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【研究の概要】
　本研究は、アーティスト・イン・レジデンス（芸術家が一定期間、
特定の土地に滞在し見聞を深め作品制作またはその契機を見いだ
す取り組みの総称）による、国際交流やグローバル人材育成の効
果について明らかにすることを目的としている。アーティスト・イン・
レジデンスを「小さな留学」と捉え、広島と他地域（他国）との交
換レジデンスプログラムを構築し、実行することで、多角的に国際
交流とグローバルな人材育成について考察した。

【研究の背景】
　本研究は、伊東敏光「地方芸術の展開をもとめて－国境の島「対
馬」における芸術の国際的展望と教育効果の考察－」（平成２６年
度、一般研究）への参加による、長崎対馬でレジデンスと韓国人
アーティストとの交流が契機となっている。本研究の研究代表者で
ある筆者にとって上記研究への参加は、初めての本格的な国際交
流を含めたアーティスト・イン・レジデンスであり、大変実りある
体験だったと感じている。また、上記研究にアシスタントとして参
加した学生からも、こうした取り組みへの参加の希望の声を多く聞
いた。
　アーティスト・イン・レジデンスというのは、芸術家が一定期間、
特定の土地に滞在し見聞を深め作品制作またはその契機を見いだ
す取り組みの事であり、特に海外や外国人が多く参加しているプロ
グラムでは、小さな留学とでもいうべき国際交流の体験を伴う。対
馬での体験も韓国人アーティストとの交流の中で留学のような体験
があった。レジデンスプログラムには、特に芸術の分野において
比較的短期間で、留学に準ずるような一定の教育的効果を認める
ことが出来るのではないかと考えている。また、研究代表者であ
る筆者はアーティスト・ラン・スペース「広島芸術センター」（非営
利アトリエ兼ギャラリー／中区光南２－１７－１）を運営しているの
だが、学外でのより実践的な活動が、芸術家を志す学生に更に良
い効果を生むことを強く感じてきた。それが、レジデンスの参加
によって幾許かフォローできる可能性を体験的に感じている。
　本研究は、こうした対馬での擬似留学体験と「広島芸術センター」
での経験から着想しており、国際交流やグローバル人材育成の観
点から、「広島」と「他地域」とのレジデンスについて具体的に考
察を進める必要性を感じている。

【研究目的】
　本研究はアーティスト・イン・レジデンスによる、国際交流やグ
ローバル人材育成の効果について明らかにすることを目的としてい
る。具体的には次の３つの目標を掲げる。
１、レジデンスプログラムの構築
　　 生活環境と制作環境の確保と成果発表の機会づくりをはじ

め、サポート体制や安全面等、レジデンスシステムの構築を

行う。国内外のレジデンス施設及びプログラムを調査し広島
で実現可能な形態を探りプログラムを構築する。

２、レジデンスプログラムの実施。
　　 研究員またはアーティストを相互に派遣しレジデンスプログ

ラムを実行する。初年度は既に関係のある韓国（釜山）の施
設「トタトガ」をレジデンスプログラムのパートナーと定める。

３、 派遣研究員及び招聘アーティストによる成果発表とレクチャ
ー等の開催。

　　 派遣研究員またはアーティストは派遣先で成果発表を行う。
更に招聘アーティストによるレクチャーを開催するなど、広く
成果を発表していく。

【平成 27 年度の実施内容】
●レジデンス調査
　本研究の契機ともなった、長崎県対馬で実施されているレジデ
ンスプログラムを視察、関係者、参加者へのヒアリングを実施。

（2015.8.13~8.24　於：長崎県対馬市　実施者：七搦綾乃）
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アーティスト・イン・レジデンスによる国際交流やグローバル人材育成に関する研究
報告：七搦綾乃
研究代表者：芸術学部助教　七搦綾乃
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図 2.　�対馬で開催されているレジデンスプログラムの成果展「対馬ア
ートファンタジア 2015」のギャラリートークの視察。（於：対馬
市厳原町内各所）

図 1.　�対馬で開催されているレジデンスプログラムで行われた、レクチ
ャーに参加。（於：対馬市交流センター会議室）
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●レジデンス調査とレジデンス活動
　韓国の釜山文化財団が運営するアーティスト・イン・レジデンス
施設「Totatoga（トタトガ）」（釜山市）の視察、運営スタッフ（セ
ンター長　キム・ヒジン氏含む）、レジデンスプログラムに参加し
ているアーティストへの聞き取り調査。広島に派遣されるアーティ
ストとの現地での打合せ。研究員の滞在制作（レジデンス活動）
を実施。（2015.9.5~9.25　於：Totatoga　実施者：七搦綾乃）

●現地での成果発表
　「Totatogo（トタトガ）」での研究員の滞在制作の成果発表展を
釜山のギャラリー「Space Dot」で開催。（2015.10.20~10.24　於：
Space Dot　実施者：七搦綾乃）

●  Totatoga（トタトガ）派遣アーティストの広島でのレジデンス
活動の実施①

　トタトガより派遣されたアーティスト、キム・ボギョン氏の広島で
のアーティスト・イン・レジデンスを実施。研究員の住居の一室に
宿泊し、広島芸術センターで制作を行った。レジデンス活動終了
後成果発表展を広島芸術センターで開催。初日にアーティストトー
クを行い、交流の場を設けた。（2015.10.10~10.31　於：広島市
内各所、広島芸術センター　実施者：七搦綾乃、チャールズ・ウ
ォーゼン、伊東敏光、入江早耶、丸橋光生、黒田大祐）

図 3.　�Totatoga（トタトガ）の綺麗に片付けられたアトリエスペース

図 6.　「Space�Dot」での研究員の成果展の様子。

図 4.　�Totatoga（トタトガ）のアトリエスペース�
写真右手の人物は、関係者でアーティストのジョン・マンヨン氏。

図 7.　「Space�Dot」での研究員の成果展のオープニングの様子。

図 5.　�Totatoga（トタトガ）のアトリエスペースでの研究員の制作風景。
韓国の石をモチーフに木で彫刻作品を制作。
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●レジデンス調査
　青森のアーティスト・イン・レジデンス施設「国際芸術センター
青森（ACAC）」（青森市大字合子沢字山崎 152-6）及び北海道の
アーティスト・イン・レジデンス施設「さっぽろ天神山アートスタジ
オ」（札幌市豊平区平岸 2 条 17 丁目 1 番 80 号　天神山緑地内）
のレジデンス組織の視察、運営スタッフ、参加アーティストへのヒ
アリングを実施。（2015.11.5~11.13　於：国際芸術センター青森

（ACAC）、さっぽろ天神山アートスタジオ　実施者：黒田大祐）

●  Totatoga（トタトガ）派遣アーティストの広島でのレジデンス
活動の実施②

　トタトガより派遣された映像作家、キム・ジゴン氏の広島でのア
ーティスト・イン・レジデンスを実施。研究員の住居の一室に宿泊
し、広島芸術センターで制作を行った。キム・ジゴン氏の作品の
上映会、レクチャーも開催し、交流の場も設けた。（2015.11.5~11.19
　於：広島市内各所、広島芸術センター　実施者：七搦綾乃、チ
ャールズ・ウォーゼン、伊東敏光、入江早耶、丸橋光生、黒田大祐）

● トタトガ派遣アーティスト、キム・ジゴン氏のレジデンス活動の
成果発表展の開催

　（2016.2.21~2.28　於：広島芸術センター　実施者：七搦綾乃、
チャールズ・ウォーゼン、伊東敏光、入江早耶、丸橋光生、黒田
大祐）

図 9.　国際芸術センター青森（ACAC）の制作スタジオ。

図 10.　さっぽろ天神山アートスタジオの宿泊スペース

図 11.　�作品制作のため、広島市内を視察するキム・ジゴン氏（左）と
案内をする研究員。（於：比治山　陸軍墓地）

図 12.　�キム・ジゴン氏の映像作品の上映とレクチャーの様子。学生も
多数参加。（於：本学内　彫刻専攻資料室　2015.11.11）

図 8.　約 3週間の広島での滞在制作後に広島芸術センターで開催され
たキム・ボギョン氏の成果展のアーティストトークの様子。写真奥の
左手の人物がキム・ボギョン氏。学生も多数参加。
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【平成 27 年度の研究のまとめと平成 28 年度の研究への展開】
　国内外のアーティスト・イン・レジデンス施設及び組織の視察・
調査と、研究員の実際のレジデンス活動を通して、各地域のアー
ティスト・イン・レジデンス・プログラムで、活発な文化交流が行
われ、その体験が参加者（芸術家）に国際的知見、視座をもたす
機会となっていることを確認することとなった。また、レジデンス
施設・組織の運営の形態や規模は様々であるが、宿泊施設、使用
できるスペースや道具などのハード面の他に、その土地に関する情
報の提供や、協力者の紹介など、芸術家の多様な活動を支える人
的なサポートの手厚さが、参加者（芸術家）の作品制作とその成
果の充実度に大きく寄与していることも分かった。
　平成 28 年度の研究では、前年度に引き続き調査を行い、レジ
デンスを実施し、広島で継続的に実行可能なレジデンスプログラ
ムの規模や体制について考察を進めた。さらに平成 27 年度にレ
ジデンスを実施した韓国釜山市の施設 Totatog（トタトガ）にて、
試験的に学生のレジデンスプログラムを実施し、より実践的な取
り組みを行った。

【平成 28 年度の実施内容】
●レジデンス調査とレジデンス活動
　韓国の釜山文化財団が運営するアーティスト・イン・レジデンス
施設「Totatoga（トタトガ）」（釜山市）の視察、運営スタッフ、レ
ジデンスプログラムに参加しているアーティストへの聞き取り調査。
広島に派遣されるアーティストとの現地での打合せ。研究員（本年
度は学生 2 名含む）の滞在制作（レジデンス活動）と成果発表展

（於：Space Dot）を実施。（2016.9.5~9.25　於：Totatoga　実施
者：七搦綾乃、河田百代、高瑞雪）

図 13.　�キム・ジゴン氏の成果展の様子。�
（於：�広島芸術センター）

図 15.　�派遣された学生の制作の様子。韓国料理に欠かせない唐辛子と、
港町である釜山にちなんだ船の二つをモチーフに作品を制作。
10 日ほどの現地でのリサーチののちに制作に着手した。

図 16.　�同学生の制作の様子。市場で材料を調達。

図 14.　�キム・ジゴン氏の成果展オープニングの様子。�
Totatoga の関係者も 3名釜山より参加。�
（於：�広島芸術センター）
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●  Totatoga（トタトガ）派遣アーティストの広島でのレジデンス
活動の実施

　トタトガ派遣アーティスト、キム・ギョンハ氏とユン・ピルナム氏
のレジデンスを実施。研究員の住居の一室に宿泊し、広島芸術セ
ンターで制作を行った。（2016.11.29~12.6　於：広島市内各所、
広島芸術センター　実施者：七搦綾乃、チャールズ・ウォーゼン、
伊東敏光、入江早耶、丸橋光生、黒田大祐）

図 20.　�派遣された研究員と学生 2名のレジデンスの成果展のオープニ
ングのギャラリートークの様子。�
河田百代（当時修士 2年／左から 1番目）�
高瑞雪（当時修士 1年／左から 3番目）�
七搦綾乃（左から 4番目）

図 21.　�Totatoga より派遣されたユン・ピルナム氏の平和記念公園視
察の様子。

図 22.　�両氏が興味をもった被爆樹木。これが作品のモチーフとなった。

図 17.　同学生の完成した作品。

図 18.　�派遣された研究員（教員）の制作の様子。市場で売られ
ていたドアを材料に制作。

図 19.　�派遣された別の学生の制作風景。市場で売られていたか
ごなどを使用して作品を制作した。
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● トタトガ派遣アーティスト、キム・ギョンハ氏とユン・ピルナム
氏のレジデンス活動と成果発表展の開催

　（2017.1.6~1.22　於：広島芸術センター　実施者：七搦綾乃、
チャールズ・ウォーゼン、伊東敏光、入江早耶、丸橋光生、黒田
大祐）

【研究を終えて】
　2 年に渡る研究の中で、国内外の計 4 か所のレジデンス施設の
視察と、釜山市のレジデンス施設 Totatoga（トタトガ）との計 5
回の交換レジデンス・プログラムを実施し、アーティスト・イン・
レジデンスによる国際交流とグローバルな人材育成について考察
した。当初はこの 2 年の間に学生を派遣することは含めていなか
ったが、初年度の活動のなかで、Totatoga との良好な関係の構築
ができ、安全性なども確認できたため、2 年目には 2 名の学生を
試験的にレジデンス施設に派遣するところまで実施することがで
きた。2 名の学生はいずれも、見知らぬ土地で、言語にも不安を
持った状態での滞在であったが、引率の研究員と現地施設のスタ

ッフのサポートのなかで、約 3 週間で多くを吸収し、作品を作りあ
げることができた。初めて訪れる土地で、言語も違う環境の中で、
約 3 週間という期間で作品を作り上げるということは、彼らにとっ
ても初めての経験であり、それぞれの苦労が見て取れた。しかし、
見事に作品を作り上げたことは１つの成果であり、貴重な体験であ
ったことは間違いない。
　一度のみ実施で、学生のアーティスト・イン・レジデンスへの参
加の、教育的効果を数値化して明示することはできないが、それ
に変わるものとして、参加した学生のその後の活躍について記した
い。今回参加した２名の学生は、それぞれ修士課程を優秀な成績
で修了した。現在 1 人は精力的に作家活動を続け、東京のコンペ
で賞を受賞するなど活躍を始めている。もう一人も広島市内の美
術施設で働き、美術に関わる仕事を続けている。もともと美術活
動に強い意欲を持っていた２名であるが、このレジデンスへの参加
が、より実践的な学びにつながったことは各自のその後の活動が
物語っているといえよう。実際に彼らは、「自分が生まれ育った国
とは違う文化に身を置き活動することで、自分の実力を知る貴重
な経験になった」と述べていた。また、今回のレジデンスで学生
が制作した作品の一つは、現地のホテルに引き取られることとなり、
現在もホテルのショーウィンドウに飾られているものがある。異国
でのこのような経験が大きな自信にもなったと、参加した学生は語
っていた。
　さらには現在、アーティスト・イン・レジデンスというものは、
異なる文化を知るという、国際交流としての側面にとどまらず、先
の学生達の例のように作品が引き取られ展示されたり、その経験
を足がかりとして別の国で活動する契機を得たりすることがあるよ
うに、芸術家を志す者にとっては、その活動を続けていく一つの
方法と捉えることができる。こうした体験を学生時代に経験してお
くことは、卒業後の活動の大きな糧になるだろう。

　以下、2 年の研究によって、広島で継続的に他地域との交換レ
ジデンスプログラムを実施する際に必要と思われる事柄をキーワ
ードごとに記す。

［地域性］
　日本でもアーティスト・イン・レジデンスの取り組みは、広がり
を見せている。近場ではお隣山口県の秋吉台国際芸術村での取り
組みがあげられる。今回韓国から計 4 名の芸術家が来広し、レジ
デンスを行ったが、広島での経験は、原爆投下からの復興という
広島の独自の歴史からか、彼らの作品制作に強いインスピレーシ
ョンを与えたようだ。これはレジデンスプログラムに限る話ではな
く、毎年多くのアーティストが広島を訪れ作品を制作していること
からも伺い知れることで、その独自の歴史、体験を有するという点
で、広島は多くのアーティストを惹きつける力を持っている。そうし

図 23.　�キム・ギョンハ氏（向かって右）、ユン・ピルナム氏（向かって左）
の成果展の様子。被爆樹木をモチーフにした作品を制作。（於：�
広島芸術センター）

図 24.　�キム・ギョンハ氏とユン・ピルナム氏成果展のオープニング様
子。韓国釜山の美術関係者も４名来広した。（於：�広島芸術セ
ンター）
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た意味で広島に継続的なアーティスト・イン・レジデンスがまだな
いということは、意外であり、残念でもある。例えば青森の ACAC
のように大学が母体となってレジデンスプログラムを行なっている
例はいくつかあるように、本学がその担い手になるということは、
教育的な観点から見ても非常に有意義な取り組みと思われる。そ
して、高いポテンシャルを持つ広島という土地で、それが実現すれ
ば、広島の芸術・文化活動がより活性化し、世界にも発信できる
ようになるのではないかと思う。
　 一方 で、 広 島から派 遣 する相 手 先 の 地 域 であるが、 環 境
面や施 設、 さらにはその国の 治 安 などの 安 全 性の 確 保 が 絶
対 条件であるが、その上で、それぞれの国や地域の持つ独自
の文化が見えてくるようなプログラムが重要ではないかと思われる。
今回広島から派遣した相手先は釜山市の施設であったが、施設の
立地などの環境面やサポートスタッフの充実したコーディネートに
より、釜山の港町としての独自の文化や歴史が開かれ、創作にお
いて多くの刺激があったと言える。選定の上ではこのような、地域
性、環境、サポート、常駐スタッフ、プログラムの内容、安全性、
これらの条件を十分に満たしているかについて十分に調査し確認
する必要があるだろう。この点については、レジデンス施設の実
績などからある程度確認できることであるが、スタッフの人間性な
ども非常に重要な要素になるため、現地に赴き、事前調査するこ
とが最も効果的であり、必須事項だろう。

［レジデンス期間］
　訪れた土地のリサーチ、作品の構想、材料の調達、制作、成果
発表等含めると、最低でも一か月程度は必要と思われる。

［施設・設備・サポート体制］
　本学で交換レジデンスを実施すると仮定した場合、作品制作に
関しては、設備、展示のための施設など十分なものが揃っておりこ
の点については問題ないと言える。不足しているものは、まず宿泊
施設がある。現在本学には宿泊施設がない。これに関しては民間
の宿泊施設を利用するなどの可能性もあるが、それでは、レジデ
ンス本来の滞在制作とは少し趣が異なるものとなってしまう。例え
ば、ホームステイや学生寮の一部などを利用するなど臨機応変な
対応が考えられる。もちろん一番良いのは学内に施設を設けること
であるが、それには様々なハードルがあると思われる。
　もう一つ考えなければならないのは、人的なサポートである。先
に述べたように、人的サポートの充実は、レジデンスプログラムが
成功するか否かのカギを握っていると言える。想像に難しくないが、
言葉の通じない見知らぬ土地で限られた時間で制作やリサーチを
行うには何らかのサポートが非常に重要になってくる。語学力の問
題もあるが、受け入れる姿勢やどこまでサポートしていくのかなど、
プログラムの内容と連関する形で、システムの構築と人材の育成が

必要である。授業の一環に組み込むことも可能であるかもしれな
いが、その場合は、学生への教育範囲を超えてしまわないように、
さらに慎重に議論と準備が必要だろう。ただし、すでにアートプロ
ジェクトや交換留学生の受け入れなどで、実質的にレジデンスと言
える取り組みの先例は本学でも見受けられることから、難しいこと
ではないかもしれない。

［派遣する学生の資質・語学能力］
　言うまでもなく、芸術活動に強い意欲を持つ学生がふさわしい。
語学能力も必要であるが、派遣先の受け入れ体制や、引率の教員
の有無によって、高いハードルを設けなくて良い場合もあると思わ
れる。本研究の派遣先の Totatoga には日本語が話せるスタッフが
いたこともあったが、日常的な会話は、片言の英語や翻訳ソフト
などを使って支障なく行うことができた。派遣する学生の選定にあ
たっては、ポートフォリオ（活動実績）、面接などを行い、作品制
作の実績、意欲、コミュニケーション能力などの面を重視して審
査選定するのが良いと思われる。


