想が

なく、広報をあまりしなかったんです。複数あっ

た会場の場所ですら積極的に見せないぐらい

でした。あのときにも同じような論議がありま

したが、要は補助線をどう引くかという問題で

すよね。基本的にアートは多義的な理解をする

ものです。あいちトリエンナーレの炎上問題も

そうですが、本来多義的であるものを一義的

に理解するような人たちがいて、騒ぎを引き起

こしたところもあります。多義的であるところ

にうまく補助線を引いて、作品に繋げることが

できればいいですね。もちろん簡単にはでき

ないことですが。

浅田 それはそのとおりで、何にもなしで作
品と対峙せよといっているわけではない、適

切な解説が補助線となり反響板となって、最

初見えてなかったものが見えてきたり聞こえ

てなかった響きが聞こえてきたりする、これ

は重要なことです。むろん、広報も積極的に

すべきでしょう。ただ、「難しくなんかない、

誰でも気軽に楽しめるから寄っていらっしゃい」

というより、「慣れ親しんだ常識を揺るがす

ものと出会ってみませんか」と誘ったほうが

いいんじゃないか、というのがさっきからいっ

ていることなんです。「何だかわからないけ

れど、すごいものがある」と。そういうものの

ほうが、誰もが楽しめると称するディズニー

ランドなんかよりも自慢できるんじゃないか。

実際、岡山の人は岡山芸術交流のことを自

慢できるでしょう。岡山県には、歴史を振り返

れば大原さんがいて、福武さんがいて、今は

りませんが、子どもは何も説明しなくても全力

でぶつかるし、彼らなりのやり方で理解します。

それが大人になってくると、自分の知らないも

のに対する拒絶感みたいなものが出てきて、

知らないもの、わからないものは知る以前に否

定するようになってくる。大人も、もう少しだけ

子どものころの感性をとり戻した方がよいの

ではないでしょうか。

アートの両輪2：尖った問いかけを続けること

津田 今回はラウンドテーブルなので、あえて
諸先輩方に議論めいた投げかけをさせてくだ

さい。スノビッシュなものがスノビッシュであり

続けたがゆえに、今のポピュリズムがある、そ

してそれが分断を加速している側面もありま

すよね。これについてみなさんどう思われてい

るのか。そして、今、現代アートの現場で衝突

が起きている状況があるなかで、僕はスノビッシュ

であるようなことと、わかりやすく間口を広げ

ることは両立し得ると思っています。

　僕はあいちトリエンナーレでその実践をした

かった。ホー・ツーニェンのように深く見ればも

のすごくスノビッシュな作品もあるけど、間口

は広く、音楽プログラムを毎日やったりもしま

した。アイドルの音楽目当てできた人が、まち

なかを歩いている途中で「あっ、こんなおもし

ろいのがあるんだ」と発見することがあるかも

しれません。アートがスノビッシュなものである

ならば、そこに対しての間口を広げることはで

きるんじゃないかなと感じています。

小崎 2015年にPARASOPHIA:京都国際
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とに万人が気付いてほしいと思っていました。

当たり障りのない、何も生まれない芸術祭はや

る意味がないと思います。何者にも屈さない、尖っ

た芸術祭を続けてほしいです」

　この言葉に尽きるのかなと思い、代読させて

いただきました。私たちがアーティストや当事

者と同じような気持ち、心持ちで、レガシーを

残すのはものではなく、やはり人の感覚、感情、

考えだと思っています。私たちが目で見る哲学

として受け取った表現を今後自由にしていくの

は私たち1人ひとりに問いかけられた投げか
けです。3年後にまたお目にかかれることを楽
しみにしています。また次回お会いしましょう。

本日はありがとうございました。

　先ほど浅田さんが、サミットという言葉につい

て言及されましたが、岡山芸術交流を始めるときに、

せっかくやるんだったら世界に通じる、世界水準

の国際芸術展をやろうと決めました。今年、アジ

アで1番と認めていただきましたので、次回は
世界一を目指して頑張っていきたいと思います。

木ノ下 最後になりますが、お客様からの代表的
な意見として、今日のお話を総括するようなコ

メントをいただきました。

　「現代アートは問いかけ、投げかけ、対話す

るきっかけだと思うので、それを否定し、潰す

ことはろくでなしが行うことです。対話のない

世界はろくでもない、くだらない世界になるこ

ます。芸術祭が終わったらアーティストもいな

くなり、作品もなくなってしまいますが、3年に
1回続くので、まちづくりの契機として、そのま
ちに住んでいるボランティアが主役だと思い、「ボ

ランティアは主役です」といい続けていました。

そうしたら、終わった後にボランティアの人から、

「あのときに津田さんがああいうふうにいって

くれたから、自分たちが守らなきゃいけないと

思えたんだ」といってもらい、自分もすごく助

かりました。

　本当にスノビッシュなものや、異物に触れる

という機会を提供する場として、これだけ大規

模なものは芸術祭しかありません。政治の公

共性は日本では無理かもしれませんが、アート

のようなわけがわからないものに触れることに

よって繋がる可能性は、やはり北川フラムさん

が開拓したと思います。それをこれから、きち

んと次に形にしていく。芸術祭そのものという

よりは、アートでシティズンシップをどう獲得す

るのかが、今問われていると思います。

木ノ下 とても重要なメッセージをありがとうご
ざいます。那須さん、最後に。

那須 最後なので、自慢させてください（笑）。
岡山芸術交流2019が「ASIA ART PIONEERS / 
PUBLIC ART PROJECT OF THE YEAR 
ASIA」という賞をいただきました。これは「THE 
ART NEWSPAPER CHINA」や「ARTReview 
Asia」を主催するModern Media社が新しく
作った賞です。この1年間にアジアで行われたアー
トプロジェクトのなかから、岡山芸術交流2019
が選ばれました。

こんなカッコいいことをやっているんだよ、と。

スノビズムかもしれないけれど、それはいい

スノビズムですよ。

林  結局、もともとそれを引き起こしているのは、
美術館やキュレーターのおごりですよね。私た

ちはわかっているんだと。やっぱりそれもスノ

ビズムだと思います。私もキュレーターなので

自戒の念を込めていうと、そういう立場の人

間が、自分たちはある種の権力を与えられた

選ばれし者なんだという意識をどこかに持っ

ているのではないでしょうか。ゆえに、鑑賞者

側はいつまでも教えられる側なんだと。そこ

に甘んじてしまう構造がずっと続いているのが、

みなさんがおっしゃっていることの大きな原因

の一つなのかなと思います。そういう意味で、

津田さんが芸術監督に選ばれたのは、結局キュ

レーターができないことをやってほしいとみ

んなが思っていたからで、その背景には美術

館やキュレーターたちのおごりがある。今あら

ためて、そう思いました。

津田 今回、芸術監督として関わって、芸術際
には可能性があると思いました。それは北川フ

ラムさんがやっている「地域アート」ももちろ

ん一つの実践だと思います。僕は今回、ボラン

ティアの方々にすごく助けてもらいました。あ

いちトリエンナーレがみんなから責められてい

たなかで、ボランティアの方々は攻撃されれば

されるほど、結束して現場を守ってくれる人が

多かった。

　アートや芸術祭は誰のものかという話があり

ますが、僕は住んでいる市民のものだと思い
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業プロデュース等。1996年～2005年神戸アートビレッジセン
ター美術プロデューサー、2005年から大阪大学CSCD等を経て
2017年4月より現職。現代美術家の個展、若手芸術家育成プロ
グラム、アートマネジメント講座、都市や近代産業遺産のアートプ
ロジェクトなどを多数手がける。大阪大学では企業とNPOとの共
創によるコミュニティースペース「アートエリアB１」の運営や「ク
リエイティブアイランド中之島」をテーマにした事業などに従事。
その他、行政や企業等の芸術文化関連の委員・各種審査委員を務め、
芸術文化条例の策定や文化政策に寄与している。

木ノ下智恵子
岡山芸術交流2019パブリックプログラムディレクター / 
大阪大学共創機構社学共創本部 准教授

企画・監修・編著者紹介

146 147




