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研究概要

本研究の舞台である対馬は、 古代から日本列島と中国大陸・朝鮮

半島との中継地点として栄え、 複数の文化が混請する中から独自

の文化を築き上げてきた地域である。 本研究は、 この土地の独自

性を基盤として、 現代アートによる新たな魅力の発見・発信を目的

に、2011年の夏から秋にかけ て、 現地制作と完成作品の発表を

行った。

本研究では対馬市が主催する現代アートプロジ、ェクト「対馬アート

ファンタジ、ア2011Jと連携し、広島市立大学芸術学部の教員2 名

(伊東、 ウォーゼン)、 協力研究員(入江)、 TA(丸橋)、 博士後期

課程学生(ヒョンス、 黒田)、 博士前期課程学生(田中) の7 名が、

アーテイストとして作品制作と 展示をおこなった。 制作では、 いわ

ゆるサイト・スペシ フィックと呼ばれるその土地の文脈に呼応した

美術作品の制作・展示を通して、 その地域に根差したアートのあり
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方や、 社会とアートの新たな関係性を考察することが志向された。

そのため、 制作手順としては、 ①下見を行って各自の展示場所を

決定する、 ②制作は原則として対馬市に滞在して行う、 ③作品の

材料はできる限り現地で入手できるものを使う、 ④アーテイストト

ークや子供たちのためのワークショッブρを行い地域住民とのコミュ

ニケーションを図る、 というととで進められた。

こうした方向牲を具体化するために、 展覧会のタイトルを「 ツシマ

リンクス」とし、制作と展示に際しては「場を繋ぐJ I物を繋ぐJ I人

を繋ぐJ I時を繋ぐ」という、 四つのキーワードを掲げた。

「場を繋ぐ」は、 サイト・スペシ フィックなアート作品の制作・展示

である。 本土の価値観を対馬に当て廠めるのではなく、 対馬とい

う場所から全てを発想することを意味する。 そのため、 これまでと

全く傾向の違う作品を展開したアーテイストもいる。

「物を繋ぐ」は、 対馬で入手した材料を用いて作品を制作すること

である。 広島との距離から大型の材料の運搬 が(経費的に) 困難

で、あったことにも起因するが、 現地で、魅力的な素材に多数出会っ

たことが最大の要因である。 特に、 国境を越えて流れつく漂着物

は肯定と否定の両義的な発想を刺激した。 また、 ツシマヤマネコ

や対州馬、 江戸時代の朝鮮通信使船など、 対馬にまつわるモチー

フも取り上げられている。

「人を繋ぐ」は、 公開制作やアーテイストトーク、 ワークショップの

開催。 アトリエ が中心部から離れた場所にしか確保で、きなかった

ため、 公開制作に訪れる市民は多くはなかったが、 来訪者は制作

中の作品に対して様々な質問を投げかけるなど、 交流が図られた。

まちの中心部で実施されたアーテイストトークやワークショップに

は多数の市民が参加。 特にワークショッフ。は地元の厳原八幡宮の

大祭と連携して行うことができたため、 市民が普段あまり馴染み

のない現代アートに触れる契機をつくりだすことができた。

「時を繋ぐ」は、 歴史的な場所と現在の生活の場所の両方を展示

会場として設定した。 歴史的な場所としては、 江戸時代の朝鮮通

信使ゆかりの地である西山寺と隣接する築200年以上という古民

家。 明治期の文学者である半井桃水の記念館。 戦前・戦中に朝鮮

半島へ渡る多くの人が利用したという旧旅館有明荘。 現在の生活

に密着した場所としては、対馬市観光物産館、対馬市交流センター。

そして、市内で営業する飲食屈である「お多幸」にも協力を依頼し、

庖舗内への展示を行うこともできた。

なお、 展覧会のタイトルである「ツシマリンクス」とは、 こうし

た多様な “繋がり" を表わすLINKSと対馬の象徴であるツシマヤ

マネコ(LYNX) の同音意義語を重ね合わせたものである。 対馬の

文化の独自性にいかにアブローチするか、 その中で「中心一周辺」

という問題構制を越えた、 新しいネットワーク型の思考を見出すこ

とができるか。 対馬における、 アート作品の制作と発表を通した

研究活動を表象する言葉として使用している。
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各アーテイス卜の取り組み

チャールズ・ウォーゼン《迷子》対馬市交流センター(図2)

作者は以前から、 消波ブロックへの関心を語っていた。 波による

海岸浸食を防ぐ目的で多数を組み合わせ て使うために開発された

形だが、 彫刻として見た場合にも興味深いという。 この作品では、

対馬の海岸でも多く使われている消波ブロックをひとつだけ市街地

に設置し、 そ乙に《迷子》という題名がつけられた。 通常のもので

ありながら、 通常ではない文脈が与えられたこと から様々な連想

が引き出されていく。 まちのなかで孤立した迷子とは何を暗示して

いるのだろうか。

図2.チャールズ・ウォーゼン《迷子》対馬市交流センター

チャールズ・ウォーゼン((Omoo))対馬市交流センター(図3)

題名の《オムー》は 19世紀のアメリカの小説家ハーマン・メルヴィ

ルの小説タイトルからの引用。南太平洋・マルキーズ諸島の言葉寸7島

から島へと渡り歩く放浪者」を意味している。 対馬の海岸に漂着し

た多数のブイ(浮標) は、 まさしくそのような存在だ。 近代国家の

成立によって、 海の上にも国境線が引かれるようになったが、 実際

には目に見えない境界を越えて物は往来する。 その「自由」には、

画一的な近代化=欧米化とは別の可能性を見出せるかもしれない。

図3チャールズ・ウォーゼン<<Omoo>>対馬市交流センター

伊東敏光《月の教え》 西山寺(図4)

対話するかのように向かい合って座る二人の人物。 素材に用いられ

たのは、 薄い板の格好をした石と、 海岸で洗われて丸くなった石O

ともに対馬のもので、 島内では古くから建造物などに使われてき

た。 特に、板のような石は、対馬特有の「石屋根」の材料でもある。

水平に重ねられた石の聞から厳原港の風景が見え、 遠くに続く水

平線へと想像を広げる。 江戸時代の朝鮮通信使ゆかりの地に置か

れた、 対馬と朝鮮半島をつなぐ、海の道を示すモニュメントとなって

いる。

図4伊東敏光《月の教え》西山寺

伊東敏光《対風景》 西山寺(図5)

座した人物と横臥した人物。 だが、 よく見ると山や川が刻まれてい

ることに気づくだろう。 これは対馬の上島と下島を象ったもので、も

あるのだ。 作者は近年、 風景をモチーフにした彫刻に取り組んで

きた。 その中で発見されたのが、 人物と風景を重ね合わせる方法

である。 彫刻を観る時、 鑑賞者は彫刻の外側にいるより他はない。

だが、 それでは対馬の内側にいる時の感覚から外れてしまう。 写

実的な方法では表わせないものを表すための実験的な方法が探求

されている。

図5伊東敏光《対風景》西山寺
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伊東敏光《宮島鼠>> I日旅館有明荘(図6)

《対風景》と同様の考えで制作された作品。 作者が住んでいる広

島市から近い宮島(厳島)に、 ネズミの姿が重ね合わされている。

風景を彫刻Lこする際の困難は、 延々と広がるものをどのように区切

るかにあるという。 その点で、 海によって輪郭が形作られている島

は彫刻化するのに適していると言えるだろう。 対馬と宮島は、 平地

が少ない割には山が高い、 量感の豊かな形態が似ている。 それだ

けではない。 大陸や半島との交通に関わって発展した歴史も共通

している。

図6伊東敏光《宮島鼠》旧旅館有明荘

田中主子《陰陽礼讃》 西山寺隣接古民家(図7)

島内の古い家屋で使われていた古い畳。 その中から藁を抜き取り、

束ねて二つの立体物そっくり出した。 陰と陽、 あるいは受け入れる

ものと受け入れられるもの。 両者が呼応して一つの世界観を形成す

る。 交流とは一方的な授受ではなく、 相互の交通によって成立する

中心のない世界である。 素材の元となる稲作は、 交通によって東

アジア固に広がり、 共通項の多い文化を育んできた。 近代以降に

ヨ|かれてしまった国境線を前提にするのとは遣う可能性は考えられ

ないのだろうか。

図7.田中圭子《陰陽礼讃》西山寺隣接古民家
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田中主子《白隠>> I日旅館有明荘(図8)

かつて、 日本から大陸・半島に渡る人々で、賑わったという古い旅館。

その小さな一室が、 電化製品や家具まで、含めてフェルトで全て覆

われている。 窓から入る光と一体化した、 白一色の透明感のある

空間がっくり出された。 それはこの場所の記憶が失われないように

包み込むかのように見える。 あるいは、 そうした記憶を消して新し

い空聞を生み出そうとしているのかもしれない。 おそらくは両方の

意味で、 過去に滞在した人々と現在ここにいる自分との関係の再構

築が図られている。

図8田中圭子《白降、》旧旅館有明荘

チョ・ヒョンス《隈想に向かう》 西山寺(図9)

モニュメントのように垂直に立ち上がる姿をしているが、 決して存

在感の強さだけを求めたものではない。 薄い鋼板を叩き出してつく

られた柔らかい形態

は、 空間との調和を

重視したもののよう

に感じられる。 下方

の鋭いラインは山々

の稜線 を 示 し て お

り、 東洋の山水画が

求めた世俗を離れた

理想郷の 存在宅E暗

示する。 また、 上方

の幾何学模様は仏

教寺院に見られる市

崩しの組子を連想さ

せる。 歴史的に東ア

ジアが共有してきた

文化を読み込んでい

く面白さをもった作

品である。 図9.チョ ・ヒョンス《隈想に向かう》西山寺
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チョ・ヒョンス《灯台の光》 西山寺(図10)

金属を加工するための伝統的な工芸技法である鍛金。 金属板をハ

ンマーで叩いて形を整えていくもので、 日本美術史 上の優品も多

い。 銅などの金属は弥生時代に他のテクノロジーと同様に大陸か

ら伝えられたもので、 その中継点に対馬があったととを思い起こさ

せる。 同様に、 大陸からもたらされた技術として発展していく漆の

発色も美しい。 花器として使用できる工芸品としての性格ももって

いるが、《灯台の光》という題名によって、 島にある寺院という場

所性に結びついた表現になっている。

図10.チョ・ヒョンス《灯台の光》西山寺

チョ・ヒョンス《出会い》 西山寺(図11) 

鍛金技法でおおよその形をっくり、 その表面に熔接による独特の

質感を与えている。 ゴツゴツした岩肌の聞を金箔を使って表わし

た滝が涜れ落ちている。 正面性が強く、 奥行きのあまりない形態

のため、 滝は水墨画に見られるようなジグザグに織り込んだ姿が採

られている。 そしてこの折れ曲がった線は、 男性と女性がキスをし

ている様子をキュビスム的に示してもいるのだ。 擬人化を通して人

間と自然が融合する東洋的な自然観を表現し、 開発一辺倒の問題

点を突いている。

図11チョ・ヒョンス《出会い》西山寺

黒田大祐《新しい道》半井桃水館(図12)

民俗学者・宮本常ーの著作『忘れられた日本 人j] (岩波書居、

1984年) は対馬から書き始められる。 膨大なフィールドワークを

通して、 記録に残らなかった日本や日本人の姿を明らかにしようと

したのである。 同時に、 離島と本土との経済格差を憂い、 離島振

興法(1953年) の制定に尽力する。 だが、 開発によって、 忘れら

れるべきでないものが更に忘れられるとし、う矛盾に直面することに

なった。 日本の近代化とは何だったのか。 一人の民俗学者の視点

から、 答えのない問いを投げかける。

図12.黒田大祐《新しい道》半井桃水館

黒田大祐《サンダル通信使>> I日旅館有明荘(図13)

対馬の海岸には多くの漂着物が打ち上げられる。 その中で特に目

につくものにゴム製のサンダルがある。 作者は島内の海岸を回り

多くのサンダルを収集、 それを素材に彫刻を制作した。 モチーフ

は江戸時代の朝鮮通信使船。 船と サンダルはともに、 人聞をその

上に乗せ て運ぶ機能をもつが、 大量消費社会の中で廃棄されたサ

ンダルはむしろ人間の不在感を示す。 ここでの素材とモチーフの組

み合わせは、 過去と現在の類似性ではなく差異性を際立たせるよ

うに感じられる。

図13.黒田大祐《サンダル通信使》旧旅館有明荘
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黒田大祐《うず》旧旅館有明荘(図14)

対馬の特産品であるイカの一夜干。 脱水・乾燥を促進するための

回転機を島内の港で見かけることが多く、 この土地の風景のひと

つとなっている。 作

者は、 乙の回転機を

借り受け、 イカの代

わりに海岸で、拾った

ガラス瓶やペ、ソト ボ

トルを取 り つ け た。

照明老当てられた透

明な素材は輝く美し

いイメージを構成す

る。 漂 着 し た廃棄

物を回転させること

は無意味に思われる

かもしれないが、 こ

こには知恵や工夫に

よって課題が解決に

向 かうというメッセ

ージが込められてい

る。 図14.黒田大祐《うず》旧旅館有明荘

黒田大祐《風》旧旅館有明荘(図15)

円形のパイプ に横倒しの状態で取りつけられた21 台の扇風機。

それぞれが首を振りながら風を送っている。 畳の敷かれた部屋と

扇風機の取り合わせは見慣れているがゆえに、 いっそうの違和感

を与える作品になっている。 扇風機はバラバラの動きをするために

統一感は薄い。 同じように見えるものの中の「違いJ が強調されて

くるのだ。 社会、 国家、 民族などは、 乙の「違い」を消去すること

で成り立つ。 普段は覆い隠されているものについての再考を問い

かける作品である。

図15.黒田大祐《風》旧旅館有明荘
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黒田大祐《乙ま》 西山寺隣接古民家(図16)

厳原港在見下ろす高台にある築200 年を超えるという古民家。 日

本と大陸・半島を行き来する人々を長い間見続け てきた場所であ

る。 乙の古民家の改

装に際して捨てられ

るはずだった将棋の

駒が素材に使用され

る。 駒を山のように

積んで 対 馬 の 地形

を表現し、 ひとつの

駒から海を泳ぐイカ

を彫り出した。 イカ

は、 漁業という目的

も含め、 対馬に集ま

る人々を示し、 将棋

というゲームが人々

のコミュ ニケーショ

ンを表わす。 古くか

ら交流拠点として栄

え た対馬を象徴する

作品である。 図16.黒田大祐《とま》西山寺隣接古民家

丸橋光生<<Taming Plastics /対馬の景色》半井桃水館(図17)

対馬の中央部に位置する浅茅湾。 複雑に入り組んだリアス式海岸

と多数の島々からなる風光明婦な観光地である。 同時に、 浅茅湾

にはもうひとつの顔がある。 飛鳥時代に築かれた金田城、 中世の

倭冠、 近代のロシア 軍艦占領事件。 その後には日本海軍により砲

台が設置された 軍事的な重要地点でもある。 美しいものとリアル

なものが交差する風景。 そのイメージを、 現在の私たちの生活に

新しい美しさとリアリティをもたらした 100円均一ショッフoの商品

を重ね合わせて表現する。

図17.丸橋光生<<Taming Plastics /対馬の景色》半井桃水館
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丸橋光生<<Taming 刊astics /対州馬》 西山寺隣接古民家(図18)

モチーフは対外|馬。 近代化の過程で馬種が絶滅した中、 現在まで

残る日本古来種の馬のひとつである。 他方、 素材には主にアジア

諸国から輸入される100円均一ショ、ソフoのフ。ラスチック製品が使

われている。 モチーフと素材の聞に大きな落差が感じられるかもし

れないが、 対州馬も東 アジ、 ア圏の馬に共通する特色をもっており、

歴史的な交流によって成立したととが分かる。 モチーフと素材、 そ

れぞれが抱えている背景を読み込んでいくことから、 日本の歴史と

現在が見えてくる。

図18丸橋光生((Taming Plastics /対州馬》西山寺隣接古民家

入江早耶《ツシマヤマネコダスト))(図19，20，21)

島内唯一の蔵元でつくられている焼酎「山ねと」。 とのラベ ルに描

かれたイラストを消しゴムで消し、 その消しカスで立体物を制作す

る。 絵に描かれたも

のを現実化する 試み

だ。 背景には、 かつ

て焼酎自体が「山ね

むの隠語で呼ばれ

ていた対馬独自の文

化が あ る。 展 示 場

所 は3ケ所。 主題

は同一だが、 場所に

合わせ て少しず つ違

った表現在取り入れ

ている。 現地に滞在

し、 それぞれの場所

の違いを読み取り、

作品に反映させるこ

とを通して、 リアル

な感覚との繋がりを

皿l

一一一-1句
医事曙宵一
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導き出す。 図19入江阜耶《ツシマヤマネコダスト》西山寺隣接古民家

図20.入江早耶《ツシマヤマネコダス卜》 対馬市観光物産館

図21.入江早耶《ツシマヤマネコダス卜》酒処「お多幸」

交流と教育普及の取り組み

公開制 作

日 時:8月後半�9月末

会 場:I日林業指導所ほか

図22伊東敏光公開制作
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アーテイス卜トーク「現代アートって何??J 

日 時:8月20 日( 土)

場 所:対馬市交涜センター

図23.アーテイストトーク

ワークショップíMY神様のお面をつくろう」

日 時:9月11 日( 日)

場 所:対馬市交涜センター

運 営:山本辰典・友定睦

図24.ワークショップfMY神様のお面をつくろう」風景
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ワークショップ「わっしょい!!ぼくら・わたしたちのお神輿」

日 時 :9月11 日( 日)

場 所 :対馬市交流センター

運 営: 山本辰典・友定睦

図25.ワークショップ「わっしょい!!ぼくら・わたしたちのお神輿」 風景

ワークショップ発表「ぼくら・わたしたちのお祭り」

日 時:9月12 日(月)

場 所:対馬市役所~厳原八幡宮

図26ワークショップ発表「ぼくら・わたしたちのお祭リJ風景
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滞在制作とワークショップ

報告:黒田大祐

はじめに

地方での滞在制作やアーテイスト・イン ・ レジデンスは、 様々な規

模や形式で各地で行われている。 こうした取り組みの 背景には、

地域振興やまちおこし等の思惑がある事が多く、 展覧会としてそ

の成果を発表するものがほとんどである。 対馬での取り組みもこの

一例であり、 展覧会へ向けて滞在制作が行われた。 ここでは展覧

会からでは知る事が出来ない対馬での滞在制作の実際について述

べてし1く。

リサーチ

今回の滞在制作は長崎県対馬市の厳原町を中心に行われた。 参加

メンバーは滞在制作で対馬を初めて訪れた者ばかりであり、 大半

の者が、 厳原(いづはら)をはじめとする対馬の地名さえも読めな

い有様で、あった。 事前のリサーチとしていくつかの文献を読んでは

いたのだが、 やはり百聞は一見にしかずということで、 対馬に到着

してすぐに、 参加メンバーそれぞれが、 地域の協力者の案内によ

るリサーチを行った。 北は比田勝(ひたかっ)から南は豆酸(つつ)

まで対馬全島を巡り、 数日にわたり史跡や文化財、 対馬特有の風

景や自然に触れ、 その過程で地域の方々とのコミュニケーションを

深めながら、 実際の対馬を体験していく事となった。 とのリサーチ

は大変重要なもので、 参加メンバーのほとんどが、 リサーチの中

で作品制作の材料やヒントを得て実際の制作に入っていく事にな

る。

材料

リサーチの重要性と影響は、 それぞれの作品に表れている。 例え

ば伊東は、対馬特有のスレート状の石 「頁岩」を中心に対馬の様々

な石を積み重ねることで作品を制作しているのだが、 これら伊東

の作品に見られる石や制作方法は、 石屋根倉庫、 ヤクマの塔、 火

切りの石垣lと対馬の風景の中に容易に見いだす事が出来るもの

で、 ここから着想を得たと思われる。 他にもウォーゼンは、 対馬の

海岸を取り囲むテトラポットをモチーフに、 対馬に残されていた鋳

型で同形のテトラポットを制作しているのだが、 これは車で海岸沿

いの道を走る際に見える対馬の風景からインスピレーションを受

けたと思われる。 また、 入江の《ヤマネコダスト》は対馬の焼酎

瓶に描かれたツシマヤマネコをモチーフにしたものだが、 乙の作品

は、 地域の方々との懇親会等でのコミュ ニケーションが契機と思わ

れ、 対馬での体験が率直に作品に活 かされている例と言える。 こ

のように、 対馬でのリサーチとそれに伴う様々な体験が、 個々の作

品制作の中で、重要な要素になっており、 直接的にせよ間接的にせ

よ、 作品の中で材料やテーマとして用いられている事は間違いな

い。 乙乙に挙げた作品に限らず、 滞在制作で制作された作品全て

に参加メンバーそれぞれの「対馬」をみる事が出来るだろう。

宿泊施設

リサーチや地域の方々とのコミュ ニケーションの重要性もさること

ながら、 ほかに滞在制作に欠かせないものとして宿泊場所がある。

宿泊場所というとホテルや旅館のような所在想像されるかもしれな

いが、 予算や環境的な要因から、 必ずしもホテルや旅館に泊まれ

るわけではない。 対馬での宿泊場所もいくつかの理由から、 ホテ

ルや旅館ではなく厳原町今屋敷(いまやしき )の古民家で、あった。

古民家と言っても言葉以上の意味は含まない単なる古い平屋の小

さな民家で、 8宣と4畳の二間と小さい台所の他に汲取の便所が

あり、 風呂Lこいたっては庭を挟んだ屋外の小屋にあった。 宿泊所

のある厳原町今屋敷という所は対馬の中心地で、あるため家の小さ

さはある程度仕方が無いのだが、 しかし、 それに加えてこの決し

て広いとは言えない家に最大で 8名程が寝泊まりしていたのだか

ら、 過酷な宿泊施設であったと言わざるをえない。 反面、 立地の

良さはリサーチや地域の方々との交流には有利に働いたようで、 精

神的、 体力的な過酷さはあるが短期間での効率的な滞在制作には

適した環境で、あった。

制作場所 有明荘(ありあけそう)

宿泊場所が小さく作品制作は難しいということで、 ほとんどの作品

制作は必然的に別の場所で行なうこととなった。 その 一つに、 展

示場所にもなった有明荘がある。 有明荘は元旅館の建物で、 宿泊

場所とは違って大きく、 1階には、 旅館の面影が残る広い玄関の

ほかに、 受付カウンターと食堂、 更には家主のプライベートの居住

空間があり、 2階には、 6畳程の客室が9室ある立派な建物であ

った。 この内の、 2階の数室を制作場所として使用し、 作品展示

では、 1階の玄関と食堂、 2階の3室を会場として使用した。 元

旅館というだけあってそれぞれの部屋が完全に個室になっているの

で、 細かな手仕事を必要とする作品制作には適した環境で、あったO

ことでは田中の《白隠》と黒田の《サンダル通信使� {風� <<うず 》

が制作され、 そのまま展示された。
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図27.有明荘外観

制作場所 砥石淵(とししぶち)

有明荘のほかの制作場所に、通称「砥石淵(とししぶち)Jがある。

砥石淵と言うのは宿泊場所から少し離れた場所の地名であり、 正

確には砥石淵倉庫とでも言うべきだろう。 この倉庫は、 取り組みに

協力的なある建築関係の会社の作業場兼倉庫であり、 大学の工房

程の大きさがある。 フォークリフトも備えており、 大型の彫刻作品

も制作可能な作業場所としては申し分の無い倉庫であった。 ここで

はウォーゼンの《迷子》と伊東の《月の教え》といった巨大な彫刻

作品が制作された。 具体的には、 ウォーゼンはテトラポットの金

型を運び込み、 業者の協力を得てコンクリートを流し込み 、 塗装

まで、を行った。 伊東はグラインダ一等を用いてスレート状の石の加

工と仮組まで、を行ったO 重機等が備わった場所であった為、 比較

的大型の作品制作もスムーズに行われた。

図28砥石淵作業風景

桃水館(とうすいかん) 西山寺(せいざんじ)

「有明荘」と「砥石淵」は対馬での作品の制作場所として代表的な

2 つであるが、 これ以外にも制作場所はある。 制作場所というよ

りも展示場所という方が正確かもしれないが、 半井桃水館(なか

らいとうすいかん)、 西山寺(せいざんじ) 等がそれだ。 桃7Jく館は
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対馬出身の小説家半井桃水2の生家跡に建てられた記念館で、桃水

の功績を記した施設である。 ここでは丸橋が1 0 0 円均一屈のカゴ

を用いて対馬の特徴的な湾である浅生湾をモチーフにインスタレ

ーションを展開した。 桃水館は公民館としての利用もある事から、

一般の利用者にまぎれての制作で、あったようだ。 西山寺は由緒あ

る対馬の古利であり、 現在では宿泊施設も備えており、 対馬で人

気の宿として多くの観光客を迎えている。 ここでは伊東が加工した

石の組み立てと展示をおこなったほか、 離れでは田中が畳を材料

に作品を制作した。 このようにインスタレーションや組み立て式の

作品では、 展示会場がそのまま仮の制作場所として機能する点は

滞在制作以外のそれと同じだと言える。

交流

振り返ってみると、 宿泊場所の小ささや過酷さに反して制作場所に

ついては比較的恵まれていたのではないかと思われる。 繊細な作

業から大型の彫刻作品まで歩いていける範囲で全て対応が可能な

環境というのはそうあるものではない。 幸いにも対馬では作業場所

に恵まれたわけであるが、 この実現には地域の方々の協力が不可

欠で、あったO これは宿泊場所や制作場所や展示場所に限らず、 作

品を制作する上でのリサーチや材料調達の段階でもいえることで

あり、 多くの地域の協力者によって滞在制作が成立していると言え

る。 具体的には市役所職員の本石健一郎氏や豊田充氏は公私を

問わず制作場所や材料に関する手配等で全面的に協力していただ

いた。 また、 対馬で出版業を営む永留史彦氏や NPO法人対馬郷

宿の鍵本妙子氏には、 リサーチの際のガイドを務めていただき、

対馬に関する様々な知識をご教授いただいた。 さらに地元の名物

居酒屋「お多幸」の女将さんである江崎マス子氏には作品の材料

や対馬の歴史や伝承についてご教授いただいた。 ここに挙げられ

るのはほんの一部の方々で、 実際にはもっと多くの方々のご協力を

頂いている。 そしてこうした方々との交流が滞在制作の醍醐味であ

り作品制作を下支えする基礎となっているのは確かな事だろうO

ワークショップ

地域の方々との交流を通して、 参加メンバーは様々な情報や機会

を得て、 これを活かして作品を制作してきたわけだが、 作品制作

の他にも、 ワークショッブという形で地域にその成果を還元した。

具体的には、iMY神様のお面をつくろう わっしょい! !ぼくら・

わたしたちの御神輿」と題した子供向けワークショッフ。を開催したO

内容は、 数多の神々を把る対馬にちなみ自分だけの神様の姿を想

像しそのお面を制作するものと、 その神様の御神輿を海岸の漂流

物を材料に制作するという2 つのもので午前と午後に分けて開催さ

れた。 またここで制作されたお面や御神輿は、 厳原の八幡宮のお

祭りで仮装と併せて巡行し披露され、 多くの参拝者の拍手ととも

に迎えられた。 ワークショッフを通じてではあるが、 地域のお祭り
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への参加は信頼関係なくしてはあり得ない事であり、 参加メンバー

と地域の方々との交流の実りを示すーっの証しと言えるだろう。

まとめ

地域を舞台とする滞在制作やアーテイスト・イン・レジデンスとそ

の成果発表として行われる展覧会のほとんどに、 背景として 「まち

おこし」や「地域振興」の思惑がある。 対馬での取り組みもその

一例であり、 他の取り組み同様に、 そうした思惑と取り組みの成

果について、 また展覧会自体のキュレーションについて少なからず

批判がある。 一方で、 こうした批判にまぎれて、 作品への批評や滞

在制作の実際について語られる機会は少ないように思われる。 制

度や枠組みの問題は語りやすく、 個々の作品や、 自に見えにくい変

化や成果について語る事は難しい。 これはある程度仕方のないこ

とであり、 地域での芸術に関する取り組みに限らず、 芸術作品の

鑑賞一般にも共通するものだ。 しかし見落とされがちな成果が確

かにある。 それらは、 見えにくく、 分かりにくいものなのだが、 そ

の成果の在り所は、 やはり作品とその作品若造るまでの過程であ

るリサーチや交疏を含めた滞在制作に乙そ見出せるだろう。 これを

踏まえ、 本文 では実際の滞在制作の様子が分かるように出来るだ

けありのままの状態を記すように努めた。

(注) 1石屋根倉庫は対馬島内で見られる伝統的な石の屋根の倉庫。 スレート状

の石を屋根板として使用している。 ヤクマの塔は峰町木坂、 青海地区の

海岸に見られる小さな丸い石毛E積んだ塔。 火切りの石垣は!首長原中心部に

見られる防火帯の石垣。

(注) 2.小説家。 樋口一葉の師匠として知られる

研究を終えて

報告:伊東敏光

本研究の舞台である対馬は、 中国の歴史書「貌志倭人伝」にも

記されているように、 山が険しく農地が少ない絶島でありながら、

古代から日本列島と中 国大陸・朝鮮半島との中継地点として人や文

物が往来し、 日本にとっては国防の要衝であると同時に、 大陸と

の文化的、 経済的交流の窓口としての役割を果たして来た場所で

ある。

本研究では、 2011年の夏から秋にかけ て、 芸術学部の教員と

大学院生および研究員等が延べ約一ヶ月対馬に滞在し、 対馬の風

土と歴史に直接触れながら作品制作を行ったO また、 本研究は、

対馬市が主催する現代美術展 「対馬アートファンタジア2011J と

連携、 連動し、 対馬の中心地である厳原地区の古民家や寺院、 市

役所庁舎や記念館等を会場に作品発表とワークショッフ。による展

覧会をおこなった。

本研究代表者は、 現代の美術において、 作品と場との関係は益々

大きな意味を持っと考える。 特に近年日本の各地でおこなわれて

いる地域共同体とアーテイストが協力しておこなう「地域型アートプ

ロジェクト」では、 その地域に蓄積された様々な要素を芸術家の

感性と経験によって引き出し、 作品として具現化することが求めら

れる。 その観点から現在の対馬を見てみると、「防人 」や「朝鮮通

信使」をはじめとする特有の歴史を示す遺構や文物が数多く残さ

れ、 またリアス式海岸である浅茅湾等に代表される独特の地形と

風土を持つ対馬は、 新たな表現を求めるアーテイストに創作のため

のインスピレーションを与えてくれる場所であり、 大学で研究を続

ける若いアーテイストにとって現実社会と芸術表現の接点を考える

上で絶好の場所であると言える。 特に古代から現代に至る東アジ

アの文化交流の歴史を肌で感じることは、 私達現代日本人の価値

観や美意識を再認識することに繋がり、 現代における独自の芸術

表現の獲得が期待できる。

本研究に参加した芸術学部教員・研究員・学生は、 対馬市役所

の担当者や市民の方々から多くの情報提供を受け、 また島内のあ

ちこちを案内してもらいながら、 それぞれの視点から対馬をリサー

チし、 作品プランを練り、 実制作していったO その過程から生まれ

た作品は、 明らかに作家の新たな創造性を引き出したと考える。

課題として残った点は、「対馬アートファンタジア2011J という

事業の地元への影響と貢献に関してである。「対馬アートファンタ

ジア」は、 対馬市が主催するアートによる文化振興事業であるが、

公立の美術館もギャラリーもない対馬での現代アートの展覧会は、

地元にとって身近な存在ではなく、 事業の意味を問う声も多く聞か

れた。 前記のように本研究グループの目的は、 アーテイストの育成

と 新たな芸術表現の獲得にあるが、 自治体との協力によって地域

の文化振興への貢献を求められることも事実である。 今後はワー

クショッフ。やアーテイストトークの内容や構成に関しての研究を進

めるなど、 本事業への市民の関心を高める努力をするつもりであ

る。

このようなプロセスを体系化し、 アーテイストの滞在制作を軸と

した創作の場を対馬に設置し、 芸術による国際的な文化交涜の場

をつくりだすことが、 本研究グループと対馬市が共に目指すところ

である。
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