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は じめ に

とある川を目の前にして
“彼ら”は、何も一風変わった人物を演じていたいわけではない。
変わっているね、という他者の一言が欲しいのでもなく、“彼ら”がごく当たり前に目にしたり耳にしたり、
またはごく自然と生活の中で感じているものごとを、“彼らなり”の言葉もしくは論法で表そうとしているだ
けである。
その“彼らなり”の方法が“私たち”とは大きく異なる、という見解がなされるから、“彼ら”は“私たち”とは
（違って）変わっているね、と言われたりするのだ。

一般、という言葉は、広義に多数派を指し、多数派は民主主義の中では全体にも相当してしまう。
“私たち”を一般とするならば、“彼らなり”の言葉や論法は広く“全体”に行き渡っていない、となる。しか
し“全体”というのもまた、曖昧で領域を特定できないものである。“彼ら”と“私たち”とが認識する“全体”が
異なるのであれば、“私たち”は簡単に、“彼ら”の側へとすり替わってしまうかもしれない。“私”と“彼”との
間には分け隔てる境界があり、常にどちらか一方からしか見ることはできず、両の側を同時に見ることは
できない。

例えるなら、ちょうど目の前に川が流れている、それも恐ろしく激しい水しぶきと音を立てる急流である。
こちらの岸と同じ草花があちらの岸でも咲いているのだが、どうやらあちらの岸にはずいぶん珍しそうな
花も混じっているようだ。その花を見に行くには、川を渡らずにはわからない。ちょうど、同じことをあちら
の岸にいる人々も思っていたところだった。どちらの岸も大差はないとして、しかし、もしも川を渡れたの
なら、彼の岸の細部を見ることができると同時に、はじめて此の岸の全貌を見るに至る。

境界との衝突。そこに“彼ら”にも“私たち”にも断絶が生まれ、同時にリアリティが現れる。

ただ、ふと、もしも両の岸を隔てる川の水源へ上ったら、もしくは川が行き着く海原へと下ったのなら、
そこは一体、“私”と“彼”のどちらの岸辺になるのだろうか、などと考えてしまうのである。むしろいっそのこ
と、その川を何とかうまく渡ることができないものか、川の中は誰のものか、と思案しながら、岸辺をウロウ
ロと歩いてみたりもするのだ。

どうのこうのと逡巡するが、“私たち”を〈アーティスト〉とし、“私たちが行使する方法”を〈美術〉とする。
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構成
本論は絵画論である。こうしてまずルールを定めているのは、本論が実際の絵画についてのみ述べ
るとは限らないからである。そのため、まず絵画論と定義付けを行なわなければ、本論の行く先を、読む
者（それは書く側である私も）は見失ってしまいかねない。

私は静謐なアトリエの中で、キャンバスという白い空白に向かい途方に暮れていた。この空白があまり
にも美しく、また無限にイメージを映す〈鏡〉でもあり、いったい何をこの空白に映すべきなのか、と、絵画
を描くために必要なものごとを探しに旅に出る。このように、私の絵画制作は、絵筆を持ち、キャンバスに
向かい、油絵具で描画を行うのみではなく、絵画を描くに必要な動機や必然性といった、絵画を描く以
前のものごとへの探求から始まる。この探求のプロセスにより、さまざまな技法・素材を用いた多様な作
品を展開してきた。
本論の主題にある〈星座的鏡面体〉とは、こうした私の絵画制作方法を表している。〈星座〉とは、散在
する点のような状態にある多様な制作の動機・必然・プロセスを、群体として繋ぎ合わせることを意味し
ている。また〈鏡面〉とは、絵画が孕む鏡像的性質へのメタファーから派生し、作品が社会や環境といっ
た要因を反映している状態、私自身と社会や環境などとの関係性を表している。こうして〈星座的鏡面
体〉が、私の絵画制作の総体を捉えるものとなるのだが、しかしこれを客観的に論述するには、従来の
絵画という枠を越えなければならない。このことから、絵画という枠組みの越境を意図し、本論の副題を
〈“渡り”のための方法論〉と名付ける。しかし本論における越境は、美術史で何度も繰り返し行われ語ら
れてきた、古典から近代、そして現代美術の発生といった様式的越境ではない。リアリティ（現実認識）
の所在にもとづいた、私の制作における独自な越境性が、“渡り”と称して表される。

本論は大きく分け、３つの構成からなる。１章での問題提起を受け、２章と３章が〈呪術〉についての考
察となり、４章と５章が〈呪術〉的実践と捉えられるアートプロジェクトについての考察、そして６章で自作
の展開を交え、〈呪術的〉見地からの表現—表層の奥に隠されたメタ群体の表出—〈星座的鏡面体〉と
する。

１章で提示される問題は、写実性によるリアリティへの懐疑である。絵画は長らく写実性を立脚点にリ
アリティを構築してきた。今日でも〈写実的であること〉が、絵画をはじめとした視覚表現において最重要
なリアリティの源泉となっている。これを端的に表すキーワードが〈鏡〉である。
ラス・メニーナス

しかし、〈鏡〉に映された像は、果たして現実であるのか。ベラスケスの《侍女たち》を呼び水とし、絵画
が孕む鏡像的性質への懐疑、リアリティの崩壊を読み取る。そして〈鏡〉とは異なるリアリティの存在へと
向かい、思考を展開していく。
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２章と３章では、１章での問題提起を受け、〈鏡〉とは異なるリアリティを探し出す。
２章では、〈鏡〉とは異なるリアリティへの糸口に、古代文明や民間信仰に見られる〈呪術〉を挙げる。
〈呪術〉を用いて、美術の社会的価値のリロード（再読み込み）を行なっていくが、これによって〈憑依のリ
アリティ〉の存在を明らかにしていく。
３章では、八重山諸島やミクロネシアなどといった島々へ旅をしたエピソードを挿し入れる。２章で提
示する〈呪術〉における越境性—同化・憑依—の裏付けとなり、〈憑依のリアリティ〉を具体化する。
４章と５章では、〈呪術〉の今日の姿として、アートプロジェクトについて述べる。
４章では、続く５章で本論筆者の私が行なう「WATARASE Art Project（WAP）」を読み進めるため
の、現在のアートプロジェクトの類型化を行う。アートプロジェクトの発生、また目的や主体の差異を比較
しつつ、同時に進行してきた美術表現の様式的拡張についてまとめる。
５章では、アートプロジェクトの主宰と実践について WAP を事例に述べる。WAP は、実際には〈憑依
のリアリティ〉をベースに始まったのではないが、２・３章で導き出される〈憑依のリアリティ〉を片隅に置き
つつ読み進めてもらいたい。アーティストという主体が、外部や周囲と〈協働・反転・伝染・投影〉されてい
くさまは、〈呪術〉的越境性に相当し、また絵画の内／外を越境する“渡り”へと繋がる。
そして、６章において、結論—星座的鏡面体—として、“渡り”を続ける私の絵画制作をまとめる。

繰り返すが、本論はあくまでも絵画についての論考であり、また私の絵画制作を表している。しかし列
挙される事例は、おそらく絵画の絵画らしさを醸し出すようなものではない。いつかは絵画へと戻ろうと
するのだが、この試みは、本当に絵画への帰結という成功で締めくくることができるのだろうか。
渡り鳥は、飛び立った土地へと再び戻ってくる。私は渡り鳥に思いを馳せながら、絵画の外へと旅に
出たつもりであったが、帰る約束をして旅立った場所は本当に絵画であったのだろうか。渡り鳥がときに
〈星座〉をコンパス代わりに用いることがあるように、本論は、絵画という〈鏡〉から始まった私の制作の変
遷—“渡り”—が、〈星座〉的に繋がれることによって現代のリアリティの所在を示す。
〈星座的鏡面体〉は、私の絵画制作方法であるとともに、現代のリアリティを再構築する旅のための地
図—“渡り”のための方法論—となるだろう。
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1章 リア リテ ィ — 問 題

1章１節 鳥の詩

渡り鳥は海原を飛ぶ。
コンパスもなく、延々と、ひたすら青い海原を飛ぶのだ。

彼らが方角を間違えることなく飛べる理由に、星座をコンパス代わりにしているとした説がある。1

しかし鳥たちとて自由ではない。夜になれば彼らは大抵、暗闇で目が見えなくなる。
だとすれば、なぜ彼らは星座が見えるのだろうか。
それは昼間でも、見えない星の位置を見ることができるからだ。
彼らは地磁気を察知して、見えない星座の位置を知ることができるのだ。

彼らの視覚は、私たちには見えないものを見ているのだ。

地磁気の乱れで方向を失う。
星々をコンパスに使うといった本能は、時に彼らを縛りつけるルールである。
しかし、不自由であることで、彼らは翼を得られた。
いや、翼を得られたがゆえの不自由なのかもしれない。

“渡り”は、鳥たちのような視覚を得ることだ。
その視覚で得られる翼は、〈見る／見られる〉に縛られない。
そして彼らは境界を渡っていく。

鳥たちはここから向こうへと、点と点を線で繋いで行くように、海という広大な境界を渡る。

1

中村司 『渡り鳥の世界−渡りの科学入門（山日ライブラリー）』 山梨日日新聞社, ２０１２年
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1章２節 見る／見られる：鏡への懐疑 — 《侍女たち 》から
私の絵画制作は〈映る〉と〈映す〉といった、一種乱暴な二元論が根底にあった。
〈映る〉という現象が〈映す〉という行為に結ばれ、この現象と行為の境界に、絵画が成立しているので
ある。絵画は何かを映すための表層で、また何かが映っている媒体といった前提がなされる。これは絵
画に生来的に存在する、鏡像性の原理にもとづく。何らかを映しとる鏡であること、鏡像性が絵画であり、
そのリアリティを裏付け強化するのが写実であった。
〈見る〉と〈見られる〉の関係も同様に、鏡像的性質に立脚する。〈見る〉〈映す〉主体としてのアーティス
トに、それらの受動体として絵画が存在する。それとともに鑑賞者も現れる。鏡が常に何かを映し続けて
いるように、絵画はアーティストの視覚を受動体として映し続けながら、常に〈見られ〉続けられている側
なのだ。いかにして〈見られる〉ことに優れているか、見る側に対して、より多くの情報を、より正確に伝え
ることが、絵画の重要な使命であり、写実的リアリズムは、鏡像性の極致なのだ。
目の前に、写実的—それらしく—に在ることによって、私たちは、絵画が現実を映したものである、と
する。しかし、それらしく映るのであれば、すべてが現実かのように思い込ませられてしまう。たとえどのよ
うに絵画の様式が多岐に分化しようとも、絵画の根底に存在する鏡像的性質によって、写実性と無縁で
はいられない。優れた鏡であることが、優れた絵画としての存在意義であったのだ。

ラス・メニーナス

〈見る／見られる〉という関係の考察について、谷川渥がベラスケス2の《侍女たち》（図１） 3を取り上げ
ラス・メニーナス

たことが思い出される。《侍女たち》は謎の多い絵である。この絵をめぐる論考は枚挙に暇がないのだが、
この絵は、写実的リアリズムの持つ一種の虚偽性、そして不条理、〈見る／見られる〉という関係の不確
かさを伝える。
ラス・メニーナス

《侍女たち》を通例的に理解すれば、宮廷画家であったベラスケスが、国王夫妻を描いているのを退
屈そうに眺める王女と、彼女をなだめる侍女たち、そして絵画を制作している画家本人を描いたと思わ
れる。また侍女たちを絵のタイトルとしたところに、宮廷画家という権威の内からの、権威に対するささや
かな抵抗をうかがうこともできるかもしれない。矮人や犬の登場もまた、当時の宮廷文化の蒐集性という、
権力による暴力性を表そうとしていたのかもしれない。
しかし、この絵の真実のテーマは、絵画という表層の内側にいくつもの表層を取り込み、しかし内省的
ラス・メニーナス

に隠蔽されたまま明かされず、矛盾、不条理へと、絵を見る者を誘う。《侍女たち》には、少なくとも４つの
表層―画中の画家が描くキャンバスのオモテ面、朧げに人物が映る鏡、部屋の奥で人物が立つ扉の向
ラス・メニーナス

こう側、そして《侍女たち》そのものが描かれた支持体―が存在する。

2
3

ディエゴ・ベラスケス（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, １５９９年〜１６６０年） スペインの画家
ラス・メニーナス（Las Meninas）の正しい訳は「女官たち」であるが、本論では谷川の訳「侍女たち」に準ずる。
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図 1 ディエゴ・ベラスケス 《侍女たち 》
１６５６年 キャンバスに油彩 ３１８×２７６cm マドリッド、プラド美術館蔵

出典：「wikipedia」 http://ja.wikipedia.org

．�．�
４つの表層のひとつ、この絵が描かれている支持体そのものの位置 について考えてみる。画家が目
ラス・メニーナス

の前にある光景を見ながら描いた、と仮定すると、《侍女たち》は多くの矛盾、不条理を孕んでしまう。
この絵を見ている視線は、画家本人が見ている視線ではない。ベラスケス本人は、画中に表されてい
る物語のうえで〈画中の画家のためのモデルとなっている人物〉の視線を演じ、それはこの絵を見る者の
．�．�
位置にも相当する。これは画中に、絵を描く画家（ベラスケス本人と思われる）が登場していることによっ
て裏付けられる。つまり、この絵の〈見えないモデル〉は、画中の画家に〈見られている〉ことで〈居ること〉
になってしまっているのだ。それどころか、画中の登場人物の大半、犬の視線でさえも〈見えないモデ
ル〉へと注がれているからだ。
一体誰から見た光景であったのか。それを示す手がかりである鏡の像は朧げであり、通例通りに国王
ラス・メニーナス

夫妻であるとは特定できない。もちろん《侍女たち 》というタイトルによって、侍女たちを伴う身分の人々
である、ということはうかがえる。しかしそれも推測に過ぎず、通例では王女とされる中央の少女の身分
は王女とは限らない。彼女は侍女のひとりかもしれない。極端な話、仮に王女がいなければならない、と
したら、王女は犬であり、犬の王国に侍女などとして仕える人間の光景を描いたと言っても構わないの
だ。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
〈見えないモデル〉が誰であったのか、すべてはオモテを隠されたキャンバスのオモテに隠されている。
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画中の画家の位置になったことを想像し、このキャンバスのオモテ面を想像する。このとき得られる解の
ラス・メニーナス

すべてが、《侍女たち》の真実である。
ラス・メニーナス

《侍女たち》の解は無限にあり、隠されたキャンバスのオモテ面に描かれているのが犬ならば、国王夫
妻も犬となる。王女がいる、という画中の物語上、これによって王女も犬になってしまう。つまり、この絵の
中で繰広げられる物語の真実を探すこと自体が、もはや不毛な行為なのだ。
谷川は「可能な答はひとつしかない。つまり、画家は鏡に映った光景を描いたのだという答である」4と
する。もちろん、これも画中の画家をベラスケス本人と仮定して成り立つのだが、彼や侍女たちの目の前
には巨大な鏡があり、そこに映された光景―彼自身と侍女たち―を描いているのだ、とする。すなわち、
ラス・メニーナス

《侍女たち》そのものが描かれた、支持体という表層自体が鏡である、とするのだ。しかし、室内奥の鏡と
いう表層によって、もしも画中の画家や人物たちの眼前に鏡があるのなら、鏡に映った、国王夫妻と思
われる人物の位置が消失してしまう。
ラス・メニーナス

ひとつの表層に注視すれば、その表層によって他の表層に矛盾が生じるよう《侍女たち》は仕組まれ
ている。つまりベラスケスによって巧妙に仕組まれた、さも現実のように見えるが非現実の世界なのだ。
これは、ベラスケスが投げかけた、〈見る／見られる〉という関係への懐疑ではなかろうか。
こうした矛盾を総じて、私たちには「写真の発明以降、現在にいたるまでわれわれの感性にすっかり
浸透した、実在感＝写真的リアリズム（写実性によるリアリティ）という無意識的な了解がある」ことに気付
く。つまり私たちには、絵画は画家が見た眼前の光景を映しているもの、という認識が無意識に摺り込ま
ラス・メニーナス

れているのだ。「だから《侍女たち 》が、現実の出来事の一瞬を写した奇跡的なスナップショットのように
思われ」5 てしまう。
ラス・メニーナス

《侍女たち 》の支持体という表層に直接描かれたのは〈見ている〉人物であり、裏を返せば、この絵に
は、彼らに〈見られている〉、〈見えないモデル〉が（実際には見えないが）描かれているのだ。この絵を
〈見る〉という行為は、彼ら画中の人物に〈見られる〉ことになる。本来〈見られる〉対象、つまり客体のみで
あった絵画が、〈見る〉主体に変化しているのだ。絵画の（支持体という）表層、つまり絵画の〈内／外〉の
境界を挟み、描かれた登場人物たちは境界の外側を〈見ている〉のだ。
また、この絵を見る人々は、画中の人物たちの最も奥に示される、扉の向こうの空間に気付く。奥へ、
という空間の提示は、この絵そのものに現実空間のような奥行きを暗示させるが、本来であれば絵画の
〈内／外〉となる、物質的な表層の先に奥行きがあることを表しているのだ。
ラス・メニーナス

《侍女たち 》は、絵画が持つ、絵画はアーティストの目に映った光景を映し出したもの、という〈映る／
映す〉の関係を鮮やかに否定する。また〈見る／見られる〉といった、主客の関係をも覆す。私たちの〈見
る〉という行為に従属的な〈見られる〉対象を解き放とうとしたのだ。
．�．�．�．�．�．�
言わば、現実である、と思い込まされた鏡の中の光景が、本当に現実なのか、と疑問を提示するととも
4
5

谷川渥 『鏡と皮膚』 筑摩書房, ２００１年, p.１１６
谷川渥 『鏡と皮膚』 筑摩書房, ２００１年, p.１１８
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に、絵画は自由に〈見る〉人を欺く。絵画がただ目の前の像を映すに過ぎない鏡であることを暗黙的に
教え込まされた私たちは、目の前に存在するものしか見ない。しかし鏡に映されていた像は、より自由に、
かつ勝手に動き出すのである。

現代において、ビジュアルイメージ（写真、映像、そして絵画）が、本当に現実であるかなどは、もはや
言い尽くされて久しい。鏡像的性質を根底に持つ写実による絵画は、もはやリアリティを構築するものと
しての意味をなさなくなっている。かつて写真の発明があり、また今日では、マスメディア、インターネット
での画像の氾濫などがあるように、ビジュアルイメージは、目の前に、それがまさにそれらしくある、とい
っただけではリアリティを構築できなくなっている。例を挙げれば、湾岸戦争6のイラクへの空爆は、それ
自体が恐ろしいことであるのに、まるで流星群でも見ているかのように幻想的だったし、９.１１アメリカ同
時多発テロ7で航空機が激突していくさまは、何かの映画でも見ているかのようだった。また直近では、
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
東日本大震災 8で押し寄せる津波の映像は、多くの人々に恐怖を与えたが、こんなことが現実に起こり
．�．�
得るなんて信じられない、と、すでにこのビジュアルイメージを、どこかで植え付けられていたことに気付
く。未曾有の大災害も、ビジュアルイメージは既知のものだったのだ。
現実を〈映した〉鏡であったはずの絵画でさえ、夢物語か架空のできごとを表すための媒体でしかな
いとされた。また、ビジュアルイメージのリアリティが、もはや現実の証明にはならないことも一般論化して
いる。だとしたら、私たちはいったい何を見て、リアリティを構築しているのか。〈見える〉ものごとだけでは
現実を証明できないとしたら、絵画は、何をしてリアリティを持つことができるのだろうか。

前置きが長くなったが、絵画の鏡像的性質へ疑惑を持ち、絵画をめぐる現代のリアリティの行方を問
題提起とし、本論を始める。それゆえに本論は絵画論である、と先に述べておく。しかし、絵画として〈見
える〉ものごとだけが対象となるのではなく、およそ絵画らしくはないできごとまで拡張的に考えを進めて
いく。〈見える〉から 〈見えない〉へ、また〈見えない〉を〈見る〉ことのできる視覚の在処へと、地図のない
“渡り”を開始する。

湾岸戦争：１９９０年８月２日にイラクがクウェートへ侵攻したのを機に、国際連合による多国籍軍の派遣が決定。１９９１年１月１７
日にイラクを空爆したことに始まる戦争。歴史上初めて空爆の様子がライブ映像でテレビ放映された。
7 ９.１１ アメリカ同時多発テロ事件：２００１年９月１１日に、アメリカにて４カ所で同時に発生したテロ事件。航空機を用いた史上最
大規模のテロ事件であり、かつ２１世紀において最初に発生したテロ事件でもある。テロ事件が発生したのが朝の報道番組の放
送時間にも重なっていたため、ニューヨーク・マンハッタン：世界貿易センタービルへの２度目の航空機激突など、衝撃的な映像
が世界中にライブ映像で配信された。
8 東日本大震災：２０１１年３月１１日に宮城県三陸海岸沖を震源に発生した東北地方太平洋沖地震による津波災害、余震などを
含めた大規模地震災害。インターネットの普及により、東北地方を中心とした太平洋沿岸地域の各所で、津波が押し寄せる様子
などがライブ中継され、また SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を通じ、さまざまな情報が氾濫した。
6
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2章 呪 術 考

2章１節 呪術と芸術
絵画のリアリティをめぐり、現代における〈絵画〉という定義付けがなされる以前、古代へと視点をさか
のぼってみる。絵画をより拡張的に、美術、そして芸術と上位的概念から捉えたとき、古代の呪術へとた
どりつく。それは〈鏡〉の歴史と言ってもよく、統治システムとして古代社会の中心軸にあった呪術には、
象徴的に〈鏡〉が登場するからだ。

呪術における一般論は、文化人類学的に、原始宗教におけるシャーマニズムやアニミズムに代表さ
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
れる、呪（まじな）い、呪（のろ）い、祓いといった、神や霊的な力を利用する行為や儀式、呪文などを指
シャーマン

すもの、とできる。またこうした呪術行為を行なう祈祷師という存在も想起される。しかし呪術は人類の初
期社会や初期文明において、政治的な中心軸でもあり、現代の宗教とは異なる、といった見方もある。9
呪術を英語では［magic（マジック）］と言う。この［magic］は古代ペルシアのゾロアスター教の聖典ア
ヴェスターに用いられていた［magu（マグ）］に由来する。ギリシャ語を経由しラテン語化による［magi
（マギ/マジ）］となり、［magic］となったのである。ゾロアスター教と言えば、古代ペルシアを起源とする善
悪二元論による原始宗教であるが、この成立については未だに謎が多く、創始者ザラスシュトラ（ゾロア
スターの独語読み）は、世界最古の預言者と言われている。ゾロアスター教と同型と見られる原始宗教
は、それこそ世界中に散在し、その観念は数多くの宗教に引き継がれていった。
面白いことに、呪（まじな）うは古語では〈マジ〉に行なうの意味である〈ナフ〉がつけられた［マジナフ］
であり、語源ともとれる［まじくなふ］という言葉が広辞苑にも掲載されている。〈マジクをおこナフ〉というこ
とで、言語の発生から考えると、呪術（magic）は世界共通のものであった、と推測することができる。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
この呪術を、神や霊的な力を利用する行為や儀式、呪文 などとできるのは、呪術が非科学的なもの
、、、、、
である、という前提にもとづく。しかし、呪術がどのような場で行われていたのかを考えると、科学の前段
、
階 ともとらえられる 10のだ。科学、広義には体系化された知識や経験の総称であり、自然科学も人文科
学も社会科学も含まれ、もちろん芸術もその中に含められる。これを逆にたどり、芸術は呪術である、と
するのはやや短絡的ではあるが、呪術と芸術とには性質的共通性や形質的相似性をさまざまな類型か
ら見ることができる。その象徴たる存在が〈鏡〉なのだ。それゆえに芸術は呪術が現在まで残った形であ
り、うち絵画は、〈鏡〉という呪術性を現代へともっとも色濃く引き継いでいる。

9
10

吉田禎吾 『呪術』 『文化人類学辞典』 弘文堂, １９８７年
ジェームズ・フレイザー（James George Frazer） 『初版 金枝編（上下）』 （吉川信訳） 筑摩書房, ２００３年
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2章２節 境界の呪術

2.２.１ 分化という呪術性

、、、、、、
フレイザー11が、呪術は科学の前段階ともとらえられる、とするように、古代、呪術は、社会システムの
シャーマン

根幹であり、呪術を行なう祈祷師は社会の中心だった。
原初、世界の四大文明を見れば呪術の社会性は明白である。古代には密林地帯であったナイル川
の恩恵を受け栄えたエジプト、同様にティグリス・ユーフラテス川に栄えたメソポタミア、インダス川、黄河
…など、大河が文明の拠り所となった。大河のほとりで農耕が始まり、それ以前の狩猟を中心とした部族
など小集団での生活から、より広範な民族としての生活単位になることで、その大集団を統治する必要
が生じてきた。統治に必要な条件は、民が食うに困らないよう、農耕を管理することによる平穏であった。
古代の人々は空を仰ぎ、かたや太陽の軌道（実際には太陽を回る地球の軌道だが）や月の満ち欠け、
はたまた星座の位置によって気候の変動を察知し、大河の氾濫を予期した。氾濫は脅威であると同時
に、土壌に養分をもたらす豊穣のメカニズムでもある。危機と繁栄は表裏一体で、それらを予期する呪
術―占星術、易、風水は、統治者に必要な能力だった。
しかしこの呪術は、当たるも八卦、当たらぬも八卦な霊感や直感ではなかったのだ。あまたの事象を
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
．�．�．�．�
帰納的推論と演繹的判断 によって理解しようとする論理学 である。帰納的推論、過去の事象のデータ
蓄積による統計学と、演繹的判断、データから抽出された法則性の適用によって、たとえば民衆に対し
て統治者が気象をあたかも霊感的にコントロールしているかのように見せていたのだ。
例えば、この国にある A という川は６月になると洪水を起こす、あの B という川も６月になると洪水を起
．�．�．�．�．�
こす。そして C という川も６月になると洪水を起こした。つまり６月は洪水の季節なのだ。帰納的推論を行
なえば、洪水の起こる季節を予測でき、神懸かり的な呪術師となるのだ。
また、もうひとつ例えると、洪水が起きた翌月には、以前よりも草が生い茂る。この国の A 川では先月
．�．�．�．�．�
に洪水が起きた。A 川は作物を育てる養分に満たされたのだ。経験則にもとづき演繹的判断で民に指
示を与えれば、優れた統治者としての資質を証明できるのだ。
もっとも、大河が文明の発生源であった、とするのも帰納的な論法であり、その逆を導けば例外も存
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
在するだろう。しかし帰納的推論と演繹的判断による論理学 である呪術を用いることで、気象を操る奇
跡を見せ、人心を掌握する巧みな話術を駆使し、統治者としての権力を得られたのだ。すなわち政治
や宗教は、呪術の内から分化的発生をしたのである。逆に言えば、政治家も宗教家も、彼らはみな原初
では呪術師だったのだ。
呪術を行使することで、権力という中心性（セントラリズム、中央集権主義）が生まれ、国家という領域
．�
が生まれる。しかしこの領域の策定は、同時に広大な〈世界〉から〈私の国〉だけを切り取る。呪術には中

11

ジェームズ・フレイザー（James George Frazer, １８５４年〜１９４１年） 社会人類学者、スコットランド出身。
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．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
心性と分化性といった、２種の効果があることがわかる。

2.２.２ 脱・呪術化
政治、宗教の呪術からの分化は、完全な分化ではなかった。古代に呪術を行使することで統治者が
権力を誇示したのであれば、宗教はさらに絶対的な権力の確立、すなわち統治者自らの神秘性を保証
．�．�．�．�
する一神教的モデルを策定する必要があった。唯一の絶対性とそれ以外とに区分けすべく、一神教モ
デルが生み出されるのは、呪術の持つ中心性の発生から考えれば必然であろう。西洋的に言えばキリ
．�．�
スト教がそれにあたる。唯一絶対の存在が真であり正であるならば、そうでないものは偽であり悪である、
とされたのだ。統治者による一神教的モデルの強要が中世史の一側面でもある。呪術を駆使し権力に
変えた統治者に対し、同様に呪術を用いて自然の原理を解明しようとした科学者たち。中世ヨーロッパ
．�．�．�
の魔女狩りは神懸かりの本物の呪詛をかける〈魔女〉を対象にしたのではなく、キリスト教的価値基準の
もとで異端、とされた者たちが餌食となった。多くの科学者は宗教的かつ政治的観念においては〈魔女〉
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
．�．�．�．�．�．�
であった。科学者を魔女としたのは、帰納的推論に裏付けされた宗教の演繹的神託性、つまり権力が、
同様の方法を知る別の型、科学の力で薄まってしまうのを恐れたがゆえだ。
科学も政治も宗教も、それらはある種の中心性、求心力を持ったものだ。つまり分化を促す、呪術の
もうひとつの効果として発生した境界をめぐり、権力、求心力が生まれ、その力の発生のメカニズムを概
念化したものが、科学や政治や宗教である。
．�
逆に言えば、分化以前、あまたの事象は呪術のもとには等しく、序列を持たない。呪術そのものは個
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
別の事象が群体となっているさまとも考えることができる。
呪術は、その効果として権力などの中心性を生み出すのだが、しかし呪術そのものは群体として固定
の概念を持たない。今日までの歴史を見て、呪術に代わって、宗教、政治、科学が社会システムを形成
していくさまに、群体としての呪術的社会を、呪術からの進化的分化を果たした多様な概念で区分けし
てきた、ことがわかる。
すなわちこれが〈脱・呪術化〉である。群体という呪術的社会像を脱し、それぞれに個別に独立するこ
と。しかし呪術から脱する概念の発生もまた、本来であれば〈内／外〉の概念といった境界なき群体であ
る呪術においては、呪術の〈内〉なのだ。

ここで、アジアへと目を向けてみる。
日本では、邪馬台国、大和朝廷などの古代、祭礼・儀式は社会の重要な要素であり、祭礼や儀式を
シャーマン

司る巫女や祈祷師は社会の中心人物であった。以降も、陰陽道、風水、東洋占星術など、土着的かつ
霊感的な風情を装った思想が社会規範として隆盛であったが、近代化、西洋から〈脱・呪術化〉した概
念が流入することにより、日本における呪術は一斉に、社会の中心から辺縁へと押しやられた。
．�．�．�．�．�．�．�
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
日本の場合、明確な価値基準（つまり何らかの言葉や観念にくくること）にもとづいた文明的なものが
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．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
近代的であり、それらから外れた土着的かつ霊感的で多義的価値基準を孕む個別のもの を前近代的
．�．�．�．�
なものとした。呪術はまさに後者であり、アニミズムに代表される多神的モデルによるそれまでの社会形
成は、統治（もはやそれは支配というレベル）で邪魔なものとされ、辺縁へと押しやられた。
本来であれば、呪術の延長上に、進化的分化の末として宗教、政治、科学がある、と、とらえられる。
．�．�．�．�
しかし日本では、突然、脈絡なく訪れた呪術以後の概念によって、それまでの社会システムは書き換え
られた。呪術は社会から切り離され、同一領域では語ることのできない、完全な内・外といった境界を持
つものになってしまった。日本における〈脱・呪術化〉は、進化的分化ではなく、外部からもたらされた中
心性が呪術的な群体としての社会を、近代社会とそれ以外のものへ分断させたことで行われた、〈呪術
の忘却〉だったのである。

2.２.３ 鏡と呪術
日本の古代文明において、それらを現代へと伝える古墳や遺跡などからの出土品には、土器、勾玉、
剣（矛）、銅鐸、そして鏡がある（図２）。
土器はその様式の変遷が時代区分にも使われるように、各地で多量に出土し、生活の道具という用
途も明確である。また、勾玉は生活の中での装身具でもあるが、希少性から、高貴な身分の人々が身に
つけていたと考えられる。同様に、剣（矛）は武力、すなわち権力を象徴するものであった。銅鐸につい
ては未だに用途が明確となっていないが、祭礼の際に打ち鳴らしていたと考えられている。
そして、鏡について、今日の鏡とは違い、古代の鏡は像を正確に映すものではなく、銅などの金属を
磨いてつくられ、光を反射することができる程度のものである。しかし光を反射できることは、古代におい
て重要であった。今日でも日本各地の神社に御神体として鏡が安置されているように、鏡は社会の中心
を形づくっていたのだ。

図 2 三角縁波帯紋四神二獣鏡（レプリカ）
３世紀後半頃（推定） 岐阜県各務原市 埋蔵文化財センター蔵
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出典：「wikipedia」 http://ja.wikipedia.org

鏡が使用されていた場を想像してみる。
薄暗がりの早朝、祭礼の場の中心には祭司（場合によっては権力者）が立っている。彼（彼女）はその
手に鏡を持ち、頭上へと掲げる。ちょうど太陽が東からのぼり始めるところ、日光を反射し鏡は光り輝く。
祭司の頭上にあたかも太陽がのぼっているかのような光が輝き、人々は神懸かり的な瞬間を目撃する。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
鏡は生命の源ともとれる太陽の光を映し、帰納的推論に裏付けされた演繹的神託性を表し権力を集
中させる重要な道具であった。物質的には、磨かれた金属に過ぎないが、しかしその表層に映る光に
人々は神秘を感じるとともに、光を映す鏡は大きな権力をもたらした。
しかしこの鏡から、鏡に光を〈映す〉ことのみを取り出せば、それが芸術（主にビジュアルアーツ）へと
通じる。古代日本の〈光を映す〉祭礼は、言わばパフォーミングアーツと呼べるかもしれないが、中世ヨー
ロッパのカテドラルに設えられたステンドグラスから内側に差し込む何色もの厳かな光は、中世キリスト教
の中心性を神秘性へと変え高めていった。また壮麗な天井画も、それを描いたアーティストたちの技巧
も神懸かり的であるが、キリスト教世界の光を映し出す優れた鏡であった。
鏡から光へ、そして絵画へと、形を変えながらも、鏡像的性質として呪術は引き継がれているのだ。

2章３節 越境の呪術

2.３.１ 卑芸術の境界
ここまでは呪術を、権力者による社会システムとして捉えて来たが、やや視点を変え、民衆の生活の
レベルで今日の芸術に通じる呪術的風景を探ってみる。
音楽を例にあげる。今日、崇高なクラシック音楽を芸術的と称する人は多いものの、それらを愛好す
る人は、全体から見ればマイノリティである。しかし芸術と称する人こそ少ないものの、大衆音楽を愛好し
批評する人は多い。無論、大衆の支持を集めるものだから大衆音楽なのであるが、どちらも音楽という
表現分野では同一であるにもかかわらず、大衆とそうではないもの、芸術と目されるのはマイノリティの
側であり、ここに、芸術を〈理解してはならないもの〉と、理解を放棄する大衆の認識が垣間見えるのだ。
同様に絵画を挙げれば、絵画とマンガの同一性、類似性はいくつも見つけられるだろう。例えばマン
ガを複製芸術ととらえるなら、絵画における版表現の一分野、とすることもできる。歴史をさかのぼると版
画は浮世絵に通じる。しかし浮世絵も、隆盛期には大衆文化の華であり、今日で言うところの芸術という
概念にはくくられていなかった。
浮世絵の時代、よもや、江戸城の天守閣で浮世絵の題材が障壁画に施されていた、などと考えもつ
かなければ有りもしなかったのは、大衆と特権階級との隔たりが、そのまま今日的な芸術と非芸術の境
界となって存在していたがゆえである。
海を渡った浮世絵が、印象派の画家たちに大きな影響を与えた、など、当の浮世絵師でさえ想像もし
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ていなかっただろう。浮世絵もマンガも、日本では芸術として見なされていなかったが、海外で芸術とし
て評価された逆輸入というかたちで、遅れて日本でも芸術の領域へ参与したのである。
今日も、大衆の側からは、芸術とされるものごとについて不可侵の条約が暗黙のうちに敷かれ、芸術
の側からも、世俗的な大衆の芸能に美と徳を見出してはならない、という関を設けているのである。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
しかし、芸術とは何か、それは美の概念である 、とすれば、時代的な偏差はあるものの、自然の風景
や人の容姿を見て美しいと思うように、文明開化以前の日本に、ものごとの美にまつわる一定の類型の
ような〈美の概念〉が存在していなかったわけではない。権力により価値を規定された〈美の概念〉を芸術
とすれば、城や寺社の障壁画、屏風などに描かれた絵画がそれにあたり、西洋で君主や領主がパトロ
ンとなり、キリスト教会に庇護されてきた芸術観念と相違はない。つまり、芸術か非芸術か、ではなく、権
力により境界が形づくられ〈芸術と卑芸術〉とに隔てられていたのである。

2.３.２ 卑芸術の美 — 能
能の起源（図３）を考えてみる。能は、今日では伝統的芸能として確かな地位を持ち、また神楽、薪能
といった、宗教的な祭礼も能に含まれているなど、宗教との関連性も多い。

能はもと能芸、芸能の意をもつ語であって、田楽の能というごとく猿楽以外にもこれが用いられてい
たが、他のものが衰えて猿楽だけが盛んになるとともに、ほとんど猿楽の能の略称となり、明治以後、
これを能楽と呼称することが一般的となった。（文化庁）12

図 3 《田楽・猿楽『七十一番職人歌合』 》
出典：情報処理推進機構「教育用画像素材集サイト」−能楽の起源 http://www２.edu.ipa.go.jp

文化庁「国指定文化財等データベース」–重要無形文化財 能楽 〔http://kunishitei.bunka.go.jp〕 （最終検索日：２０１３年
７月５日）

12
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能は室町時代、観阿弥13・世阿弥14によって、現在とほぼ同じ形式に大成された。しかし観阿弥・世阿
弥以前、能の起源となった猿楽を演じる者は下層賤民とされていた。三条公忠15の記した『後愚昧記』16
には「カクノ如キ猿楽ハ乞食ノ所業ナリ。シカルニ賞玩近仕ノ条、世以テ傾寄ノ由。」とある。乞食とされ
た由縁は、当時の制度下での居住区域が原因であり、猿楽は漂泊の民、つまり定住の地を持たない
（支配階級の領地に属していない）者たちが行なうものだったからだ。しかし、寺社に庇護され猿楽は隆
盛、観阿弥・世阿弥の行なった猿楽は将軍足利義満17の愛顧を受けて〈美の概念〉へと参入したのであ
る。
権力が卑芸術を芸術へと参入させる。すなわち権力こそが境界となっている。しかし、漂泊の民を大
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
衆に対してマイノリティ＝卑しい者たちとすれば、権力を持った統治者も大衆から見ればごく限られた一
部、つまりマイノリティなのである。統治者という聖性の最上級と漂泊者という俗性の最下級の根底は同
質で、反転が容易なのだ。

才の男は、せいのうとも発音したらしい。青農と書いたものがある。又、細男と書いて、せいのう
ニンギャウ

と訓ませても居る。共に、此場合は、多く人形 の事の様であるが、才の男の方は、人である事も
ミ カ グ ラ

ニンヂャウ

あつた。平安朝の文献に、宮廷の御神楽に、人長 の舞ひの後、酒一巡して、才の男の態がある、
と次第書きがある。此は一種の猿楽で、滑稽な物まねであつたと思はれる。「態」とあるによつて、
わざ・しぐさを、身ぶりで演じた事が示されて居る。
この「態」の略字が「能」である。田楽能・猿楽能など言ふ、身ぶり狂言の能は、此から来た。併
し、宮廷の御神楽に出る、才の男が人間であるのは、元偶人が演じた態を、人間がまねたのだと
考へられる。（中略）才の男は、人形であるのが本態で、宮廷の御神楽に出る才の男が人間であ
るのは、其変化である、と見る考へはなり立つと思ふ。
神楽に出る才の男が、猿楽風に物まねをするのは、神の暗示を具体化する、副演出と見る事
が出来る。此は元来、才の男が精霊役で、別に、此に対する神があり、神がして、才の男がわき
と言ふ風に、対立して演じた事から生じた、と解すればよい。（折口信夫18, １９２９）19

折口信夫による能の解釈にもあるように、能の内にも聖性と俗性の対比が描かれる。神秘性を模倣す
ることが俗性でありながら、神秘性そのものは人形という造形物に過ぎないのである。また模倣、という、
神秘性への一種の同化を行なっていたことも興味深い。

13
14
15
16
17
18
19

観阿弥（１３３３年〜１３８４年）
世阿弥（１３６３年？〜１４４１年？）
三条公忠（押小路公忠、後押小路内府とも １３４６年〜１３８４年） 室町時代・南北朝期の公卿。
『後愚昧記』 三条公忠による１３６１年〜１３８３年の日記、全３０巻 / 国宝・重要文化財（東京大学史料編纂所 収蔵）。
足利義満（１３５８年〜１４０８年）
折口信夫（１８８７年〜１９５３年）民俗学者、国文学者、国語学者。
折口信夫 『折口信夫 全集３』 中央公論社, １９９５年 （初出：『民俗芸術 第二巻第四号』 １９２９年）
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能はなぜ、こうした反転や同化が可能であるのか。仕草や身振りを模倣するだけではなく、能におい
て思い起こされるのは〈面〉の存在である。〈面〉をつけかえることで、瞬時に立場は入れ替わる。それは
化粧でも良いのかもしれないが、卑芸術であった漂泊の民の猿楽が、芸術という能へと進化するさまは、
権力者による境界の呪術の行使によるものの、下賤から高貴へ、そして俗から聖、聖から邪にも成り代
わる、中身となる人は変わらずに、まさに〈面〉をつけかえるようなものだ。

2.３.３ 卑芸術の美 — 歌舞伎
能と同じく、歌舞伎の起源となったクニ20にも芸術と卑芸術の関係を見ることができる。

此頃カフキ踊ト云事有 出雲國神子女名ハ國 〈但非好女〉出仕京都ヘ上ル 縱ハ異風ナ
ル男ノマネヲシテ刀脇差衣裝以下殊異相也 彼男茶屋ノ女ト戲ル體有難クシタリ京中ノ上下
賞翫スル事不斜伏見城ヘモ參上シ度々躍ル 其後學之カブキノ座イクラモ有テ諸國エ下ル
江戸右大將秀忠公ハ不見給 （『当代記』21）

出雲大社の巫女であったクニは、男装して茶屋遊びに興じる伊達男を演じ、京都を中心に人気を博
した。クニの踊ったかぶき踊りを、念仏踊り、ややこ踊りとも呼ぶが、念仏踊りのルーツは菅原道真22の始
めた雨乞い踊りにあり、呪術的祈祷が芸術へと転化したことを端的に表す。またクニが巫女であったこと
シャーマン

も、祈祷師とアーティストが同業であったことを確認できる。
クニの踊りが評判になると、同性である遊女たちにより盛んに模倣がなされた。しかし大陸より伝来し
た儒学を重んじる徳川幕府により、遊女の踊る遊女歌舞伎はセクシャルなものとして禁止された。
かぶき踊りはその後も廃れることなく、演じ手が遊女から少年に代わり若衆歌舞伎となったが、当時は
衆道（男色）も一般的倫理観のうえで抵抗のないもので盛んに行なわれたため、やがて、現在と同様の
成人男子のみを原則とする歌舞伎―野郎歌舞伎―となったのである。
歌舞伎の起源には、能と同様に、聖性と俗性の混在を確認できるが、そこに相まった性性（セクシャリ
ティ）も見ることができる。セクシャリティの境界は呪術の上では現代と異なっていたのだろうか。
幕府による儒学的見地から、倫理的背徳性がクニの歌舞伎にあり、成人男子のみに歌舞伎の、儒学
的な正当性を認めるなら、統治者が規定したのは、成人男性のセクシャリティを真であり芸術とし、女性
性や同性性を偽であり卑芸術としたのだ。
しかし、クニが男装した、というのは、セクシャリティの越境であった。「神楽に出る才の男が、猿楽風に

20
21
22

クニ（出雲阿国とも １５７２年？〜没年不詳）
『当代記』 主に松平忠明により編纂された記録資料、１６２４年〜１６４４年に成立。
菅原道真（８４５年〜９０３年） 平安時代の貴族、学者、漢詩人。
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物まねをする 23」のが聖性と俗性の越境であれば、クニは性別の境界を越えていたのである。もとより、
能も歌舞伎も、それらの起源には聖も俗も性にも境界が存在しなかったのかもしれないが、クニは日本
での最初のポップアイドルでありイコンであり、その有り様はまさに聖と俗を体現した卑芸術の象徴的存
在である。すなわち、同化＝越境性という、境界の発生とは真逆の性質が卑芸術にはあった。
１６０３年、江戸城での勧進歌舞伎の上演を最後に、クニの消息は途絶えた。ポップアイドルとして考
えれば、没年不詳もまた憎いものであるが、クニの属した一座はもともと漂泊の民であり、歴史上からこ
つ然と消え行くのもまた必然であったのだろう。

2.３.４ 同化という呪術性
前節１項24を引用すれば、古代の統治者は呪術の使い手でもあった。しかし能や歌舞伎の起源に見
られるように、統治者の持っていた呪術とは別の方法をもって社会の中心性を獲得する人々も出現して
．�．�．�．�
きた。はじめ、彼らは卑しい下賤とされたが、権力により彼らは〈芸術〉へと高められた。呪術は帰納的推
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
論と演繹的判断による論理学であり、卑芸術は芸術への参入により、むしろ統計的な裏付けとして絶対
的な統治者の支持を得て、ますますその呪術性を強めているのである。
しかし、この卑芸術を呪術とすると、辺縁的な卑芸術は、聖性と俗性、相反する性質を同化させ、卑
芸術から芸術へと越境を果たす、境界を生み出す呪術とは真逆の性質を持っているのだ。
統治者の呪術である境界の呪術は、統治する領域、すなわち国土を規定し拡張するためのものでも
あった。呪術が行き届かない場は統治の領域外なのである。しかし、漂泊の民は統治領域の内外を行
き来し、彼らは場という境界をも越えられるのだ。漂泊の民の芸能を卑芸術から芸術へ、統治者の権力
が境界を越境させるのなら、漂泊の民は権力、統治の内と外、つまり境界の呪術そのものを越境する。
、、、、、、、、、
芸術における呪術性、それを呪術が科学の前段階 であったことを用いれば、芸術も科学の内であり
ながら、芸術の前段階とされる卑芸術には、境界の呪術に反した越境性が認められる。いや、むしろ、
．�．�．�．�．�．�．�．�．�
越境性そのものが、呪術の姿かたちである、等しく序列なき群体をも意味するのではないか。
漂泊の民が持っていた卑芸術、そこに呪術本来の形を見る。芸術の呪術性とは、こうした越境性にあ
るのではないだろうか。そして呪術は本来的に、相反する局面を持ち、それら境界を規定することも呪術
であり、境界の反転や越境という同化性も呪術の力である。この反転、越境、同化といった呪術性が、今
日の芸術にもたらす新たなリアリティなのではないか。また、呪術はこうした境界にまつわる種々の思考、
行為とも考えられるだろう。なぜなら、越境と分化という二面性は、相反するものでありながら、境界という
接続点・面があるからこそ生まれるものなのだ。

23
24

脚注１９に準ずる。
２.２.１, p.１９
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2章４節 呪術に見るリアリティの類型

2.４.１ 劇場のリアリティ
ここまでで、ひとまず呪術的見地におけるリアリティの類型化を試みる。
絵画は、ラスコーなどの洞窟壁画25から始まった。狩猟もしくは農耕、儀礼などを記録するアーカイブ
から、統治者や宗教の絶対性と神秘性を具現化する視覚的再現の装置として、社会システムを補完し
ていた。絵画は、呪術のアーカイブ、またその力を顕現させる装置であった、と言える。
西洋では〈脱・呪術化〉以降、飛躍的に絵画による視覚的再現性が高まる。ひとつは人の技能、技巧
が向上したからと考えられるが、今日の現代でも写実的な絵画を誰もが当たり前に描けるのではないよ
うに、呪術の時代でも視覚的再現性の高い能力を持つ人がいた、と考えられる。〈脱・呪術化〉の過程で、
視覚的再現性が急速に求められるようになったから、と考えるほうが正当である。
〈脱・呪術化〉は、呪術の姿や光景を、宗教、政治、科学といった概念への進化的分化、言わば文字
へと置き換えていくようなものだ。言葉は文字へ、つまり概念は文献という記録媒体を通じて広く人々へ
流布していく。文献は概念をより一般化して広めるには優れた機能を発揮した。しかし文献が広まること
で、同時に概念の視覚的再現も求められるようになったのだ。たとえば聖書の発明と宗教絵画の成立が
それである。視覚的再現を加えて真実味を増すことで、文献は他者に対して正当性を持つことができた。
概念の発生である〈脱・呪術化〉によって、芸術は実存―具現化と可視化―の媒体となったのだ。
呪術という個別の事象の群体から、それぞれに視覚を取り去り、共通する言葉、法則性を抽出し、概
念へと進化的分化を進める。概念の真実性、正当性を立証するために再び視覚化を行なう術が要求さ
れた。ありもしない伝説も飛躍的に誇張された伝承でさえも、芸術の視覚的再現力によって、存在を実
証することができたのだ。仮に存在が偽証であっても、視覚的再現性こそが正当性を保証する拠り所と
なっていた。ゆえに、西洋的に考えれば、リアリティとは物質や光景の実存の保証であり、形なき概念で
も視覚的に再現できるならばリアリティを持つのである。
言い換えれば、境界の呪術は、呪術から概念を分化させると同時に、視覚も分化させたのである。呪
術の宗教、政治、科学といった意味性が概念として独立し、概念は芸術により再現され力を持つ。つま
り芸術は、境界の呪術により、呪術の持っていた神秘性や力そのものが分化、独立したのでもある。しか
し概念の正当性の保証にはもうひとつ、視覚的再現を行った物質、もしくは光景が再現されていることを
表す証人が必要である。〈私を見ているあなた〉と〈あなたを見ている私〉が必要となってくる。誰も見てい
ない場所で概念の再現を行なっても実存は保証されないからだ。ゆえに〈脱・呪術化〉した後の芸術の
意味を汲み取れば、視覚的再現により〈私があなたを見ていることによってあなたの存在が証明され、あ
なたが私を見ていることで私の存在が保証される実存性〉となる。そしてさらに、存在を保証する人は多

25

ラスコー（前１５,０００年, フランス・ドルドーニュ県）、アルタミラ（前１８,０００年〜１０,０００年, スペイン・カンタブリア州）など。
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ければ多いほどよいのだ。つまり〈劇場のリアリティ〉である。

2.４.２ 憑依のリアリティ
アジア、そして日本における芸術はどうだろうか。
古事記、日本書紀、ラーマーヤナ、マハーバーラタ26、史記27、こうした伝記、歴史書で、視覚的に西
洋ほどの再現性をもったものは少ない。
西洋と同じくアジアや日本でも、古代、呪術は社会システムであった。しかし西洋にあったような〈脱・
呪術化〉が行なわれない、個別の事象がそのままに群体とされた状態でも、人々は何らかの方法により
リアリティを得られたから〈脱・呪術化〉の必要がなかったのではないか、と考えてみる。
ラーマーヤナ、マハーバーラタ、そして日本におけるさまざまな伝承は、口伝、音楽、舞踊など、音、
身体を介した体験により伝授されてきた。例として、現在でも日本の神楽や太鼓は音によって伝えられ、
音符や楽譜が存在しないのである。音符に楽譜、それもまた西洋での概念化による発明であり、日本に
古くから残る音楽、舞踊には、未だ今日においても伝えるためのまともな媒体を持っていないのだ 28 。
伝えるための媒体はなくとも、そのまま模倣することで伝えてきたのでもある。日本の呪術は意味の概念
化という共通項を持たずに、神秘は神秘のままに実存までも保証してきたのか。いや、むしろ実存がリア
リティの定義ではなかったからではないか。
呪術における神秘が存在するか否かなど問題ではなく、呪術的体験を模倣すること、模倣したもので
あれそれを体験的に共有できる、同化可能であればよいのだ。このとき視覚的再現は、正当性の保証
のためにあるのではなく、同化のために、すべてではなくその一端でもきっかけとしてあればよいのだ。
つまり日本における芸術を呪術的に解釈するならば、同化のための媒体、つまり憑依の依り代である。
能や歌舞伎の起源に見る、模倣による聖と俗の転換は、同化を表す代表的な事例でもあり、同化す
る越境の呪術、同化という呪術性は、他者の主体が自己の主体にもなる、主体の遷移と考えられる。自
らに他の個別の事象を取り込む、または自らを他の個別の事象へと遷移させる。同化は概念も視覚的
再現性も必要とせずに〈あなたは私でもあって私はあなたでもある〉とすることで、姿なき存在をも容認す
ることができた。
このように、日本では呪術に〈私はいつどこでもあなたになることができる〉といった、視覚的再現性に
依らない〈同化性を持った憑依のリアリティ〉を見出していたのである。自己という主体へ、呪術という他
者、客体を遷移させる同化、憑依することでリアリティを保ち、同化、憑依させる術が芸術であり、同化や
憑依を可能にするため、主体は常にそこに在るがそこにない、芸術は透明な媒体であったのだ。

ラーマーヤナ、マハーバーラタ：古代インドの叙事詩。
史記：中国前漢、武帝の時代（前１５６年〜前８７年）に編纂された歴史書。
28 神楽や太鼓といった日本の古くからの芸能は、口伝という方法をとってきたため、伝播の過程でさまざまなバリエーションが生ま
れた。こうした芸能の地域的な差異をひとつの型のバリエーションとすることもあれば、個別の型と考えることもある。
26
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多神教において神々が正邪両面、またそれ以上に複数の面を持ち、また似たような性質を持っても
別のものとし、すべて並列的に置かれることを容認できたのは〈憑依のリアリティ〉を持っていたからであ
る。人がそのすべてに同化できなくとも、とある神の一側面に同化できると感じられるなら、それが神々
すべてと同化する糸口となったのである。しかし一神教において、多義性を容認するには、神を筆頭と
する序列を形づくらねばならない。そのため唯一絶対の存在を頂点に置き、それを前提に、後発的にそ
れ以外の多層的序列をつくる必要が生じたのだ。これは唯一絶対の支配者を基準に〈劇場のリアリテ
ィ〉が規定されていることであり、〈憑依のリアリティ〉は支配者をも同化させてしまうのだ。

〈劇場のリアリティ〉と〈憑依のリアリティ〉の相関は、下の図のようにまとめられる（図４）。

図 4 劇場のリアリティと憑依のリアリティ

呪術と「脱・呪術化」の時系列を基準に、文明以前の〈劇場のリアリティ〉と以後の〈憑依のリアリティ〉と
いった区分けをしてはならない。この２つのリアリティは時代による違いよりも、地域的特性や民族的特
性による差異として、今日の芸術、特に視覚に認識の多くを依存する美術に影響を及ぼしていると思わ
れるのである。
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芸術の呪術性を検証することは、リアリティの類型という新たな局面を迎える。
古代、呪術が社会システムであったということは、言わば生活そのものが呪術であった、というリアリテ
ィなのである。境界と越境という、呪術に見る相反する２つの性質は、分化や変換を経て、今日のリアリ
ティへと結ばれているのか。
ここで、絵画による鏡像的性質をもう一度思い返してみる。〈劇場のリアリティ〉は〈見えない〉ものの存
在を証明することはできない。これは〈見える／見えない〉の〈見える〉のみが現実であることなのだが、し
かし〈憑依のリアリティ〉は、〈見えない〉を模倣することで可視化する。
鏡の前に立つことで、少なくとも自分自身の存在を、〈劇場のリアリティ〉で証明することができる。鏡は
この場合非常に有効な手段となるが、もしも鏡に自分自身が映らないとしたら、また、鏡に別の誰かが映
るとしたらどうなのだろうか。そのようなことはありもしなさそうであるが、ふと、能における〈面〉をつけ、鏡
の前に立ったらどうだろうか、と考える。このとき鏡に映るのは果たして自分であるのか。
鏡の表層、そこに映るものは何か、と、〈映す〉自分と〈映る〉像を隔てる鏡の境界面へと思索の旅は移
っていく。
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3章 境 界 考

3章１節 ３章のはじめに — 呪術的景色の探求
２章では、芸術を呪術に読み替えて、芸術のリアリティをとらえようとしたが、本章では、まさに呪術の
現場と言うべき、民俗学や文化人類学などに分類される事例—都市を中心軸としたときの、辺縁—へ思
考を広げる。
２章３節にある卑芸術にも通じる、美の概念の発生源として、今日、諸地域に残る伝承や風習などを
挙げる。
しかし、本論はあくまでも美術について論じるもののため、民俗学的検証、文化人類学的検証は最低
限に留めるものとし、伝承や風習の類型化などの論述は行なわない。あくまでも芸術、特に絵画をとらえ
るための事例・資料として用いる。また、これらは私の絵画制作における前段階となるフィールドワークの
記録の一部でもある。
なお、本章において触れる伝承や風習の解釈には、独自かつ主観的解釈も含まれる。そのため敢え
て、本章の一部分では「私」による語りを行なう。

3章２節 まつ り

3.２.１ まれ びと来たりて
まつりと呪術を結びつけるのは容易だ。まつりは、古代の呪術における儀式や儀礼の名残である。建
物を建造する際の地鎮祭を、儀式的なまつりの痕跡と想像できるが、まつりは祭りであり祀りとほぼ同義
で、祓いでもあった。日本全国に残るさまざまな盆の習わしも、古代にあった呪術の光景へと私たちを
．�．�．�
．�．�．�
導いてくれる。あの世、とされる場所から祖先の霊がこの世へ還って来て、そして再びあの世へと帰って
いく。死と生の往還は、聖と俗の反転や越境を果たしているのだが、折口の「まれびと」論にもあるように、
外部（異界）から異人がやってくることは呪術の想起―異質なものを同化すること―に通じている。
異界、境界のむこう側であり、折口が行なったフィールドワークにもあるが、沖縄県の八重山諸島での
盆の習わしは、異界からの「まれびと」の来訪を顕著に表している。旧暦の盆（ソーロン）に行なわれるア
ンガマは老人の面をつけたウシュマイと老女の面をつけたンミー（図５）に続き、その子孫であるファーが
そぞろ歩き、家々を訪問しては仏壇の前で祖先の霊に念仏を唱え、また、あの世の様子や祖先の霊に
関して珍奇な問答を繰広げる。念仏、としたのは、浄土宗の伝来によるものと考えられるが、問答を繰広
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げるさまは狂言にも似ていて、土着的信仰と仏教とが混交したものと考えられる29。

図 5 石垣島 登野城地区のアンガマ面
石垣市立八重山博物館蔵（撮影２０１３年７月）

また、八重山諸島にはアンガマの原型とも変異型とも考えられる豊年祭がある。アカマタ・クロマタとい
った神が島へ来訪する「まれびと」のまつりであり、概して女型のアカマタと男型のクロマタに扮した人30
に続き、また彼ら神を取り囲み守るように集落の人々がそぞろ歩き、アカマタ・クロマタが舞いを披露する。
豊年祭は西表島を発祥とし農作物の豊作を祈願するのだが、八重山の島々ごとに若干の違いがある。
新城（あらぐすく）島では豊年祭の写真や録画、またまつりで行なわれていることの筆記や口外さえも禁
じるほどに、厳格かつ神聖視されている。アカマタ・クロマタはそれぞれに女性性と男性性の象徴とも考
えられ、豊穣の祈願は、男女の混交、つまり性交の比喩でもあり、豊年祭における豊穣は農作物の豊作
と同時に子孫繁栄をも意味する。
八重山諸島ではたまたまソーロンとほぼ同時期に豊年祭が行なわれ、儀式的形態の類似性から、も
ともとアンガマも豊年祭も同一と考えられるが、アンガマが「まれびと」の霊界からの来訪による祖先の霊
．�．�．�．�．�．�．�．�
の供養、つまり死から生への越境であり、豊年祭では死の土地ではなくどこか向こうの方から、といった
「まれびと」が存在する領域は具体化されず、祈願する内容もそれぞれに異なる。しかし、儀礼的行為の
形質的類似性から、まつりの型、として呪術的手法の共通性を見ることができる。
八重山諸島に類似した形態を持ち、かつ豊年祭と同じ呼称のまつりは、時期は違っても全国の各所
で行なわれ、むしろより直接的に男性器や女性器を祀るまつりや神社も存在する。またアカマタ・クロマ
タは遠く離れた秋田県のなまはげとも共通している。しかし八重山諸島の豊年祭に見る、異界からの来
訪者である「まれびと」の存在が五穀豊穣に関与するのは、島々を渡って米が伝来してきたことに起因し

石垣市立八重山博物館での「アンガマ」の解説文より。
人々が扮しているのだが、まつりの中では神そのものが去来している、と、する。西表島ではアカマタ、クロマタに、さらにシロマ
タが加わる。
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ているとの推測もできる。また子孫繁栄においても、島という限られた領域内での遺伝子的な進化の限
界を本能的に察知していたがゆえに、「まれびと」の存在と神格化による肯定は、DNA の更新を促すと
も理解できる。
異界、すなわち境界のむこう側からやってくる「“まれびと”は〈俗〉的世界＝共同体に属さぬゆえに、
穢れ（異質なるもの・否定的アイデンティティ）を帯びた存在として不浄視されつつ、ある種の儀礼的コン
テクストの転換にともない清浄なる存在へと劇的変身を遂げる」31のだが、この儀礼的行為はまつりであ
り、境界を越える呪術性をもった行為でもあり、転じて、異界からの来訪者は吉凶の象徴となった。
今日の沖縄県が観光資源に富むとされ、おそらく国内最大の観光地といった印象づけが日本人にな
されている理由は、亜熱帯の自然という日常との違い―異界性―があると同時に、沖縄の島々の人々に
とっては自らの生活の場である島とは異なる土地からの来訪者（まれびと）によって、文化や経済といっ
た共同体のアイデンティティが更新されていくことを、生来的に認知していた様子がうかがえる。

3.２.２ どこか向こうの方へ
八重山諸島、有人島として日本の最南端である波照間島に、南波照間島（現地語でパイパティロー
マ、大波照間島とも記載）の伝承がある。沖縄には海のはるかかなたに神々の住まう永遠の楽園〈ニライ
カナイ〉があるとした土着的信仰があるが、南波照間島の伝承もその類型ととらえられる。そう、南波照間
島などこの世には存在しないのだ。
〈ニライカナイ〉の伝承は、仏教的解釈をすれば極楽浄土になる。そして海があの世とこの世の境界
になるのだ。文明的に発達する以前、いやその以後であっても、海は人の力単独で渡ることは困難なの
である。その海の向こう、つまり絶対に行けない向こうの方をながめながら、人々は永遠の楽園を夢見る
のだ。〈ニライカナイ〉は死後の土地であり、死が生活や意識の前面で重要視されるラテン語の
〈memento mori（メメント・モリ：自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな）〉とも同質の、死を永遠とし夢想
することで、逆説的に生を永遠ではないものの現実とする、死の存在の肯定による生のリアリティなの
だ。
ニライには、沖縄の古語で〈根の方〉といった意味がある。つまり「ニライカナイ」は民族のルーツであり、
私たちはいつからかあの場所からやってきて、いつかはあの場所へと帰る、といった、旧約聖書やユダ
ヤ教、ジプシーらのイェルサレムへの望郷との類似性も見られる。もっともイェルサレムは宗教的対立と
いう境界により隔てられているものの実在する都市だが、海の向こうの〈ニライカナイ〉から〈私たちがやっ
てきた〉とすることで、自らが生きている生（現実）と死を、意識のレベルで民族的故郷に同化させている
のだ。
南波照間島に戻るが、この伝承は他の〈ニライカナイ〉伝承と異なり、史実に残っている。琉球王府の
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赤坂憲雄 『境界の発生』 講談社, ２００２年, p.１０２
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記録には、１６４８年に波照間島の住人４０名から５０名が、重税に耐えかね南波照間島を目指して脱走、
王府の役人はその責を問われ罷免となり、脱走した住民は翌年、どこかの南の島へ漂着すると、与那国
島を経て波照間島へと帰還したとされる 32。南波照間島の所在地については、憶測や議論が飛び、大
正期の海軍や探検家などによる探索も行なわれたが、所在地の認定や実在は確認されていない。波照
間島の南側（図６）は、潮流が激しく遊泳禁止エリアとなっている。また排他的経済水域とも関係し、波照
間島の南側は国土の基線である低潮線となっている。そのため護岸工事や沿岸の開発に規制が設け
られてもいるのだ。かつて波照間島の人々が夢見た楽園との境界は、今日では政治的かつ経済的境
界となっている。

図 6 波照間島 ペムチ浜にて
（撮影：２０１３年７月））

有人島最南端の波照間島だが、最西端に位置する与那国島にも、南与那国島（現地語でハイドゥナ
ン）の伝承がある。もちろん、この島も実在していない。与那国島は島の多くが断崖に囲まれている地理
的条件から、渡るのが困難、という意味で〈渡難の島：ドゥナンチマ〉とも言われているが、その南に南与
那国島がある、とされた。さらに、八重山諸島は琉球王府のあった沖縄本島よりも台湾の方が近い。特
に台湾まで約１００キロという距離にある与那国島は、他の八重山の島々に比べ、琉球王府の影響の少
ない独自性のある文化が育まれた。しかしながらここにも〈ニライカナイ〉伝承は存在するのだ。
与那国には、もうひとつ、史実における島最大の忌みごととしてクブラバリがある。日本の最西端、断
崖に囲まれた南海の楽園では、人が増え続けることを懸念した人々が、妊婦を約５m の岩の隙間（久部
良割：クブラバリ）を飛び越えさえ、飛び越えた妊婦にのみ出産を認めさせたという。与那国の〈与那〉と
は境界を意味する。琉球王府に併合された後、今日まで日本の最西端の境界となった島では、限られ
た資源の枯渇を防ぐための、生と死の境界が、岩の谷間という境界を飛び越えられるか否かで決定され
た時代があったのだ。
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『石垣市叢書１３ 八重山島年来期』 石垣市, １９９９年
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南にある、どこか遠くの彼方へ、といった人々の指向性は沖縄だけのものではない。中世、京都という
都の支配圏の最も南に位置するのは紀伊半島の熊野であった。『熊野年代記』には、８０８年から１７２２
年のうちに２０回の「補陀落渡海」が行なわれている。33 捨身行の一種で、南の彼方へと船に乗り戻るこ
とのできない航海（すなわち、死）に旅立つことで解脱を得られる、と考えたものだ。
生きている場所、現在、この土地とは違う場所があり、いつかはその場所へ帰るのだ、と、人が口を揃
えて言うことで、実在しない南波照間島も南与那国島も極楽浄土も存在できるのだ。それは逆説的に、
生と現実を肯定してくれる。まつりは死と生の境界を結び、生を肯定するためのものだ。
波照間島の旧盆（ソーロン）におけるまつりムシャーマー（図７）では、アカマタ・クロマタともウシュマ
イ・ンミーとも異なるミルクが来訪する。ミルクとは弥勒の呼称の変形である。
仏教での弥勒はブッダの後継者として５６億７千万年後に現れるとされる。波照間島には毎年の盆、
未来からの「まれびと」であるミルクがやってくる。ともすれば、弥勒の半跏思惟の様態は、海辺で南の海
の方をながめ、ここではないどこか、南波照間島へ境界を渡ることに幻想を抱く人々の姿であったのか
もしれない。

図 7 波照間島「ムシャーマー」の様子
石垣市立八重山博物館 蔵

無論、ミルクも、アカマタ・クロマタも、ンシュマイ・ンミーも、面をつけ島民の〈誰か〉が演じるのである。
しかし〈誰が〉演じているのか、原則として当の本人と一部のまつりの運営者以外には知らされず、また
〈誰なのか〉と問うことは禁忌である。
「まれびと」であることを演じているさまを、島民の皆が黙認し、昨日までは島の〈誰か〉で明日になれ
ばまた同じ〈誰か〉に戻るのだが、まつりの日だけは〈まれびと〉が〈居る〉のである。
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根井浄 『補陀落渡海史』 法蔵館, ２００１年 (２００８改訂)
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3.２.３ たとえ祈る神さえいなくなっても
栃木県日光市と言えば、世界遺産の二社一寺34が想起されるが、もともとは山岳信仰として男体山が
神聖視され、徐々に集落が形成、以後、徳川家により大きく発展してきた。山は海とは異なるが、しかし
境界として同質であることが確認できる。人の住む集落から山へ、山は未開の地であり畏怖の対象であ
り、人が海を渡りどこか遠くの楽園を夢見たように、山を登ることで雲の上へと到達しようとしたのだ。海を
人の力のみで渡ることは困難なように、山に入れば人の力は矮小である。
日光からひとつ峠を越える、または日光最大の聖地である男体山へと登る途中を西へと下りて行くと、
足尾がある。足尾について詳しくは後述するが、概して足尾銅山があった場所である。銅は山の産物で
あり、古来の山岳信仰と同様に、銅の原料となる鉱石を産出する山への信仰は、精神的レベルよりも、
むしろ物質的なレベルで強いものがあり、山は富を生み出す象徴であった。
足尾銅山は１９７２年に閉山するが、近代銅山草創期から続く〈山神祭〉は、銅山閉山後に〈あしおま
つり〉（図８）と改称され、今日まで続けられている。山の神としての天狗を筆頭に、巫女や唄い手が列と
．�．�．�．�．� ．�．�．�
なり、花飾りをつけた山車を率いる。山車ではお囃子とともにひょっとことおかめ の面をつけた子供たち
．�．�．�．�．�
が舞いを披露する。各集落から出された山車は街の中心部へと集結し、それぞれの集落のひょっとこと
．�．�．�
おかめが舞いを競り合わせる。

図 8 あしおまつりの様子
栃木県日光市足尾町
（撮影：２０１２年５月）

．�．�．�．�
〈山神祭（あしおまつり）〉に見られる構図は、天狗を波照間島ムシャーマーにおけるミルクに、ひょっと
．� ．�．�．�
ことおかめを新城島の豊年祭におけるアカマタ・クロマタとすることができる。今日の〈あしおまつり〉では、
．�．�．�．�．� ．�．�．�
．�．�
ひょっとことおかめはそれぞれに複数人いるのだが、かつて〈山神祭〉であった頃は、山車に乗れるひょ
．�．�．� ．�．�．�
っとことおかめは一対のみ、それも少年のみに限るとされていた。今日でも神聖な山車に乗るのは原則
として子供のみとされる。もちろん集落により子供の数に限りがあるので、大人が代用される場合もある
登録名は「日光の社寺」。二荒山神社、東照宮、輪王寺、および関連史跡からなる、創造的才能や建築様式・技術、思想・信
仰などを基準に、１９９９年１２月２日にユネスコ世界文化遺産に登録。
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が、祗園まつり（八坂祭）35の稚児と同様に、性別という穢れを持たないことが神に近づく条件、もしくは
神に成り代わる条件であった。また女性性を穢れとする考え方もあり、そこから少年のみとされた。
〈あしおまつり〉でも、本来の意図とはやや離れているものの、まつりの様式としてこのことは強く意識さ
．�．�．�．�．� ．�．�．�
れ、ひょっとことおかめは小学生、お囃子は中学生とされている。足尾の赤沢地区に生まれ育った４０代
の女性は、自らを「女で初めて山車にあげさせてもらった」と言う。小学生の頃、踊り手に憧れ、影に隠
れて練習したりもしたが、結局は山車の上で面をつけて踊ることはなかった。しかし中学生になり、集落
の長である自治会長に頼み込み、「誰よりもお囃子が上手くなること」を条件に、山車に上がりお囃子を
披露した。
足尾でさまざまな花（梅、桜、桃、ヤマツツジなど）が咲きそろう桃源郷のような５月に行なわれる「あし
おまつり」は、まだ冬の気配が色濃く残る４月上旬から、ほぼ毎日のように踊りやお囃子の練習が行なわ
れている。子供たちの踊りやお囃子の指導は男性たちに混じって女性も行なっているが、やはり踊りに
関しては「もともとは男がやってきたものだから、私たちはあまり口出ししてはいけない」と、女性たちは口
．�．�．�．�．� ．�．�．�
にする。しかしまつりの高揚は、山車の上でひょっとことおかめの面をつけて踊る少年を頂点に、広く裾
野にいる人々までを取り込み、今日の地域に深く根ざしている。
山の繁栄を祈ることは、新たな鉱脈を発見する才覚をもった人材の発生、つまりは子孫の繁栄であり、
また、より直接的に、強く逞しい子を産み育てるといった祈願も見てとれる。
．�．�．�．�．� ．�．�．�
ひょっとことおかめの踊りには、およそかつては少年のみが演じていたとは思えない、なまめかしさが
．�．�．�
ある。集落ごとに微妙な違いがあり、特におかめは、恥じらうような仕草で踊る集落から、挑発的かつ扇
．�．�．�．�．�
情的にひょっとこを誘うような仕草を見せる集落もある。

今日、祈りの対象であった山の富は、銅山の閉山により失われた。人々の祈りという欲求からまつりが
．�．�．�．�．� ．�．�．�
つくられたが、祈る神は不在となっても、ひょっとことおかめは舞い踊り、まつりは続いていく。
呪術は意味を失いつつも、呪術の型が卑芸術となっていずれ芸術へと昇華する、新たな俗性と聖性
の転換―呪術性が芸術性へと転換される―へと向かうのだろうか。

3.２.４ あなたなんて知りませんよ
これは母の〈十年祭〉36のため、私の実家のある神奈川県藤沢市辻堂へ帰ったときのこと。母の死まで
身内に不幸がなかった私は、実家の葬儀の様式など知りもしなかった。私の実家は、もともと神奈川県
寒川町の寒川神社のすぐ近くに本家のある、これといって由緒正しい家柄というわけではないが、神社

祗園まつりは、京都市東山区の八坂神社の「祗園祭」が有名であるが、全国各所の八坂神社や素戔嗚尊（スサノオノミコト）を
祭神とする神社に、同様の呼称のまつりが存在する（福岡・博多：祗園山笠、福島：会津多島祗園祭、群馬：大間々祗園祭・中之
条祗園祭・旧勢多郡東村−八坂祭、など）。
36 仏式であれば十周忌、神道では十年祭と言う。
35

37

とは少なからず関係があったようで、母は墓とは別に、寒川神社の裏手にある、氏神や祖神など地域や
神社にまつわる共同体による「祖霊神社」にも祀られている。幼い頃からクリスマスもあれば大晦日もある
家だが、母の葬儀で、私の家が神道系であることを初めて知った。
神道では、死者は土地の神となる。ゆえに死は忌みごとではなく、祭となるのだ。同様に、イスラム教
が多数派のなか、バリ島にだけ残り独特な形へ変化したバリ・ヒンズー教の葬式は、まさに祭りそのもの
である。死者の棺が墓まで運ばれる間は、絢爛豪華なパレードとなり、色とりどりの花が撒かれて爆竹や
花火を上げて〈祝う〉のだが、近年ではバリ・ヒンズー教の葬式を観光として紹介するケースもある。
１０年ほど前に東京へ移り、そして数年前に栃木県日光市足尾町へ転居した私は、数ヶ月ぶりに実
家へ帰った。〈十年祭〉を終え、すぐ隣の神奈川県茅ケ崎市に住む姉を送った帰り道、折しも翌日早朝
し

で

に〈浜降祭〉37を控えた茅ヶ崎市内の道沿いには、紙垂のついた縄が張られていた。茅ヶ崎市内の各所
し め な わ

にある神社から、海を目指して神輿が練り歩く、その道を表しているのだ。注連縄は、神社の鳥居などに
し

で

見られる、神域であることを表す境界の印であり、紙垂は境界の越境、神域から垂らされた金糸38を表し
ている。つまり境界と、境界を越えるための糸口なのだ。神社から海へつながる道へ神域が延伸してい
る。偶然にも、明日に神輿が通る、神域となっていた国道１号線を、私は車で走っていた。
梅雨も開けた夏の湿気と熱気のなか、国道には汐の匂いが流れ込んできている。実家を離れる前に
は気付きもしなかったその匂いは、懐かしさと同時に、もうここが私の街ではないのだ、という実感をもた
らす。
海がある以外には何もない、と思っていた生まれ育った地元の街並は、この１０年あまりで激変した。
地域ブランドの確立の成功もあるが、最近では、駅前に巨大なショッピングモールができ、県内唯一とも
思われる流行のファストファッションを扱う衣料品店が多数出店し、完成から一年以上経った今でも客足
は衰えない。海しか取り柄のなかった片田舎の街は、もうこの街だけで、大都市に依存する必要ないほ
ど不足がなく、大都市にはない自然環境も兼ね備えてしまっているのだ。
小中学校の同級生は地元の市議会議員となり、また他の同級生は結婚して地元に帰ってきて所帯を
持っている。そしてそれ以上に、他所の街から、私と同世代くらいの人々が押し寄せるように移住してき
た。人口の急激な増加を懸念したのか、市の条例がマンション建設を牽制しているほどである。
街を出る前は、何もない、けれど歩く人々の顔を見れば、だいたい何となくどこの中学の出身者か、
誰の兄弟か、など、同世代であればほとんど顔見知りのような気分がしていたのだが、今はもう、私を見
たところで、人も街も〈あなたなんて知りませんよ〉という顔をしているのだ。高度な高齢化と過疎化という
現実が日本のほぼすべての地域へ押し寄せているなか、誰もいなくなった、のではなく、誰も知る人が
いなくなった、へと変わって行く、希有な街なのである。

浜降祭：１８３８年から始まる、神奈川県茅ヶ崎市・高座郡寒川町の神社が集合し、海で禊を行う祭。
紙垂は本来、大麻草の繊維だったが、麻薬取締法により大麻草の栽培が法的に困難なため、紙で代用されるようになった（東
京藝術大学美術学部「染色科学」講義より）。
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茅ヶ崎に住む姉とは違う、もう一人の姉が、数ヶ月前に子供を連れて実家へと戻って生活を始めた。
私から見て甥にあたる、まだ３歳に満たない子供は、これから私のリアリティにはないその街で成長して
いく。しかし今年から、甥は地元の夏祭りで神社に奉納する、市の無形文化財となっている和太鼓に参
加する、とも言っている。私や同級生たちが小学校の卒業まで演じていた和太鼓は、甥の世代まで引き
継がれている。
まつりは聖と俗、死と生の境界であり、また、その境界を越えて交わる瞬間である。同時に、今や私の
知らない街と、私の知っていた街が交わる、リアリティの交点にもなっていた。

3章３節 道

3.３.１ ままならなさと、道の果て
東京藝術大学に入学してからの約１年間（２００３年〜２００４年）、私は茨城県取手市、JR 常磐線取
手駅の北西、国道６号線と国道２９４号線が交わる白山という地区のアパートに住んでいた。今になって
振り返れば環境の変化が理由だったのかもしれないが、取手という土地に孤独を感じていた。誰も話せ
る相手がいない、といった物理的な孤独ではなく、得体の知れない漠然とした不安感であった。その原
因は道にある、と感じている。
起伏のない関東平野のゆるやかな広がりの中を、国道が一直線に走っている。昼は絶え間なく車が
走っている。夜には大型トラックが、どこかからどこかへと、道端の家々に振動を加えながら走っている。
行き着く先が見えない、そのような不安に支配されていた。道の途上で人も物も、境界なく、流れていく。
境界のない不安だったのだろうか。どこに自分が位置しているのかわからなくなる、浮遊感にも似たもの
かもしれない。
唯一の救いは利根川だった。行き着く先が海、という確信を持てる川へ向かい、不安を取り去るため
に昼も夜もその流れを眺めていた。
私は海の近くで育った。海に川に、生活のすぐそばに水の気配があり、夏も冬も南風が吹けば潮の
匂いが漂って来る、そんな場所に生まれた。利根川に安息を感じる理由を、そのときの私は、水の近く
でないと生きていけないのだ、と解釈していた。
川には果てがある。川は海でつながり、すべての水は海という果てでひとつに繋がる。しかし道も始ま
りを辿れば他の道から分岐し、それらをたぐり寄せれば始まりの一カ所へと繋がる。繋がることの安心感
だったのか、それとも果てへの恐怖感なのか、未だに不安の根源は分からない。海は絶対的な果てで
あり、死と生の境界を確かに感じさせてくれるものだ。しかし道では、果てを可視化できず、そして果て
へ向かい一方向へと続くのではなく、右から左へ南から北へ、などと流れが交錯する。
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東京都中央区日本橋から栃木県宇都宮市までの国道４号線 39。 うち、埼玉県越谷市から宇都宮市
までが国道新４号バイパスとなって、ほぼすべてが６車線という巨大な幹線道路であり、かつて日本橋か
ら日光東照宮へ向けて整備された日光街道40であった。
私はこの道を何度、往復しただろうか。初めて通ったのは２００７年の夏、当時 WATARASE Art
Project 41の代表であったマトバ42のハーレー・ダビッドソンの後ろにまたがり、日光市足尾町から国道１
２２号の山道を通り日光東照宮前へ差し掛かると、道は国道１１９号に変わり、宇都宮へと入る。山を下り
平野の田園風景が見えたかと思えば、いつの間にか新４号バイパスへと変わっていて、一般道であるの
に時速１００km を超える速度で走る車たちの列の中、郊外型店舗がポツポツと立ち並ぶ景色を通り過
ぎていく。地名が違うだけで代わり映えのしない景色、同じ名前のコンビエンスストア、ファミリーレストラ
ンをいったいいくつ見ただろうか。ショッピングモールがあったかと思えば、違う名前の同じようなモール
がまた見えてくる。

１９８０年、第二次大平内閣の消滅の直前に、「文化の時代」、「田園都市国家の構想」、「文化の時代
の経済連合」といった政策研究報告書があった。内閣不信任の政治的騒動の中で忘れ去られたこれら
政策報告の中に「田園都市」という言葉が見つかる。
佐々木友輔43によれば、この「田園都市」というキーワードは、都市や田舎ではない場所の存在を明ら
かにしている。１９０２年にエベネザ・ハワード44が著した『明日の田園都市』では、都市と地方（農村）が
融合した「田園都市」 45という新たなライフスタイル、都市計画を提唱している。背景には、都市と地方と
の経済的格差や、都市の公害問題といった環境破壊があり、それらを克服する理想の町として、「田園
都市」は提唱されたのだ。
ハワードの思想はアメリカへと渡り、１９４０年代末にアメリカで最初の大規模郊外住宅地のレヴィットタ
ウン（Levit Town）が誕生する。この思想は日本にも渡ってきて、今日私たちが目にする、幹線道路沿
いの大規模なショッピングモール、ファミリーレストラン、立ち並ぶ団地や真新しい建売住宅といった、ロ
ードサイド（郊外）型とされる景色の原型が、「田園都市」の構想であったのだ46。
しかし、１９９０年代から様相は変わってくる。輸入された「田園都市」の構想は、高度経済成長期に合
わせて都市に集中し始めた人口の受け皿となり、今日の郊外―ロードサイド、都市の周縁―と呼ばれる

国道４号線は、実際には東京都中央区から青森県青森市まで、陸上距離７４３.６km と日本でもっとも陸上距離の長い国道で
ある。
40 江戸時代に整備された五街道のひとつ。日本橋から日光までは、奥州街道と共通し、松尾芭蕉（俳諧師、１６４４年〜１６９４年）
の『おくのほそ道』（１６８９年）によるルートとも一部重なる。
41 ５章にて後述。
42 ５章にて後述（氏名のカナ表記については、巻末に氏名対応表を掲載）。
43 佐々木友輔（１９８５年〜） 映像作家、東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程先端芸術表現専攻修了（美術博士）。
44 エベネザ・ハワード（Ebenezer Howard, １８５０年〜１９２８年） イギリスの社会改良主義の都市計画研究者。
45 『明日の田園都市』著作内での表記は「Garden City」となっている。
46 佐々木友輔 編 『floating view “郊外”から生まれるアート』 トポフィル, ２０１１年
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ベッドタウンの開発が進められた。森林を伐採し土地を造成、画一的な景色が広がる姿となった。また、
開発から十数年以上が経過し、人為的かつ急速に進められた開発の歪みとして、もともとその土地にい
た住民との不和や対立、共同体意識の欠如、急速な高齢化といった、「田園都市」構想とはかけ離れた
現実に直面しなければならなかった。
郊外とは、未完に終わったもうひとつのユートピアである。そして道の始まりである都市にも属さず、道
の果てに向かう田舎にも馴染めない、道の途上に置き去りにされ遊離してしまった場所である。
都市を支えるためにつくられた、中途半端な〈理想の残骸〉と思える郊外だが、延々と続くこの景色は、
ともすれば本当の意味での〈日本〉なのである。中産階級と言えば聞こえはいいが、要するに平均値の
集合なのであり、ここでは正にも負にも逸脱が許されない、多くのものごとに接するのだ。
政治的に都市を中央集権による中心とすれば、対極に位置する田舎は卑芸術の生まれる場でもある。
しかし郊外は都市には属せず、かといって、都市の完全なる外側、境界を超えた先にあるわけでもない。
．�．�．�．�．�．�
中間に位置する、そのままならなさこそ、私が取手で感じた不安の本質である。と同時に、どちらの極、
すなわち都市であろうが田舎であろうが、いずれにしろ果てには変わりない場所でもないがゆえに、リア
リティは居所を持てず浮遊していくのだ。

日本の最南端と最西端の国道である３９０号線は、海という境界を越える。石垣島から海を越えて宮
古島を通過し、沖縄本島の那覇へと結ぶ。最南端の国道沿いは、関東の国道沿いに見られるようなツ
ツジやサツキといった低木ではなく、亜熱帯らしくサンダンカやサンゴジュが赤い花や実をつけている。
こうした植物は花が鮮やかであるという共通性も持つが、それ以上に排気ガスに晒される環境でも容易
に育つ特性を秘めている。

図 9 ７３０交差点
沖縄県石垣市登野城
（撮影：２０１３年７月）

この国道３９０号線の起点は、石垣島から八重山の他の島々へと発つフェリーターミナルから歩いて５
分もしない距離にある。最も南で西でもある国道の最果ては、１９７２年の沖縄返還時に、交通規則がア
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メリカ式（右車線）から日本式（左車線）へと変わった１９７２年７月３０日を記念した７３０交差点である。
（図９）
国道の果ては、辺縁へ向かう都道府県道や市町村道との交差点、そして歴史、文化や政治の交点
であった。道の脇では、雑草が伸びたい放題に生えて、道行く車の風にあおられている。端々には得体
の知れないビニール片やゴム紐、読み終わった週刊誌や漫画雑誌が打ち捨てられ、そしてときおりガラ
ス片やプラスチック片が散らばり、ガードレールは何かの圧力を受けてひしゃげている。
川を考えるとき、川はひとつの果て（海）へと向かう一方向の物語しかない。しかし道には、果てから果
てを行き来する、方向性の異なるドラマがいくつも交錯している。道端の断片は、こうしたドラマを誰かに
向けて叫ぶのでもなく、独り言のようにただただ呟いている。

3.３.２ 路上生活者と孤独
大阪府大阪市西成区の北東部の端、釜ヶ崎、またはあいりん地区と呼ばれるエリアがある。釜ヶ崎は、
１９７０年代のピーク時には４万人、現在も２万５千人ほどが住んでいる。しかしその人口の大半は日雇
い労働者の、実際に釜ヶ崎に生まれ育ったのではない流れ者の独身男性がほとんどである。彼ら労働
者の多くはドヤと言われる低廉な簡易宿泊所に長期間泊まり込み働いていたが、バブル崩壊後の景気
低迷により職を追われ路上生活者となったり、低所得者向けの福祉アパートに入るなどで生活保護を受
給 47したり、また高齢化 48の波も押し寄せている。かつて関西の、特に建設・土木関係などの職人や労
働者の供給源であり、関西における労使交渉による暴動の象徴とも言える釜ヶ崎は、今や高齢者と低所
得者が大半を占め始めた、大都市大阪における辺縁となった。
もともと釜ヶ崎は、紀州街道が近くを通る、海岸に面した低湿地帯であった。宿場町の辺縁部には宿
無しの流れ者たちを相手にする木銭宿が建ち並び、釜ヶ崎の近くにも、こうした不良な安宿が多数あっ
たとされる。しかし明治時代に入って治安や衛生面の区画整理、木銭宿の立ち退きが行なわれ始め、
海岸線で市街地化されていなかった現在の釜ヶ崎付近に木銭宿が移動、今で言うホームレスらが住み
着く状況が生まれた。第二次大戦中の大阪大空襲にて壊滅するも、戦後昭和にはホームレスや貧困へ
の対策・救済を重視した大阪市政も影響し、日雇い労働者が集中し始める。高度経済成長期には一般
人が立ち寄ることも憚られるほど、治安の悪いスラム化したドヤ街と言われ、劣悪な労働環境を背景に
大小の暴動が多発していた。正規に居住実態のない、ひとつの住所に３,０００人以上が同居していると
いった住民票上での異常状態もあった。釜ヶ崎周辺では、現在までに何度かの再開発が行なわれ、ド
ヤ街も徐々に範囲を狭めていった。しかし依然としてドヤのひしめく、日雇い労働者やホームレスの町と
認識されている。
現在でも、釜ヶ崎の労働者の多くは、帰る故郷を持たない人々である。イリーガルな背景を持って流
47
48

釜ヶ崎の中心部、萩之茶屋地区の生活保護受給率は４２.４％（２００５年）。
釜ヶ崎を内包する西成区の６５歳以上の高齢化率は３４.２％、うち６０.７％が独居高齢者である（２０１２年１１月現在）。
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れてくる者もいれば、家族との離縁や死別などで親類縁者に身寄りのない、天涯孤独な漂泊の民でも
あった。
NPO 法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム

以下ココルームと略）49は、釜ヶ崎で、身寄りもな

く孤独に亡くなっていく労働者たちを見つめながら、彼らの声と言葉を聞き取り記録することを、芸術活
動として行なってきた。ココルームには多くの労働者も出入りし、スタッフらは彼らを釜のおっちゃんと親
しみを込めて呼び、詩や書といった表現を通じて彼らの孤独と向き合って来た。
ココルームのスタッフ小手川望50は、釜ヶ崎には境界が存在すると言う。釜ヶ崎には公立小・中学校51
があるが、定住地のない労働者の子供の入学は許されない。路上生活者やドヤに住むこうした子供た
ちのために、あいりん小学校とあいりん中学校ができた時代もあったと言う。しかし子供を育てるのに適
さない環境として、あいりん小・中学校は廃止され、釜ヶ崎の公立小・中学校もありながら、行政は積極
的に釜ヶ崎の〈外〉にある公立小・中学校への転校を進めたと言う52。また阪堺電軌阪堺線が東側の可
視化された境界となり、一部の高架はまるで釜ヶ崎へのゲートのようになっている。
釜ヶ崎は大阪という大都市の中、境界を設けられてぽつりと浮かぶ、孤独な島となってしまったのだ。
阪堺電軌阪堺線を境にして、ドヤは急速に数を減らし、飛田や新世界といった大阪の歓楽街へと続い
ていくが、あいりん労働公共職業安定所には、今日もまた、朝５時になるとちらほらと若年層も混じりなが
ら、職を求める日雇い労働者たちが集まる〈釜ヶ崎らしい〉光景がある。
ココルーム、また大阪大学コミュニケーションデザイン・センターの高齢社会プロジェクトによる釜ヶ崎
での活動報告書にあたる『孤独に応答する孤独―釜ヶ崎・アフリカから―』に挟まれていたしおりには、詩
が記されていた。

「の のなかに に あって
に のなかに の があるの
孤独の なかに 孤独な に があって
孤独に そして 孤独な の の雨が降る

今日も 誰かの の と に が呼び合っている」53

孤独は、物理的に完全な〈ひとり〉という状態では発生しない。なぜならば、〈ひとり〉は、その状態のみ

詩業家の上田假奈代らにより、２００１年に発足。釜ヶ崎を中心に、労働者らの日常を表現と結びつける活動を行なっている。
小手川望は２０１１年に、東日本大震災により東北から大阪へと避難。以前より親交のあったココルームにスタッフとして関わる。
ココルーム以前、小手川は演劇を行なう表現者として活動していた。
51 大阪市立萩之茶屋小学校、大阪市立今宮中学校。
52 小手川、２０１３年８月。
53 上田假奈代 『の と に の、しおり』 ２０１２年
49
50
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で成立し他の存在を必要としないが、しかし孤独は、誰かがいたがいなくなってしまうこと、〈ひとり〉では
なかったものが〈ひとり〉になることで発生するのだ。つまり〈ひとり〉には境界が存在しないが、〈ひとり〉と
誰かとの間に境界が発生すること、誰かや何かと断絶する、誰かや何かと〈ひとり〉との間に境界が引か
れることによって、孤独が生まれる。
小手川は、釜ヶ崎の人々の孤独を解消するのではなく、また彼らの孤独を負のものとするのではなく、
孤独の価値を転換することによって、人々が持つより広範な意味での孤独の価値を変えることになるの
ではないか、とも言う54。 社会的排除による孤独と、関係性の断絶による孤独は似ているようで異なる。
社会的排除による孤独は社会システムの変換によって解消へと向かおうとするが、関係性の断絶による
孤独は、その孤独の価値を転換しなければ、〈孤独＝負〉という図式は変わらないのだ。

図 10 釜ヶ崎夏まつりでの鎮魂のための祭壇
（撮影：２０１３年８月）

釜ヶ崎に生まれた孤独は、労働者たちの身寄りの無さから生まれたが、彼らが集まることで社会的な
排除として、釜ヶ崎自体が孤立することともなった。しかしこの孤立と孤独は、労働者たちに奇妙な連帯
意識と、釜ヶ崎という地域の共有性を強めていった。時に、例えば暴動のように、連帯性が釜ヶ崎という
境界の外側へ向けた攻撃性になることもあるが、釜ヶ崎の身寄りのない人々の死を、コミュニティの内部
で共有しようともする。盆のまつりには、暴動に亡くなった者や仕事時の不慮の事故で亡くなった者など、
釜ヶ崎にいて孤独に死を迎えた人々すべてへの鎮魂が捧げられていた（図１０）。
誰かの孤独がまた別の誰かに呼応・共鳴し合い、境界により区分けられた内側で、自己と他者の孤
独は重ね合わされる。ともすれば路上生活者となってしまう釜ヶ崎の労働者たち。彼らと路上生活者との
境界となるのは、金銭的な要因が大半を占めるが、彼らが持つ関係性の断絶による孤独は、通り過ぎる
道端の、人々の普遍的な孤独と等しい。

3.３.３ 境界と交差点
赤坂憲雄は、境界の発生について、道の果て、異界との接点となる場所に「市（いち）」が立つとして

54

小手川、２０１３年８月。
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いる。「市」とはマーケット、交易の場であり、また、まつりの場でもある55。
集落という共同体を通る道は、その共同体の果てで尽き、未開の土地への道―辺縁への道―となる。
古代には、それより先の未開の土地は、蛮族が住むであろう統治の領域外であったが、たとえばニライ
カナイ伝承の類型に見られるように、未開の土地からはさまざまな外的要因が訪れる。外敵がそうである
が、時に「まれびと」として俗性と聖性を越境する。また彼らにより食物や道具、それらを扱う技術、そして
文化ももたらされる。道の果て、そしてまつりなど、境界とは文化の交点でもあるのだ。
内側―統治者の領域を清浄なものとすれば、外側からやってくる食物や文化は不浄、または卑しいも
のとなるが、そうした卑しいものごととの交雑が許されるのが市でありまつりなのだ。男性性を清浄とし女
性性を不浄としたとき、不浄なる女性性と交わることもまつりでは許され、古代から中世、そして今日にも、
まつりの根幹に性的象徴が隠喩されているのもそのためであろう。
これは見方を変えれば、清浄、つまり正常なものごとを、統治者の領域内で統制が図られた秩序だと
するならば、不浄とは異常、常ならぬ領域のものごとである。統治領域とは言わば人の生活領域であり、
その外側は畏怖の対象となる神の領域だ。しかしながら、人こそ不浄で神こそ清浄なるものと、観念は
反転する。まつりにおいては、たとえば「まれびと」のような卑しい外部の人々を積極的に受け入れ、むし
ろ能動的に交感を果たすことで、俗性が反転し聖性となった、清浄なる外部を内へと取り込むのだ。
境界を設けること、それは物理的には、道の果てで統治領域を示すことである。赤坂はこの境界を示
す所作に用いられるのが「杖」であると述べている56。 弘法大師も然り、また例えばモーゼも然り、道を
行く者の道具としての杖は、道を示す標（しるべ）として、また道の果てで外との境界となり、杖は多くの
伝承・伝記・伝説の中で、呪術者が奇跡を起こす道具として用いられた。
しかし、杖が境界を示すものの、その境界に生まれた市やまつりでは、交感と交雑が進んでいくのだ。
杖が聖性と俗性を区分けし市を立て、市で行なわれるまつりでは、聖性と俗性の反転が起こる。
前項で挙げた釜ヶ崎では、他地域から見れば不浄な労働者たちも、彼らの持つ孤独、精神性は、ま
さに「まれびと」のものとなり、ココルームのような活動において聖性を獲得するに至る。また体力や力自
慢であった労働者たちも高齢となり、杖をつき歩いている者も目立つようになった。釜ヶ崎には都市開発
によりいくつもの道が交差する。多様なバックグラウンドを持った人々が集まる人生の交差点でもあれば、
差別的には人生という道の果て、とも言われる。
道の果ては辺縁との境界であるが、その場所が交差点であることは必然でもあるのだ。杖は境界を象
徴する。では、まつり、そして「市」の象徴とは何であろうか。アカマタ・クロマタ、ムシャーマーのミルクの
ように、またひょっとことおかめや天狗のように、交感と交雑、すなわち同化の象徴は〈面〉であろう。

55
56

赤坂憲雄 『境界の発生』 講談社, ２００２年
脚注５５に準ずる。
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3章４節 文化のアーキペラゴ

3.４.１ オセアニア
ハワイをはじめ、ニュージーランド、またモアイ像で有名なイースター島まで広範囲をとりまくポリネシ
ア、パプアニューギニアやソロモン諸島、フィジーなどのメラネシア、そしてグアムなどマリアナ諸島やキ
リバスなどのギルバート諸島のあるミクロネシアと、太平洋（オセアニア）に点在する小さな島々はこの３
つの領域に区分けされている（図１１）。

図 11 オセアニアの地図
出典：「wikimedia commons」http://commons.wikimedia.org

第二時世界大戦中、これらの島々は戦火の中で何重にも境界が覆され続けた。大国らがそれぞれの
優位性を示すため、島々の固有の文化や統治領域に関係なく支配下に置く、陣取り争いが繰広げられ
た。日本の沖ノ鳥島に近いミクロネシアには、日本軍の痕跡が多く残されている。海中に水没した戦闘
機の残骸、ジャングルの中で放棄された砦や戦車など、現在もそれらを目にすることができる。しかしこう
した戦火の痕跡だけでなく、大戦終結後、キリスト教を中心とした欧米的生活様式へと本来の島々の暮
らしから転換した。だが戦時中の日本軍の影響も残り、現在もミクロネシアの島々の食文化において醤
油が重要な調味料として使われ、島には醤油製造工場もあり、また輸入製品である日本製の醤油はトッ
プブランドとなっている。しかしミクロネシアにおいて今日の歴史から見て最も有名なことは、第二時大戦
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後にアメリカ領（実際にはグアム島のみが準州扱いで、その他は自由連邦区である）57 となり、マーシャ
ル諸島にあるビキニ環礁で水爆実験58があったことだ。
ミクロネシアの島々へ、グアムを発ち、チューク（トラック）島、ポンペイ島、コスラエ島、マーシャル諸島
のクワジェリン、マジュロ、そしてホノルル（ハワイ）へとほぼ丸一日、日付変更線を越えて島をひとつひと
つ飛行機で飛び繋いでいく。１〜３時間程度に１回、離着陸を繰り返しながらグアムからハワイ、またそ
の逆順で週３便が飛んでいる59。これを俗にアイランド・ホッピングとも言う。
そう、まるで鳥のように島から島へと飛び渡る。

図 12 仮面のコレクション
ポンペイ島にて
（撮影：２００７年１１月）

ポンペイ島はミクロネシア連邦の中でもヤップ島に次いで人口も多く、また観光資源にも富んでいる。
私が出会った、島に移住したとあるアメリカ人で弁護士業を営む男性の自宅には、たくさんの仮面がコ
レクションされていた（図１２）。私設美術館の様相で、オセアニアの島々の仮面だけでなく、日本のおか
めや狐の面なども蒐集されていた。彼は、オーストラリアの原住民であるアボリジニの彫刻と、ミクロネシ
アなどの島々に見る工芸品の装飾や面の細工が似ている、とも言った。ミクロネシアの人々はポリネシア
人と同じモンゴロイド系だが、オーストラリアから渡ってきたメラネシア人などオーストラロイド系と混血が

１９８６年 北マリアナ連邦（サイパン島・ロタ島・テニアン島など）としてコモンウェルス（アメリカ合衆国自治領）に、ミクロネシア連
邦（チューク島・ヤップ島・ポンペイ島・コスラエ島など）、マーシャル諸島として自由連合（軍事や軍事的外交権などはアメリカ、そ
の他の権限は独立）となる。また１９９４年 パラオ共和国として自由連合となる。政治的に多くの島が独立しているものの、軍事の
面ではアメリカにほぼすべての権限を委任している。
58 １９４７年 ビキニ環礁水爆実験。日本ではマグロ漁船 第五福竜丸の乗組員が被曝し死亡した。
59 ２００７年には月水金にグアム→ホノルル、火木土にホノルル→グアムの順で運行していた。
57
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進んでいることから、文化的な関連性も想像することができる。
２０世紀、いくつもの大国により統治が塗り替えられてきたポンペイ島には、スペイン系カトリック教会
やドイツ系プロテスタント教会、また第二次大戦後に建てられた日本兵の慰霊碑として観音像があるな
ど、宗教的に混沌としている。住民は多くが敬虔なカトリック系クリスチャンであるが、島に元々あった多
神教的な民俗信仰の中へと、こうした宗教的混沌は取り込まれ、実際、彼らはクリスチャンでありながら、
例えばいくつもの仮面を蒐集し陳列してしまうように、宗教の差異による論争など起こらず、混沌は整然
と、個々の宗教は等価値に並列され、並列された群体が彼らにとっての信仰となっていた。

3.４.２ アイランド・ホッパー

図 13 ミクロネシアの遺跡ガイドを行なう男性
ポンペイ島にて （撮影：２００７年１１月）

オセアニア最大と言われるポンペイ島の半海中にある巨石文明のナン・マドール遺跡のガイドを行な
う２０代の男性は、背中に「ともだち」と日本語で書かれた刺青を施していた（図１３）。 彼は日本語を話
せないが、単語だけなら少しだけ意味がわかる、とも言った。第二次大戦中に一時期日本の支配下に
あったがゆえに、現地の老人には日本語を理解する人もいる。彼の親族もその一人であった。とはいえ、
日本語の刺青はもはやファッションのようなもので、彼の世代や若者に流行しているのだ。
彼はまた、日本には行ったことはないが、日本という国のことは嫌いではない、と言い、現地での噛み
タバコのようなビンロウジ60を噛み、赤く染まった唾液のまとわりついた歯を見せた。どことなく彼と並んだ
．�．�
私の顔は、現地人のそれとさほど違いがないように思えた。
また、コスラエ島で出会った２人のアメリカ人女性は、まだ２０代半ばくらいと若く、コスラエの隣のクワ

ビンロウジ：ビンロウというヤシの仲間の種子。石灰やコショウ科の植物の葉（キンマ）などとともに噛みタバコのように用いられる
嗜好品。軽い酩酊状態になり、また依存性もある。ビンロウジの習慣は古代から貴賎を問わず、ポリネシア、メラネシア、ミクロネシ
ア、フィリピン、台湾、タイなどオセアニアからインドにかけて広く分布していたが、観光開発の過程で土着的な嗜好品として疎ま
れたことから、風紀的な規制も生まれ、現在は徐々に薄れつつある。しかし国際的に禁止薬物には指定された例はない。なお、
天然染料として使われることもある。
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ジェリン（マーシャル諸島）からやって来たと言う。マーシャル諸島にはアメリカ軍のミサイル試験場が多
数存在し、クワジェリンはアメリカ軍の飛行場のある軍事的な拠点であり、スキューバダイビングを目的に
クワジェリンから来た彼女たちは、例にもれず休暇中の米軍兵であった。彼女たちは１週間ほどかけて、
コスラエ島のあらゆる環礁に行きダイビングを敢行する予定としていた。
ポンペイ島もコスラエ島にもダイビングスポットが豊富に存在するが、特にマンタの群れを見ることので
きるスポットは人気が高い。マンタは人々の海路とはまったく違う、彼らだけの道を持っている。周囲の
島々の間に形成された複雑な環礁の中に、何匹ものマンタが行き交う、マンタ・ロードと言われる海中の
道がいくつも伸びている。マンタだけが知るその道の全貌を人は知ることができないが、優雅に海中を
進むマンタの群れに、人が可視化できないない道もあるのだ、と夢想する。
ミクロネシアの中でもコスラエ島は住民の信仰心が最も強い。島に元々あった民俗信仰や風習から、
表向きはカトリック系キリスト教に改宗されているとはいえ、元来から信仰心の強い人々は、キリスト教の
安息日である日曜には教会の礼拝を行なう以外はほぼ出歩くことなく、飲食店も商店もすべてが完全に
休日となり、ホテルでも酒類の販売を一切行なわず、飲食営業を最低限に止める。
手つかずの自然が残っているミクロネシアの島々をアイランド・ホッピングする旅人はさほど多くなく、
それゆえにまだ、外部から来る人々に向けて〈開いて〉いるわけではないのだ。
アイランド・ホッピングは旅人に限ったことではない。
人類学ではハワイなどのポリネシア人が他の区域（海域）へと、島伝いに進出して行ったことを表し、
実際にオセアニアの造船様式や航海術は、多くがポリネシアを起源とするものと考えられている。イース
ター島のモアイ像のような巨石文明も他のさまざまな島に見られる61。 生物学では、島々をつたって植
物の種や動物が伝播していくことを意味してもいる。オセアニアの島から島へと波に乗り漂流するマング
ローブたちは、オセアニアの島々だけでなく、本来マングローブが生育していなかったアメリカ大陸の西
海岸、日本列島にも及び、河口付近を狭めるなど問題視されているケースもある。
現在、飛行機の航路は限られているが、海上に浮かぶ小さな島々という点を結ぶ線は、見えない道―
海路や海流―により点から点へ、いくつもの選択肢を持っていた。ひとつの島での禁忌は、他の島に渡
ったときには〈まれびと〉がもたらす文化となる。今でこそ政治的単位や宗教が境界となっているものの、
島々にあるそれぞれの文化や風習には、人々が見えない道を辿り渡ってきた、文化の越境が隠されて
いる。
アイランド・ホッピングは越境の経路を辿ることであり、さながら渡り鳥のように、私はアイランド・ホッパ
ーとなっていた。

ポンペイ島のナン・マドール遺跡、日本の与那国島に発見された海中遺跡、また沖縄：琉球王朝などに見られる城（グスク）に
も、文化的類似性を見ることができる。
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3.４.３ アーキペラゴとガラパゴス
アーキペラゴという地形を示す用語がある。日本では瀬戸内海、欧米ではエーゲ海やバルト海など、
ある一定の範囲に島々が集中しているような土地を指している（図１４）。
本来は山々が連なる地形であったが、そこに海水が流入し、また地盤の沈降などにより山の山頂付
近だけが〈点々と〉残った様子である。実際、日本自体が６,８５２個の島から構成されたアーキペラゴによ
る国家でもある。つまり地形的かつ物理的な境界を少なくとも６,８５２個持っていることとなる。

図 14 バルト海
出典：「wikipedia」 http://ja.wikipedia.org

このアーキペラゴを、文化的な用語として解釈してみる。地形的アーキペラゴが本来陸続きであった
土地が海により隔てられていることから、文化的アーキペラゴを、あるひとつの基底層や地層を共有する
が、現状で可視化される部分は異なる文化となっている、とする。アイランド・ホッピングによる文化の伝
播は、異なる文化が島づたいに流入してきたことを表すが、この外部の文化を受け入れる条件には、流
入してくる異文化（異界）を受け入れるための前段階として、民族的ルーツや文化的背景など、基底層
は島々それぞれで共有されていた、と考えてみる。
文化のアイランド・ホッピングの根底には、基底層を共有する文化的アーキペラゴがあったのだ。離れ
た島々であっても、人々の生活様式や文化的風習の根底には共有されているものごとがある。表層レ
ベルでの共有ではなく基底層を共有していることがアイランド・ホッピングを可能にしていると同時に、
人々の移動、文化の交感におけるさまざまな回路を表層レベルに形成している。島々を結ぶ線（海上の
海路）はいくつものパターンの、まるで星と星を結ぶ星座のようなもので、その線は境界である海を越え
てきた人や文化の移動経路である。
文化的アーキペラゴには、島々の文化の類似性から、文化が島づたいに伝播してきたことを見出せ
るが、逆に、伝播したその島の内側で文化が独自に進化しているさまを、進化論からとってガラパゴスと
してみる。
ダーウィンは、ガラパゴス島内での生息場所や餌の差異により、本来同種であったフィンチのクチバ
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シや体型などに変化が起きていることを観察し、『進化論』の礎とした。今日、特定の領域内で独自に進
化し、他の領域とはまったく相容れない状態となっているさまを「ガラパゴス化」と言う62ように、文化的な
ガラパゴスは、島という限定的な状況下で容易に発生する。例として、工業的には無気泡で平滑である
ことを良しとし造られるガラス製品であるが、質の悪い原材料しか入手できなかった沖縄では、気泡が混
じり不均一な出来映えとなってしまう工業的には粗悪な製品しか造れなかったものが、今日では琉球ガ
ラスとして工芸品の類いでの価値を持つに至った。
また、島だけでなく地形的アーキペラゴの形成から、山間集落でも島のような独自の進化が生まれや
すい。今日、山間集落に残されている農村歌舞伎や獅子舞などの民俗芸能の多くは、独自の発展性を
持ち、一定の類型化を図ることはできても、伝播のルートや原初の型を見出すことは非常に難しい。
これは明治維新から第二次世界大戦終結までの期間、国策での国家神道制定で、土着的に祀られ
形成されてきた小さな神社が県指定や国指定の大神社に集約されてしまったことで生じた。日本の各
地域で土着的に祀られた神社を中心に行なわれていた民俗芸能は、それぞれに文化的アーキペラゴ
を持っていたものの、伝播のルートは国家神道という大海に没し、僻地にある民俗芸能だけが島として
分断、孤立し取り残されてしまったのだ。しかし分断されたことで、国家神道による神社へ奉納する芸能
とは別種の型を維持し続け、今日その独自性を再評価されるに至ってもいる。
文化的アーキペラゴは、点在する島々における文化の「ガラパゴス化」を内包しながらも、共有性を保
つ。しかしこうした島の分立は、逆に海という境界の存在を強調し、海はマジョリティを示すようにもなる。
マイノリティとなった島々では「ガラパゴス化」も進むが、結果、それはアーキペラゴ以前の共有性が分
断されたことで、本来の型が取り残された、遺産でもある。
島や山間集落といった陸の孤島で起きている「ガラパゴス化」は、辺縁のリアリティ―例えば、生活文
化に根ざした民俗芸能―として、分断以前のリアリティを留めている。辺縁は、物理的かつ制度的に形
成された人為的なリアリティではない、共有性によって自然発生した生来のリアリティを留める。

3.４.４ 聖と俗、反転と交感
辺縁には、一般的価値観に照らし合わせれば異様とも思える風習が残されているものだ。日本でも、
また世界的にも禁忌として語られることのないカニバリズムもまた、辺縁に残された貴重な原初の風習で
ある。またカニバリズムの背景には、畏怖と尊厳、恐怖の克服、聖と俗の反転など、境界を越境する共有
性の在り方を探る、重要な原初の価値基準を見出すことができる。
カニバリズムはやや乱暴に訳せば人食いである。人食いの風習は世界の各地域に分布するが、宗教
儀礼的な要素が主で、その目的は多くが社会規範の整理、混沌の収拾であり、食文化としての食人は

日本の通信会社から販売される携帯電話は、機種ごとに、ひとつの通信会社のみでしか利用できなかった。しかしそれが原因
となり、通信会社どうしでの互換性は損なわれたが、かえって各通信会社で個性的な通信サービス、通信技術の「進化」が見られ
た。こうした通信会社ごとに独自に「進化」した携帯電話機種を「ガラパゴス・ケータイ（ガラケーと略される）」と呼ぶ。
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存在しないとされる。
フア族、ギミ族、ビミン・クスクスミン族、イロクォイ族、アステカ族 63―今日までにカニバリズムが報告さ
れているこれらの部族、少数民族などでは、カニバリズムは生命誕生や母体回帰といった民族信仰との
関連が強い。特に女性の月経血、胎児の出産とともに排出される胎盤などの出血は、男性にとっては未
知と恐怖の対象であった。こうした部族では、男性は多くが〈戦士〉であり、出血は〈戦士の死〉を意味す
る。また、このことから出血は男性性の喪失という意味にも拡張され、定期的に月経血を流す女性は死、
つまり穢れの象徴となっていた。
カニバリズムは部族の男性のみが行なう儀礼的行為として行なわれ、生け贄となった女性の血肉を喰
らうことで、死の超越を行い、死の恐怖を克服し、〈戦士〉たる男性性をより強固で頑丈なものとしていく
のだ。また、より文明的に進んだ部族でのカニバリズムは、既に婚姻を済ませた、もしくは成人した男性
のみが行なう場合がある。このとき、女性との性行為を行なった男性は、穢れである血に触れ力が弱ま
った状態にあると考えられ、力の回復のために、穢れの根源を喰らう、というものである64。
カニバリズムは、外的恐怖を内のものとし克服することに目的がある。それは穢れを喰らうことで自らの
聖性を高めること、また、穢れを内に取り込むことで、聖性を回復することでもある。外敵を生け贄としカ
ニバリズムを行なう場合もあることから、その心理は強調される。外敵をカニバリズムの対象とする際は、
外敵となる異民族の中でもとりわけ強い者、たとえば部族長や筆頭格の戦士のように、最大の脅威とな
った相手のみが喰われる対象となり、逆に、子供や女性、また通常の戦士はその対象とはならなかった
と言う65。
外的恐怖の克服として強い者を食し、自らを強化し優位性を高めることは、心理的に理解しやすい。
しかし、血、そして月経血を流す女性は本当に穢れであったのか。科学的に生命誕生のメカニズムを理
解していなくとも、先に述べたように部族の男性にとって女性の身体的メカニズムは未知であり、未知は
恐怖でもあるが畏怖すべき神秘でもあった。
穢れ＝恐怖＝死の象徴としての血を流す女性は、定期的に月経血を流しながらも死ぬことのない永
遠性を持ち、また新たな生命を血の内から誕生させる。穢れと貶めながらも、女性の中に母性という聖
性があることを本来的には認知していたのである。母体から離れる、つまり、子として誕生することは、永
遠性から個が切り離され生命が有限となってしまうことを意味する。永遠という聖性の剥奪は、真の意味
で穢れを意味する。
女性、そして血を穢れと貶め、その穢れと同化することで聖性を高めるカニバリズムは、背景に聖性
（母性＝永遠）と穢れ（俗性＝有限）の反転を図ることで成立し、それらを再度、儀礼的に同化させること

フア族、ギミ族、ビミンクスクスミン族はパプア・ニューギニア、イロクォイ族、アステカ族は北米先住民、アステカ族は南米先住
民。
64 ペギー・リーヴズ・サンデイ 『聖なる飢餓 カニバリズムの文化人類学』 （中山元訳） 青弓社, １９９５年
65 脚注６４に準ずる。
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で、聖性の補完を行なっているのだ。
食人という行為そのものは、今日、道徳的に禁忌とされる。しかしその背景には、繊細で緻密に構築
された社会的恐怖との同化の心理が垣間見え、またまるで原罪のような穢れの浄化に対する渇望が見
てとれるのではないだろうか。
カニバリズムの構造は、まつりに見る稚児といった、無性性を神格化し聖性と見なす観念とも通じてい
る。男尊女卑の観念により女性性を卑俗と見なす傾向は、カニバリズムに見る母性という聖性が反転し
た様相でもある。明治維新後、文明開化の頃まで、主に九州地方、薩摩藩などに多く見られた青年武
士の少年への男色行為は、女性性を卑俗と見なす観念と同時に、少年という無性性に聖性を見出すこ
とで成立していた66。 男色は食人を行なわないが、構造的にはカニバリズムであったのだ。
カニバリズムは聖性の獲得のための、俗性との同化である。呪術に見る同化性は、カニバリズムの構
造に起因していると考えられる。
カニバリズムにおいて男性による食人行為が主だっている点は、生物学的に男性には XY という染色
体の欠損が生じていることから、染色体レベルでの補完への渇望もうかがえる。また胎児からの発達段
階を見ても、女児は卵巣機能を完成した状態で誕生し、時が来るまでその機能を休眠させているのに
対し、男児は成長とともに睾丸の機能を完成させなければならない。生来的に、聖性に満たされておら
ず、また自らのみでは聖性を獲得できない男性の身体構造がカニバリズムに潜んでいる。
カニバリズムは、ヨーロッパ地中海沿岸、ラテンアメリカでの社会通念としてみられるマッチョやマチス
モといった、男性優位主義の根底を支えているが、実際には本来の意味から離れ、男性優位の排他的
思想を形成するに至った。
男性優位主義は地中海沿岸やラテンアメリカに限ったことではなく、モダニズム思想の中心軸でもあ
り、同化・排他と表裏一体なのである。生来的な同化への飢餓感が排他性となって境界を生み、しかし
ながら排他は聖性と俗性の反転により同化へと回帰しようとする。境界は同化と排他が反転する面なの
である。

3章５節 呪術的景色における表現

3.５.１ マチスモとフェミニン
ここまで、まつりや道といった民俗学的事例から導き出された、アーキペラゴ、アイランド・ホッパー、カ
ニバリズムなどの要素に、文化的解釈を試みた。これらは〈呪術的景色〉を今日に伝えるものでもあり、こ
こからは、こうした〈呪術的景色〉を出発点にしたと考えられる、現代のアーティストの表現を挙げて行く。

66

氏家幹人 『武士道とエロス（講談社現代新書）』 講談社, １９９５年
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〈呪術的景色〉にいくつか見られた境界には、同化と排他の二面性が見られる。しかしカニバリズムで
述べたように、境界による同化と排他は、どちらも男性優位主義という一元的な視点によるものでしかな
い。島や山村といった辺縁をめぐる旅として、女性、また母性といった視点、言い換えれば本来の聖性
を貶められ俗性に区分けされた領域からの芸術表現を考察してみる。
女性は、都市ではない辺縁の島や山村の中で構築された男性優位主義の中では、さらに辺縁へと
押しやられた存在である。山村や島の中で、彼女たちに自由はなかった。母性という聖性は失墜し、も
はや部族の個体数を維持するための出産機能のみを求められ、また与那国島でのクブラバリのように、
時には出産という生体機能でさえ限界的状況下では疎んじられた。カニバリズムによる生け贄となるのも、
女性の意志によるものではなく、生け贄となることを生まれながらに運命づけられる少女たちもいた67の
である。
美術においても長らく男性優位主義は隆盛し、現在の美術表現においてフェミニズムは有り得たとし
ても、アーティスト像としては、マッチョやマチスモといった男性性を求められてもいる。
アラフヤマーニ68は、インドネシア・ジョグジャカルタを拠点に表現活動を続けている。インドネシアで
は、バリ島に見られるバリ・ヒンドゥー教を除き、大半がイスラム教を信仰する人々である。イスラム教にお
いて女性が肌を露出することは禁忌であり、しかしこのことが女性を抑圧してきた。イスラムの教えに反
旗を翻そうとしたいのではないが、教えを強制してきたのは男性優位主義ゆえである、との考えに基づ
き、アラフヤマーニは自らの肌を露出するパフォーマンスを行なった（図１５）。 アラフヤマーニのパフォ
ーマンスに直面する人々は、他者の身体に向けた眼差し、行為などの暴力性、抑圧という見えない暴
力の存在を考えさせられることになる。

図 15 アラフヤマーニ 《SOHO ベイビー》
２００４年 ビデオ（７分３６秒） / パフォーマンス
出典：『アジアをつなぐ−境界に生きる女たち １９
８４−２０１２』

脚注６４に準じる。アンデス高地の原住民族には、生まれながら太陽神に捧げる生け贄と決められ、巫女として厳重な保護下に
置かれ育てられる少女がいた。飢饉が起きた際には山の頂上へ登り、絶命をもって豊穣の祈りを捧げていた。
68 アラフヤマーニ（Arahmaiani, １９６１年〜） インドネシアの女性アーティスト。
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今日のイスラム社会において、女性がヴェールのような布で顔や体を覆う姿 69は、経済的に発達した
都市部ではさほど強制的なものではなくなったが、辺縁に行くほど、未だに根強く行なわれている。女
性に対しての抑圧として行なわれているという考え方もあれば、宗教的戒律に対して敬虔な態度である、
と解釈することもできるが、女性が社会的地位や位置づけを意識しやすい都市部で、イスラムの戒律を
自由な表現や活動の障害と考える傾向が強い。
アラフヤマーニはこうした抑圧に対しての挑戦を行なったが、彼女は、女性が女性としてどのように自
由を得るのか、という観点で表現したと言うより、肌を晒すことで自らの女性性を肯定しつつ、あたかも男
性における戦士のように、現代社会と宗教的戒律との境界で闘争を繰広げた。
アラフヤマーニのパフォーマンスをフェミニズムに則って、と解釈するよりも、むしろ社会に蔓延るマッ
チョを、女性である自ら装い闘争を仕掛けることで、自身のアーティスト像をフェミニンからマッチョ（なア
ーティスト）の領域へと渡らせている、と思えてしまう。アラフヤマーニの表現は、アーティストはマッチョで
なければならない、という男性優位主義を覆すような表現であると見せかけていながら、実際は、自身の
女性性が重要であるということより、マッチョへ参入することの重要性を説いているようだ。

図 16 アマンダ・ヘン 《もうひとりの女》 より No.２
１９９６−１９９７年 写真 ８３.１×１０１.７cm
出典：『アジアをつなぐ−境界に生きる女たち １９８４−２０１２』

辺縁へと追いやられた女性の社会的役割について、アマンダ・ヘン70はアラフヤマーニとは違った観
点から展開している。ヘンはシンガポール現代美術の起点ともなる活動を展開し、アラフヤマーニ同様
に作品の多くが社会的メッセージ性を強く持ち、彼女もまた肉体を晒すパフォーマンスを行なったりもし
た。
しかしヘンは当初、これは女性でありつつ女性らしい、とした表現の模索ではなく、まさに男勝りな、ア
ーティストであり社会活動家でもある、と、大いにマッチョを振りかざしたのである。

布で隠す面積によりさまざまな呼称がある。全身を覆い隠すアバヤやチャドル、ブルカにいたっては目まで網状のヴェールで
隠す。他に頭のみをスカーフのようなもので覆い隠すものは、長さや隠す面積でヒジャブ、ヒマール、ニカーブなどがある。
70 アマンダ・ヘン（Amanda Heng, １９５１年〜） シンガポールの女性アーティスト。
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ヘンは、西洋的価値観により発展してきたシンガポール社会の中国人家庭に育った。周囲は社会的
に開かれた平等性を謳うが、ヘンの一家には強固な儒教的価値観（家父長制）が根強く残っていた。男
子でもなければ長女でもなかったヘンは、父親はおろか母からも愛情を注がれることなく育った。このこ
とで自身を「家父長制社会の犠牲者ととらえていたのだが、（ヘン自身が）母親の年齢になったとき、自
分自身のことよりも家事をきりもりし大家族の面倒を見なければならなかった母親も犠牲者、つまり『もう
ひとりの女』だと気付く。そこから、（ヘンの）母親とともに制作した代表作《もうひとりの女》（図１６）が生ま
れ」71た。
ヘンが《もうひとりの女》で表そうとしたのは、社会に抑圧された女性の解放といった、ステレオタイプな
フェミニズムではない。聖か俗かなどを問わず、身体に授けられた女性と母性をただあるがままに受け
入れることで、時代ともに揺らいできたジェンダーを超えた、普遍的な現実の発見ではないか。
社会構造により男性性も女性性も、そのあるがままの身体機能とは別の価値を持ってしまう。性性（ジ
ェンダー）は揺らぐ。しかしジェンダーとしての分化以前、原初から身体的な性は二分されている。ヘン
は不可避で不動の、当たり前の現実として在る、性と言う根源的な境界を見つめようとしているのではな
いか。これはジェンダーにおける諦観ではなく、むしろジェンダーという境界を越えての再発見である。
アラフヤマーニは社会的な性性（ジェンダー）による分化を、マッチョを演じることで越境しようとしたが、
むしろこれは、聖と俗、中心と辺縁という位置づけをより顕在化させるものであった。しかしヘンが行なっ
たことは、聖と俗も中心と辺縁も、境界により分化されたこうしたものごとを原初的な発見にもとづき等価
にしようとする試みであったと言えよう。等価に置くことは同化であり、越境の試みである。

3.５.２ 痛みの記憶
レベッカ・ホルン72 は、初期、彼女自身が制作によって病に伏した経験から、身体機能の回復・知覚
の拡張といったテーマのパフォーマンス等を行なっていた。身体機能の拡張という作品展開は、機械仕
掛けの立体・インスタレーションへと変化していく。
同様に、身体機能の拡張を意図した機械・装置を用いたパフォーマンスを展開するステラーク73（図１
７）は、身体機能そのものに対して否定的で、生身の身体性は機能の拡張により失われて行くさまを提
示し、しかし逆説的に身体機能や身体感覚と今日のテクノロジーとの関係を問題提起している。しかし
ホルンは、身体機能の拡張を行なうことで、身体感覚や知覚における意識と無意識の境界を行き来して
いるように思われる。肉体的苦痛ではなく、心理的な知覚に生じた傷、そしてその傷による「痛み」を想
起させるのだ。

アジアの女性アーティスト展実行委員会,三重県立美術館 『アジアをつなぐ−境界を生きる女たち １９８４−２０１２』 福岡アジア
美術館,ほか, ２０１２年, p.５１ ※引用箇所の執筆者はラワンチャイクン寿子（福岡アジア美術館）。
72 レベッカ・ホルン（Rebecca Horn, １９４４年〜） ドイツの女性アーティスト。
73 ステラーク（STELARC, １９４６年〜）オーストラリアのアーティスト。
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〈痛み〉は記憶される。傷が癒えその痕跡も消失していたとしても、〈痛み〉の記憶だけが意識の深淵
に積もり続ける。こうして無意識に「痛み」は蓄積し、以後の知覚、身体感覚に影響を及ぼすのだ。

図 17 ステラーク 《Exoskeleton》
１９９９年〜 ミクストメディア / パフォーマンス
出典：「lecture series on human design at Aalto University ２
０１２」http://humandesign.mlog.taik.fi

図 18 レベッカ・ホルン 《アナーキーのためのコンサート》
１９９０年（写真は２００９年 東京都現代美術館） ピアノ、モーター
写真：Attilio Maranzano
出典：「SHIFT」http://www.shift.jp.org

鏡映しに向けられる銃口、バラバラに機能を解体され臓物が飛び出たかのように宙づりにされたピア
ノ（図１８）が定期的に奏でる不協和音。何度も変奏されて繰り返される〈痛み〉は、まるで人の身体その
ものが持つ原罪―人は生まれながらに境界を持っている―を呼び起こし、ひどく女性的とも思える内蔵
的な〈痛み〉がホルンの作品には表れている。
鋭い刃物への恐怖は、その刃物が肉体を切り裂く瞬間を想起させるが、しかしそれはあくまでも外的
なものだ。しかし鋭さへの恐怖は外的なものばかりではなく、鋭い何かが刺さることは、過度に主張され
た女性性である。鋭く尖ったナイフ、曲がりくねった金属の冷たく鈍い光沢は、フェティッシュな優美さと
ともに、内蔵をえぐり、また尖った刃先が身体の上を這い回るような嫌悪感を覚えもする。もう少し具体的
に、感情を伴った表し方をするならば、冷えた愛情によるセックスへの嫌悪のように、自己を穢そうとする
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男性性への嫌悪が、鋭さを持った〈私を刺そう（血で穢そう）と襲ってくるものども〉へと形を変えて提示さ
れる。
ホルンの作品は、自己とは異質なものたちへ根源的に抱いている生理的嫌悪と、一種の羨望が混在
する。なぜならば、提示された恐怖の対象は暴力的であり、権力のメタファーにも見えるからだ。そして
権力や暴力を否定しているだけではなく、自らの作品のマテリアル（ナイフ、拳銃、など）として、何度も
繰り返しに象徴的に用いられている。
たとえばヘンが《もうひとりの女》で、自己の女性性の中に母性を発見したように、ホルンもまた、自己
の身体の内へ、自己をとりまく社会環境や物理的な障害といった外的要因を取り込んでいることを発見
した。またステラークは、身体機能の拡張により、ないがしろにされていく身体そのものから、今日におけ
る身体性とは何か、と問いかける。しかしホルンは身体感覚を身体の外へと取り出すことで、身体内部の
知覚―こころの内側で起きている感覚の変化―へと、身体の置かれる外部環境を内へ引き寄せているの
だ。
身体の内部に置かれた外部は傷として、そしてその傷が消えても〈痛み〉は記憶される。しかし記憶さ
れた〈痛み〉は、身体の外で起きていることを内へと取り込んだ証でもあるのだ。すなわち、内にある外、
である。身体機能を通じて、自己ではないものごとと自己が同化を果たす、それが〈痛み〉である。

3.５.３ ディアスポラ
〈痛み〉は、自己の内に何か別種のものが訪れたことで生まれる傷により引き起こされる。言い換えれ
ば、何か別種のものが入ってくる（あくまでも心理的に）には、身体に傷をつけ穴を開けでもしなければ
入ってこられないのである。これは同化の際に傷や〈痛み〉を伴う、もしくは同化するためには何らかの穴
を開けなければならない、ということだ。
しかしその逆、身体の内、または心の内にあった何かを喪失することによっても、〈痛み〉は生じる。た
とえば、時に人は不可避の出来事により故郷を離れて生活しなければならなくなる。こうした故郷の喪失
はディアスポラ（故郷流離性）と称され、失った故郷を思い返すことは、美術の主題にも繰り返し登場し
てきた。
グローバリズムはボーダレス化を促し、人々はさまざまな土地へと移動する。自己の意志による移動も
あれば、国家の分裂や統合、民族の分断、災害による集落の破壊など不可避のできごとによって故郷
を追われるなどし、ディアスポラは生まれる。故郷、つまり自己のルーツでありアイデンティティであった
土地を離れることは、自己を不明瞭にもしてしまう。自己とは異なったアイデンティティを持った異質な土
地へと、自己から身体が切り離され放り出されてしまうのだ。ディアスポラは自己と身体の分化であり、自
身という存在の精神性（自己）と身体性の境界を再認識させるのだ。
ディアスポラは物理的に故郷を追われるというだけでなく、精神的に拠る辺としていたルーツを失う、
精神の流離性でもある。表現の主題に繰り返されるのは、物理的流離性ではなく、こうした精神の流離
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性をも孕み、同時に自己の存在を再認識することへと向かっていく。
ハ・チャヨン74 の《カローラのバラード》（図１９）は、チャヨンが「カローラ」と名付けたピンクのビニール
製の買物袋が、パリの街並を風に飛ばされて漂流するさまを追った映像作品である。ピンクの買物袋は、
フランスにいながらまったく異質な韓国人であるチャヨン自身を重ねることもできれば、そうした生まれた
国を離れて生活する人々、特に、辺縁の日雇い労働者やホームレスまでも重ね合わせようとしている。
また、パリの人々が、ピンクの買物袋にまったく興味を示さず、誰もゴミとして回収する様子もない無関心
さは、パリの人々の外国人（国家的境界の外側の人々）への無干渉な様子を表している。

図 19 ハ・チャヨン 《カローラのバラード》
２００８年 ビデオ（９分３７秒）
出典：『アジアをつなぐ−境界に生きる女たち
１９８４−２０１２』

図 20 琴仙姫 《獣となりても》
２００５年 ビデオ（１８分）
出典：『アジアをつなぐ−境界に生きる女たち １９
８４−２０１２』

また、在日朝鮮人３世として日本に生まれた琴仙姫 75は、美術を学ぶためにアメリカ・カリフォルニア
に渡った。そこで制作された《獣となりても》（図２０）は、民族的故郷である北朝鮮で育ったことはないも
のの、日本の朝鮮学校で朝鮮人として教育を受けてきた自身のディアスポラを表す。
琴仙姫の自己と身体のアイデンティティにおける相互の流離性は、政治、社会など、自身ではいかん
ともし難い他者が定めた境界により生じている。《獣となりても》の中では、自身が被害を受けた痴漢体

ハ・チャヨン（Ha Cha Youn, １９６０年〜） 韓国人女性アーティスト。韓国に生まれ、フランスで美術を学ぶ。その後フランス・ド
イツなどで活動し、フランス・パリに在住（２０１２年現在）。
75 琴仙姫（Kum Soni クム・ソニ, １９８０年〜） 在日朝鮮人３世として日本に生まれ、ソウル在住の女性アーティスト（２０１２年現
在）。
74
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験を、朝鮮学校の制服を着用した自身が日本語でつぶやき、またアメリカの核実験、朝鮮学校での祖
国の指導者を讃える舞楽の風景などが、脈絡なく提示される。
《獣となりても》は、政治や社会、集合的一般論としての通史の概念や個人の体験の虚実の曖昧さな
どを問いかけつつ、そうした不明瞭な認識を自己と身体の流離性に置き換え、在日３世の視点から見た
社会的矛盾ではない、誰にも起こり得るディアスポラとして、普遍性を持つに至っている。
言語や人種、そして文化もまったく異なる土地への移動はグローバリズムにより加速する。しかしグロ
ーバリズムなどと拡大解釈をしなくとも、たとえば住んでいた場所を失う、または幼少時代の記憶と現在
の自己との（特に心理的な）相違など、心理的にルーツ、アイデンティティとしてきたものごとと、身体が
切り離されてしまうディアスポラは、誰にでも起こり得る。
本節３.２.４で述べた、神奈川県藤沢市において私が感じる流離性も、ディアスポラの一種である。し
かし同じ土地の時代的変遷によって失った幼少時代の風景は、まつりが接点となり、再度、失われた故
郷の風景と同化を図ろうとしている。
南波照間島などのニライカナイ伝承にも、民族的アイデンティティをここではないどこかを寄る辺とす
る、ルーツの喪失によるディアスポラを潜在的に持っている。ホルンが提示する身体機能の拡張は、身
体を介した内外の関係の同化を図るものであるが、同時に〈私たちはいつどこにでも好きなように行ける
けれど、いったい私たちはどこから来てどこにいるのか、考えてみればそれがわからなくなってしまった〉
と、ディアスポラが存在していると言わざるをえない。
つまり〈痛み〉はディアスポラであった。分化を強制される、境界を持たなければならない〈痛み〉だ。ま
た境界により分けられた先で、自己とは異質なものを身体の内に受け入れなければならない〈痛み〉でも
ある。この境界を行き来する際に生じる〈痛み〉の協奏曲は、現代の心理を象徴する。グローバリズムや
テクノロジーの進化は、はじめ、いつどこにいても、それが辺縁に位置する土地であったとしても、ものご
との求心力となる中心へと容易にアクセスできることを予見させた。しかし実際にこうした状況に少しでも
触れてしまえば、実は中心などもはや存在せず、すべてが辺縁となってしまっていることに気付くのであ
る。

3.５.４ 演繹的拡張性と帰納的収束性
オラファー・エリアソン76は、光を自己の表現に取り入れてきた。イギリス・ロンドンのテイト・モダンで発
表した作品《The weather project》（図２１）や、２０１２年にロンドン・オリンピックと併催された文化振興
プログラムである「ロンドン２０１２フェスティバル」で開始された《LittleSun》（２０１３年〜）プロジェクトな
どが代表的であるが、エリアソンは科学的に解明された法則性から美術作品として気象現象を再現して
いる。

76

オラファー・エリアソン（Olafur Eliason, １９６７年〜） アイスランドのアーティスト、デンマーク・コペンハーゲン生まれ。
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図 21 オラファー・エリアソン 《The weather project》
２００３年 ミクストメディア サイズ可変
出典：「Olafur Eliason」http://www.olafureliasson.net

気象を操る、という点では非常にユニークな、現代の呪術師とも呼べる存在であろう。しかしエリアソン
の作品を理解することは、何よりも科学、としての理解がもっとも容易な方法なのである。
また《Little Sun》は、「エンジニアのフレデリック・オッテセン（Frederik Ottesen）と協力して、その名
が示す通り太陽を模した形のソーラー発電式ライトを２年がかりで開発した。このライトの機能は極めて
シンプル。５時間の太陽光発電による充電で、夜間の照明として利用でき、３年ごとのバッテリー交換で
最大２０年は使用できる設計となっている」 77 ように、プロダクトとしての機能が重要であった。なぜなら
「アート作品であると同時に、ソーラーライトを世界中で販売するビジネスプロジェクトであり、そして日常
的に電灯設備が整っていない地域に住む人々に『光』を届ける慈善事業でもある」78とあるように、１６億
人と言われる今日の世界人口の、実に５人に１人が電気にアクセスできないというエネルギーの不均衡
を憂慮し、電力エネルギーの在り方を問い直すことが目的にあるからだった。
社会的な問題意識と公共的価値、言わば大衆的かつ一般的倫理観に訴えかけるという点で、古代
シャーマン

の祈祷師との相似性も見出せるが、科学的論拠とプロダクト的メカニズムへの理解が、公共的価値の創
造と理解へ通じていくという点は、既知の価値基準を芸術の価値へと拡張的に適用する、言わば演繹
（Deduction）的展開による芸術の理解なのである。

特定非営利活動法人アート＆ソサエティ研究センター「ART&SOCIETY RESEARCH CENTER」− Report/光を共有する
こと。オラファーエリアソンの『Little Sun』プロジェクト 〔http://www.art−society.com/report/olafureliassonlittlesun.html〕
（最終検索日：２０１３年７月５日）
78 脚注７７に準ずる。
77
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現象を操る、といったエリアソンによる呪術的な方法との類似性から、もうひとつ事例を挙げる。
内藤礼 79と西澤立衛 80による豊島美術館のパーマネント作品として内藤が制作した《母型》（図２２）は、
無数の穴から、時間とともに水が湧き出てコンクリートを耐水加工した床面によって水滴となり、２つの開
口部を抜ける風を受け、ゆるやかな傾斜を転がり再び水たまりとなり、そしてまた床へと吸収されて消え
ていく現象である。

図 22 内藤礼 《母型》
２０１０年 ミクストメディア サイズ可変
写真：森口昇
出典：「excite ism」http://ism.excite.co.jp

《母型》は、豊島美術館という建築と一体になったインスタレーションである。しばしば、大規模な気象
再現装置を構築するために、建築的スケールで作品が展開されるエリアソンとも、規模の点で類似も見
られるが、現象を理解させる方法はまったく異なっている。《母型》は、水が繊細に変化していく現象によ
る作品だが、インスタレーションが展開される豊島美術館自体が、生命起源のメタファーとも取れる。「土
を盛りコンクリートを流し込み、内部の土を掻き出したことでできた無柱の空洞が豊島美術館の建築とな
っている」81さまを子宮ともとらえられるように、また、水滴というひとつの単位となった水が、再び水たまり
という集合になっていくさまが、子宮の中での生命の誕生におけるメカニズムと生命起源への回帰を喩
えているものとも考えられるのである。マテリアルに水を選ぶこともまた、生命起源のメタファーであろう。
エリアソンが光という現象の科学的メカニズムを芸術性へと高めたのに対して、内藤の《母型》は、水
をマテリアルに、マテリアルが変化していく現象が生命の起源といったメタファーともとらえられる。しかし、
水や水滴が生成される様子はあたかも不可思議な自然現象に見えるものの、実際は「緻密に構築され
たプログラミングにより制御されている」82のだ。
天候による降水や環境光の変化により左右されることがありながらも、《母型》はそれらを考慮した上で
コントロールされ、それらは鑑賞者には見えない、床、そして土の中に隠されている。

内藤礼（１９６１年〜） 日本のアーティスト、広島県生まれ。
西澤立衛（１９６６年〜）日本の建築家、神奈川県生まれ、横浜国立大学大学院 Y−GSA 教授。
81 文化・芸術による福武地域振興財団（現、公益財団法人 福武財団） 平成２２年度助成成果発表会における、瀬戸内国際芸
術祭２０１０の視察時の解説による（２０１０年１０月３１日）。
82 脚注８１に準ずる
79
80
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エリアソンが自然現象の科学的再現を試み、科学的かつ論理的理解により芸術へと昇華されるとした
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
ことに対し、内藤は科学的メカニックを地下へと隠し、なぜこのような現象が起きているのかを考えるので
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
はなく、現象をそのまま受け入れろ、とする。《母型》がメカニックであることなど誰も感知することはなく、
むしろメカニックとして理解してはならない。
エリアソンは万人が平等に物質的理解を可能となるよう、科学的再現を重要視したとすれば、内藤は
真逆の、現象を何らかのメタファーとする伏流的意図への理解を求め、また現象により表面化する心象
性へのアプローチであったとも考えられる。
理解における既知の法則といった共通項を持たないさまは、暴力的とも思えるが、しかし、万人の心
象がすべて概念的な一致を見せず、その場で起きている現象をそのまま受け止めねばならない。このと
きの鑑賞者の状態は、歴史的に見た、古代、呪術に立ち会った人々と同様となるのである。
既知の法則の理解という演繹（Deduction）的拡張性ではない、帰納（Induction）的収束性により、
《母型》はすべてを取り込む母たる型となるのだ。
《母型》のある豊島美術館（もはや美術館という建築そのものが《母型》である）へ実際に入ると、不思
議な現象に遭遇する。館内は柱のない、やや変形した半球状の空洞となっているが、この空間内では
パラボラ的な集音効果が発生するのである。館内のどの位置で起きた音も、天井の球面に反射し、空間
中央部に集まってくるのだ。館内の中央に佇むとき、館内の床のいたるところで湧き出る水の音、天井
に開け放たれた円形の開口部付近から流れ込む、外部で木の葉が擦れる音や風の音などが、一気に
押し寄せるように迫ってくるのだ。母と子、人として分化する以前の子宮内の状態へ、鑑賞者は還元さ
れ、自と他の境界の消失を感じるのである。いや、逆説的に、この瞬間に、これまでさして意識していな
かった、自と他の境界をはっきりと認識するのだ、と言ってもよい。
まったくの余談であるが、豊島美術館では、入場時の注意事項として「館内では会話を慎み、お静か
にお願いします」83と、言われ、また入場者数も制限される。集音効果により、館内中央へ行くほど遠くの
場所で話している人の声が目の前にいる人の声と同等程度にまで聞こえるようになってしまい、微かな
水の音や風の音を聴くことが難しくなってしまう。しかし、むしろ、遠くにいる人の声が目の前に聞こえる
ことの方が、はっきりと、物質的な状態ではない存在としてのレベルで、自己と他者の境界を認識するの
である。これはアーティストの真意であるのか、内藤が《母型》以前に制作した《地上にひとつの場所を》
84や《このことを》85 において、鑑賞者をひとりに限定して入場を求めたことから、内藤においては自己の

存在を再認識するための外部の存在であり、自己と他者による関係の再発見、再構築ではなく、現象と
いう外部を認識した自己による、自己との対話の発現であった。

脚注８１に準ずる
内藤礼《地上にひとつの場所を》 ミクストメディア サイズ可変 １９９１年, 佐賀町エキシビット・スペース / １９９７年, ヴェネツィ
ア・ビエンナーレ
85 内藤礼《このことを》 ミクストメディア サイズ可変 ２００１年, ベネッセアートサイト直島 家プロジェクト「きんざ」
83
84
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3章６節 旅の終点

3.６.１ 東日本大震災
２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災は、私たちの日常という認識を転換させる、歴史的転換点と
なっただろう。特に都市の生活者の多くは、これまでまったく顧みることのなかった東北という辺縁の現
実を思い知らされたと同時に、都市という中心性がもはや失われたことに気付いたのだ。

震災のあったその日、私は当時借りていた東京都内の木造一軒家にいた。これまで経験した中で最
も大きかった揺れの中、意外にも冷静で、揺れで倒れた食器棚と落ちて割れた食器の破片を踏まない
よう台所まで行きガスの元栓を閉め、木造のため歪んで脱出できなくなると困ると思い、玄関の扉を開け
放った。その際、ちょうど下校途中の近所の中学校の生徒たちが、悲鳴をあげながら道にうずくまってい
る様子を見た。揺れが収まるとすぐにテレビのスイッチを入れ NHK にチャンネルを替えた。またパソコン
では、インターネットから Twitter にアクセスしてみたり、友人や知人、家族へ無事をメールしたりと、安
否の連絡を取ろうとした。
テレビには三陸海岸の町に迫り来る津波の様子が映し出された。画面の奥でぼんやりと霞んで見え
る波頭、その少し手前をまだ逃げ切れていないのか、何台か車が通っている。迫る波は急速に地上に
上がると波しぶきをあげた。走っていた車も波に乗るように巻き込まれ、まるでハリボテか模型を壊すか
のように、家は簡単に押しつぶされ飲み込まれていく。気仙沼を空中から撮影した報道では、まるで焚
火の燃え残りを見ているかのように、暗闇の中にチラチラと炎が揺れ動き、くすぶった黒煙に、時おり炎
がぼやけて見える。八戸の文化事業に関わる NPO で働く知人は、刻々と変化する状況を何度もメール
で伝えてきた。
東北にいる知人らは、何日かかけて自力で被災現場を脱出した者もいれば、避難所で数週間を過ご
した者もいる。報道にはなかったが、暴徒化した人々が跋扈する仙台の町まで、父親が「救援」に来たと
いう知人もいれば、幸いにも家族は皆無事であったものの、住む家を波に攫われた知人もいた。
被災者からすれば嫌悪される言い方になってしまうと思われるが、震災はかつてないディアスポラを
引き起こしたであろう、美術にとって興味深いできごとである。実際に、多くのアーティストが、震災直後
から東北地方を目指して旅立って行った。彼らの中には、東北に知人がいることでそうした行動に出た
者もいれば、それまで東北地方に行ったことさえない者もいた。何を救うために、また何を求めてアーテ
ィストは被災地へと向かったのか。善意以外の心理があったと言うことは憚られるが、しかし、少なくとも
東日本大震災によって、これまで、さしてアーティストの話題に上らなかった東北地方が、東日本大震
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災を境に「中心」へと変化したと言える。特に東日本では顕著であり、「アート×建築×震災後」86、「Arts
Action ３３３１」87、「Arts Vision Network ３１１」88などといった東日本大震災後の文化・芸術の役割
について問うシンポジウムや展覧会などが多数行なわれた。

図 23 被災後の宮城県南三陸町
（撮影：２０１１年１０月３０日）

．�．�．�．�．�．�．�．�．�
東日本大震災により多くの美しいとされる風景は壊され奪われていった。津波により甚大な被害のあ
った南三陸町での、市民の手によるアートプロジェクト：彩プロジェクトは、地域の神事に用いられてきた
伝統的な手芸技の《きりこ》を、各家のルーツにまつわるものとして掘り起こしてきた。しかしこれまで《きり
こ》を飾ってきた多くの家は津波により跡形もなく破壊された（図２３）。
今、《きりこ》は震災以前に、そこにどのような家があったか、を表すものとして、新たな展開を迎えてい
る。失われた景色を思い出すための、また、失われていくであろう記憶を留めるためのものとして、《きり
こ》は続けられている（図２４）。
南三陸町は漁業に従事する人が多く、そのため町は港に近い沿岸部に発展してきた。しかし震災後
は、工業団地として開発された高台へと町の中心を遷移し、津波で崩壊したかつての町―「きりこ」のあ
った景色の場所―は事実上放棄されてしまった。
このことについて彩プロジェクトをコーディネートする ENVISI89の吉川由美90は、「（東日本大震災）
以前は誰も行くことのない『寂しい町』だった工業団地付近が、今は人が集まる『賑やかな町』になった。
（中略）不便だった工業団地のあたりに、震災（東日本大震災）後はコンビニができたり銀行の ATM が
できたりして、皮肉なことに震災（東日本大震災）以前の漁師町よりも便利になってしまった」91と言った。

シンポジウム「アート×建築×震災後」 ２０１１年６月２５日 会場：Art Center Ongoing（東京都武蔵野市）。
３３３１アーツ千代田（東京都千代田区）で行なわれた震災復興支援のための募金活動。２０１１年４月５日から ７月１０日まで
行なわれ、５８万２,７３８円が集まった。（「東日本大震災復興支援 Arts Action ３３３１」http://action.３３３１.jp） なお３３３１アー
ツ千代田では、この他にもチャリティーライブ、復興支援に関するシンポジウム、アーティストによる震災と文化・芸術との関係性を
考察する展覧会などが、２０１１年７月末まで多数行なわれた。
88 被災地域での文化・芸術活動を支援する web サイト（http://www.avn３１１.jp）。
89 「アートの力でまちの見えざる価値、人と人との間に見えざる絆を結び、新たな活力を生み出す活動」を行なう団体。主に宮城
県を中心に活動（http://www.envisi.org）。
90 吉川由美：ENVISI 代表、演出家、プロデューサー。
91 文化・芸術による福武地域振興財団（現 公益財団法人福武財団）の２０１１年度活動成果発表会（宮城県南三陸町）での吉川
由美による被災および復興状況を視察するバスツアー内でのガイドより。吉川がアートプロジェクトを共に行なってきた南三陸町
86
87
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図 24 南三陸町に展示されている《きりこ》
２０１２年 紙でできた「きりこ」以外にも、左図のようにボー
ドで拡大し野外に設置されている。
出典：「ENVISI」http://www.envisi.org

《きりこ》は、そうした災害により失われ、また再生のために切り離されていく辺縁たるものごとに寄り添
うように在り続けていくのだろうか。そうして生まれる、物悲しくとも美しいであろうストーリーは、辺縁を見
つめることの価値、失った風景を留めることの重要性を説く。《きりこ》には、失った風景、その場にいて
その場を失ったこと、つまり移動や移住ではない、もうひとつのディアスポラがある。しかし失われた風景
に固執することは、ともすれば新たな土地で再生へと向かう人々を阻害しかねない。ディアスポラは記憶
の中、人を追憶の風景に留まらせ続けてしまう危険性も持っているのである。
しかし、これまで東北地方を注視する人々がさほどいなかったが、東北という辺縁はもはや中心にも
置き換わり、多くの失われた美しい風景―呪術的景色―に、人々は嘆息するのだが、辺縁であった頃は、
いったい誰が美しいとしていたのだろうか。たとえば東日本大震災がある以前は、東北地方に行ったこ
ともなかった都市生活者も珍しくないように、私たちの多くは、辺縁が美しい場所であるなどと思ってい
なかったのではないか。辺縁が失われたことで、誰も見も知りもしなかった景色を美しかったと賞賛して
いるに過ぎない。
辺縁が崩壊し、そのことで辺縁は中心性を持つに至った。しかし新たに中心性を持った辺縁は、取り
戻すことのできない失われた景色、もはや架空の景色となってしまったのだ。
ディアスポラは記憶の中の景色を繋ぎ合わせては、まったくの架空の景色をも創造してしまう。東日本
大震災による津波報道が、およそ想像上でしかありえなかった映像を現実のものとし、アーティストや
人々へとビジュアル・ショックを与えた。このビジュアル・ショックは、現実離れした架空の景色にリアリティ
を与えつつも、報道などマスメディアの映像の虚実を問いかける。そして誰も大して意識しなかった、も
はや失われてしまった景色への望郷感を創出し、このビジュアル・ショックをきっかけに生まれた架空の
故郷に、ディアスポラが生じる。ディアスポラは想像上の景色でも生まれ、また想像上の景色の創出まで
も生み出し、それらは私たちに、目の前の現実よりも現実感をもたらす景色となってしまう。

のメンバーの中には、津波により消息を絶った者もいた。そのためガイドの途中で何度か涙で言葉を詰まらせる様子もあった。

66

3.６.２ 墓
阪神・淡路大震災から約２０年92、大阪の町には、もうその痕跡をほとんど見ることもなくなった。今や
震災と言えば東日本大震災を指してしまうが、それ以前は、阪神・淡路大震災を意味していただろう。
豊臣が敗れ、大阪が徳川の手に堕ちて 93から、間もなく４００年となる。しかしそれは日本の国境が今
日とほぼ同じかたちになってから、実際にはまだ４００年ほどしか経っていないのである。江戸時代、大
阪の町は今よりもずっと小さかった。前述した釜ヶ崎（あいりん地区）、飛田や新世界などは、町の辺縁
にあたる場所であった。大阪をただ歩いているだけだとあまり目には見えてこないが、実際は川の多い
町である。川は物理的に町の境界を形作る。川に隔てられたこちら側が、人々が安心して住むことので
．�．�．�．�．�．�．�．�
きる「まち」としたら、川の向こう側は穏やかならぬ人々 の住む辺境、そして川に架かる橋は、辺境への
門となっていた。戦国時代、川に橋を架けることは外敵の侵入を簡単に許してしまうことであった。天下
が統一された江戸時代からの約４００年間は、目に見える外敵が日本列島にいなくなり、人々が川に
次々と橋を架けていった時代である。しかしながら、もともと内部に存在していた不安定要素、社会的な
負を背負う人々は、〈まち〉の内部から、境界となる川辺へ押しやられ、そして橋のたもとに集まるようにな
った。今日の大阪市で鶴橋と言えば、若い女性がひとりで出歩くのは危険と言われる繁華街で、また大
阪市中心部の梅田から北へ、淀川に至る手前の堂山地区には男性同性愛者が集まる。
辺縁とは、都市と辺境との境界であり接点である。そして辺縁には、都市が抱く不安や孤独、そしてい
くつかの恐怖やタブーが、目には見えざる形で吹きだまりのように集められたが、しかし都市における不
安・孤独・恐怖・タブーは、江戸時代までは都市の内部で容認されたものであり、今日までの約４００年
間で徐々に辺縁へと押しやられていった。モダニズムは、いくつものものごとを区分けし、あるものは排
除され、あることは切り離された、境界発生の歴史である。
大阪の〈まち〉で、辺縁に押しやられたものに、墓がある。〈まち〉の辺縁には７つの墓所が存在し、こ
れら墓所を巡る「七墓めぐり」（図２５）は、江戸時代、盆の時期に盛んに行なわれた94。誰の親類であっ
ても、死者の世界では家族や同胞となるもの、として、人々は盆の供養で七つの墓所をめぐり、その行
程は「七墓みち」と呼ばれていた。しかし大阪の〈まち〉の発展・拡大により、元々の辺縁が外へと拡大す
ると、墓は都市に飲み込まれ、今はもう、７つの墓所のうち２つしか残されていない。残された２つの墓所
も、もう新たな墓の造成はできない。阪神・淡路大震災の痕跡か、もう誰も弔問に来なくなった無縁仏で
あろう墓石には、いくつか亀裂が入ったものもあれば、一度倒れたものを起こしたような跡も見られる。

92
93
94

１９９５年１月１７日に兵庫県南部を震源とした巨大地震「阪神・淡路大震災」が起きた。
大阪の陣（１９１４年〜１９１５年）にて、徳川幕府が豊臣宗家の羽柴家を滅ぼし、事実上、徳川家による天下統一が完了した。
大阪七墓めぐりプロジェクト：陸奥賢による（２０１３年８月）。
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図 25 陸 奥 賢 、 ほ か 《 大 阪 七 墓 め ぐ り 復 活
プロジェクト》より
（撮影：２０１３年８月）

江戸時代になり戦乱がなくなったとは言え、それでもまだ飢饉や疫病、現在の医療であれば救済可
能な病で命を落とす人々は多かったのだ。しかしそれもさまざまな分野の発展により解消されていく。人
が死ぬことが当たり前の、死の存在が日常であった時代は、モダニズムを経過して非日常となった。モ
ダニズムは生と死を明確に分化し遠ざけ、墓所も生者の〈まち〉からより遠い場所へと押しやられていっ
た。
死者は何も語れない。語る力を持たないがゆえの死者である。しかしかつての墓所はこうした死者と、
言葉にならない語りを行なう場所で、死者へ生者の声を聞かせると同時に、死者の声なき声を聞こうと
する場所であった。

図 26 沖縄式の墓
沖縄県竹富町竹富島
（撮影：２０１０年１１月）

沖縄では、墓参りはピクニックのようなもので、食事を重箱に入れて親族が集まり、一日かけて墓場で
宴を行なう（図２６）。墓参りとは粛々と行なう厳かな行事ではなく、厳かながらも親密に、死者と宴を介し
て交感する、まつりなのだ。
墓の構造もただ墓石があるのではなく、死者のための家として、門から舎利殿までが整えられ、舎利
殿の前室となる部分は宴を催すための場として、広くスペースが開けられている。墓参りでは悲しむので
はなく、亡き親族、そして一族の祖先たちが一同に会する慶びと笑いが似つかわしいのだ。沖縄が、沖
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縄の人々が言う〈本土〉と併合したのは、明治以降のことである。墓に関しての認識が〈本土〉と違うのは、
モダニズムに覆い隠される時期が遅かったからではないか。
最近では、沖縄本島の那覇など都市部では、沖縄式の墓を新設する十分なスペースが得られないこ
とや、〈本土〉から移住してきた人々が増加していることもあり、本土式とされる墓も目立つようになってき
た。墓としての意味合い、死に対しての価値観は、土地の面積という合理主義に覆われ始めている。沖
縄において身近であった墓が、徐々に遠のき始めているのだ。
沖縄式の墓と同形態のものは、台湾にも見られる。台湾では葬儀の際に、死者が死の国で使うため
の〈金〉を棺に入れる風習があり、また墓参りにもそれらが供えられる。墓所の付近にはそうした〈金〉を扱
う売店もある。〈金〉は、ワラバン紙のような再生紙に金色や銀色の塗料が塗られたもの、動物などの意
匠が施されたものなどさまざまあり、台湾の風習を知らない者から見れば、何かまつりの飾りのような印
象を受け、およそ死と関連した品だとは思えない。

《大阪七墓めぐり復活プロジェクト》プロデューサーで、〈死生研究家〉を自称する陸奥賢は、「大阪の
まち歩きは『現物』がありません。戦災で燃えたり、戦後の乱開発で破壊しつくしましたから。『もとはお寺
でしたが、いまはラブホテルです』のようなことが大阪の場合、往々にしてあるので（中略）そうなると『か
つてあった何か』というのは『語り』でしか表現せざるをえないんですな。『語り』は『騙り』でもあって、結局、
嘘が入ります。見たことないんですから、どうしてもそうなりますわな。（中略）『虚実の皮膜にこそ美が宿
る』といったのは近松門左衛門。偉大なる近松に倣って『真実３分に嘘８分。足すと１１分で数が合わな
い』ってのがぼくのまち歩きです。実際、大阪七墓巡りとかいってますが、いまは墓残ってませんから。ま
ちなかですから。そこを『大阪七墓巡りです』と称して歩くのは、これはかなりトリッキーで、反則技で、高
等すぎる芸」95と言う。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�
人々が死を身近に感じられること、それは死者の国を表すことであり、肉体の物質的消失として、死を
理解することではなかった。むしろ物質的に、墓により死の国への入口をつくってしまうことで、死は生と
境界を持ちながらも、日常の延長上に存在することができるのだ。呪術的景色において、墓は生を営む
場と分け隔てられた場所ではなかったのだ。

3.６.３ 母性原理
沖縄の島々に見るニライカナイ伝承の類型は、場所としての特定はなくとも、海の向こう側、と、具体
性を持つ。海と身近に暮らす人々にとって、海は死の国―向こう側―との国境であり、死は常に生活の糧
を得る海と繋がっていた。海は生と死の境界でありながら、生きることと死ぬことは、海という場では等しく
扱われていた。このことを示すように、ニライカナイは民族のルーツとなった土地でもあり、また死後、人

95

陸奥、２０１３年１０月。
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の魂が向かう土地ともされている。
沖縄県や鹿児島県奄美群島には、ユタ96 と呼ばれる霊媒師が日常的に存在している。また「ユタ」と
同一の位置づけの存在には、沖縄から遠く離れた東北地方のイタコ97が相当する。
ユタは、沖縄の島々の集落で排除の対象となった人々が聖性を獲得した結果生まれた。なぜならば
ユタは多くは女性であり、また盲目者、肢体不自由者といった先天的障害を抱えた人物ほど「霊力」が
高いと重んじられ、また身寄りのない女性が修行を積みユタとなることもあった。島という限定的で逃げ
場のない集落の中で、集落・コミュニティを維持するための生産活動を行なえない者たちを排除するの
ではなく、ユタとして特別な価値を与えることでコミュニティの一員として活かしてきたと考えられる。この
ことにより、沖縄の精神文化は母性原理となり、女性を守護神としてきた。
ユタのようなシャーマンは、琉球王朝にとって宗教的に重要な存在98であり、祝女（ノロ）99 という女性
神職者組織が形成され、ノロの最高位となる女性は、国王ですら容易に話すこともできないほど、神格
化されていた（図２７）。

図 27 昭和初期のノロ
出典：「wikipedia」 http://ja.wikipedia.org

ユタは沖縄の島々によって「ホゾン」「トキ」「カンカカリャ」「ムヌチ」「ニゲービー」など呼称が変わるが、民間信仰としての位置づ
けで、それらは同一と考えてもよい。
97 青森県の恐山で「口寄せ」と称する降霊儀式、予言を行う巫女。
98 実際には、琉球王朝付けのシャーマンである「ノロ」を重んじ、民間の野良シャーマンであったユタを弾圧したこともある。（出
典：桜井徳太郎 『沖縄のシャマニズム』 弘文堂）
99 民間や大衆的な霊媒師のユタに対し、王朝に仕える神職者をノロとする。
96
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図 28 斎場御嶽から見る久高島
沖縄県南城市
（撮影：２００７年３月）

沖縄県南城市の知念半島先の海にある久高島は、琉球王朝の神話における創世神アマミキヨがニラ
イカナイより降り立った地とされ、琉球王朝にとって最高の聖地である。久高島では、１２年に一度行な
われる秘祭イザイホー 100を頂点に、数々の祭礼が執り行われ、このイザイホーをはじめ、久高島へはノ
ロとノロの身辺を世話する女性以外は、国王も含め一切の男子禁制の島であった。日本や世界で多く
の聖地が女性を穢れとし、女人禁制としてきたことに対し、沖縄の母性原理の精神文化は、女性に聖性
を与えたのである。
ノロが祈祷行為を行なう場として、沖縄の島々には御嶽101が多数存在する。今日でもユタによる祈祷
がたびたび行なわれている。知念半島には最高位の意味を持った斎場御嶽（セーファーウタキ）102があ
り、文字通り、琉球王朝における最高位の御嶽であった。この斎場御嶽の最奥にある、最も位の高い拝
所103の三庫理（サングーィ）から、久高島を望むことができる（図２８）。 岩と岩の間を、まるで胎内巡りの
ように抜けた先で、木々の茂みが窓のように開かれて、海に浮かぶ久高島がぽっかりと見えるのだ。

久高島に生まれた女性のうち、３０歳から４２歳までの既婚者をノロとして承認する神事。イザイホーを行なうことで、対象となっ
た女性たちは一家の守護神として神秘性を手に入れるとされる。条件に該当する女性の減少が要因となり、１９７６年のイザイホー
を最後に以降は中止となり、存続が危ぶまれている。
101 沖縄本島では「ウタキ」、他の沖縄の島々によっては「オーン」「オン」などと呼称が変わる。近代になり、多くの御嶽には神社と
同じく、参道の入口に鳥居が設けられた。
102 ２０００年１１月、首里城跡などとともに「琉球王国のグスクおよび関連遺産群」としてユネスコ世界遺産（世界文化遺産）に登録
された。なお図２８の撮影時点では整備されていなかったが、２００７年７月以降は案内所が設けられ、入場・拝観は有料となって
いる。
103 御嶽の中で、ノロが祈祷を行なう祭壇。
100
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3.６.４ 死者のリアリティ
道を歩けば、多くのものごとが、それら本来のストーリー（なぜこの場所にあるのか、なぜこのような状
態になったのか）から切り離され、孤独に放置されている。そうした孤独となったものごとに少しだけ思い
を馳せ、仮想のストーリーを構築してみる。電車の窓の向こう側を通り過ぎていく、いくつもの町を見なが
ら、降りたこともない町での生活を少しだけ想像しながら、その想像が私の日常の延長でしかなく、実際
の、その町の日常にはなり得ないことを思い知る。飛行機の窓の向こう側、眼下の海にぽつりぽつりと浮
かぶ島々を見ながら、それらの島を結ぶように、淡い青の環礁が続いているのを見ては、環礁を泳ぎ回
る魚の視点を想像してみる。これらのように、旅は物理的移動を伴いながら、私が移動した先の場所か
らさらに向こう側へと、思いを巡らせる。
島々で、故郷を向こう側（ニライカナイ）とすることで生まれる、今いる場が故郷ではなく〈我々は海の
向こう側から渡ってきた〉とする仮想のディアスポラもまた、民族のルーツを死の方とすることで、生きて
いる現在と未来に待ち受ける死は鮮やかに結ばれ、民族的な共有性として死は孤独ではなくなるのだ。
死の国・向こう側・ニライカナイといった、民族的に共有された領域から渡ってきたとすることで、生こそが
孤独となり、死は孤独からの解放へと向かう。沖縄に見る母性原理の精神文化の根底には、生と死が同
化する仕組みがあったのだ。モダニズムへの流入が遅れたがゆえに、こうした母性原理の民間信仰は
今日まで続いてこられたと考えられる。
モダニズムは生こそが現実として優先され、死は現実からの断絶、ゆえに墓は現実感のない、ミニマ
ルな様式となった。しかしモダニズムに覆われる以前、死は民族的ルーツに置かれ、生は死によって肯
定されていた。つまり生の現実感を支えるのが死であり、死こそがリアリティの根源となっていた。
仮想された死の国で、死者は目に見えなくなってもそこにいる。目に見えるものごとのみが現実なの
ではなく、目に見えないものごとに支えられて現実があるのだ。

東日本大震災という驚愕のできごとは、私たちがこれまで現実としていたものごとをことごとく壊してい
った。しかしそれによって、私たちがいかに死を遠ざけるようになってきたのか、と思い知ることになった
のだ。モダニズムにより遠ざけてきた死―つまりそれは呪術的景色でもある―は、災害によって唐突に、
日常へと引き寄せられた。この引き寄せられた死の国は、呪術において文化や思想、そして芸術（卑芸
術）として基底層で共有されていたのだ。
道の端、まつり、孤独、痛み、聖と俗、ディアスポラ―辺縁に散在しているかけらたちは、私たちの現実
認識を本来持っていた在り方―死者のリアリティ―へ導く。辺縁は死者のリアリティへの境界、すなわち
入口であり、島々のように散在するアーキペラゴとして、社会の〈メタレベル（基底層）〉で共有されていた
呪術へと導く。辺縁に触れることで、私たちは物理的境界を越えずとも、隔てられた向こう側へと渡れる
のだ。
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4章 アー トプ ロジ ェクト

4章１節 アーティストと社会 — アートプロジェクト１.０
現実を支える目に見えないものごとを可視化する方法、それが呪術的景色の残る辺縁に散在してい
る。本論のこれまでの論考では、リアリティの在処として、呪術的景色と、そこから始まる表現を探ってき
た。しかし〈呪術的表現〉とは何か。
この点を、前章でココルーム（３.３.２, p.４２〜４４）、彩プロジェクト（３.６.１, p.６４〜６６）、大阪七墓めぐ
り復活プロジェクト（３.６.２, p.６７〜６９）などの事例を挙げたアートプロジェクトから論じていきたい。また、
もっとも具体的な事例として、２００６年より私が行なってきた「WATARASE Art Project（ワタラセアート
プロジェクト）」について触れていきたい。
しかし「WATARASE Art Project」について述べる前に、今日のアートプロジェクトの状況を、おおま
かに俯瞰する必要がある。そのため本章で今日のアートプロジェクトの概況について記し、次章にて
「WATARASE Art Project」について論じる。

今日のアートプロジェクトで、まず、それらがどこで行なわれているのかを考える。美術館やギャラリー
といった、美術作品を鑑賞するための場所でない場でアートプロジェクトが行なわれることが多く、このこ
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
とから、アートプロジェクトとは美術作品を鑑賞するための場所以外で行なわれる芸術活動とする。
また、アートとプロジェクトとの２語からなる造語として考えれば、プロダクトの現場や建築、ビジネスで
言われるプロジェクト（目標・期限・メンバーの設定、何らかの目的達成を目指して一定期間に行なわれ
る活動）という言葉、またその概念に加え、プロジェクトの手法・方法がアート・美術・芸術である、となる。
さらにはアートプロジェクト自体が芸術活動のひとつの在り方で、アートプロジェクトそのものを作品とす
る考え方もある。
このように考えると、アートプロジェクトは、野外展覧会や芸術祭といったアートフェスティバルを指す
のではなく、アートフェスティバルもアートプロジェクトの方法のひとつに含まれていることがわかる。また、
アートプロジェクトが、展覧会やアートフェスティバルのような作品の集合体といった場合もあれば、単体
の作品―プロジェクト―である場合もある。
では、アートプロジェクトは誰が行なうのか。行なうのはアーティストであり、アーティストを起用する市
民でもあり、企業や行政が計画立てて行なう場合もある。主体がどのようであれ、アートプロジェクトは、
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
プロジェクトの中核に芸術を据えた、美術を用いたプロジェクト、またはプロジェクト型の美術となる。
アートプロジェクトの始まりを正確に示すことは困難である。１９６０年代から７０年代にかけて鳥井音楽
財団（現サントリー音楽財団、１９６９年〜）、トヨタ財団（１９７４年〜）、ポーラ伝統工芸文化振興財団（１９
７９年〜）といった、文化振興を支援する目的の企業財団が設立され始める。これを受けるかたちで、１９
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８０年代には「第１回市町村文化行政研究交流会」（１９８１年）、「第１回世界演劇祭」（１９８２年）104とい
った、行政の政策研究や芸術文化事業が散見され始める。また、古くは１７１５年、越後屋（現 三越）が
歌舞伎俳優市川団十郎を広告モデル（引札）に起用した 105ことや、それ以前の、室町時代に大名らが
絵師を囲っていたように、いつ、どの時点からアートプロジェクトに類するものが始まったのか断定するこ
とは不可能である。
しかし、美術館やギャラリーではない場を用いて美術表現を展開する事例、と限定すれば、１９５０年
代から１９７０年代を草創期と見ることができる。「具体」などの前衛美術団体の活動をはじめ、「読売アン
デパンダン」展、「ハプニング」や「フルクサス」といった美術の動向も、アートプロジェクトの草創期を形
成する。しかしこのときはまだアートプロジェクトという言葉自体が生まれておらず、またアーティストやア
ーティストグループによる前衛的な表現を模索する活動、というかたちで、特殊な場、面白い空間を目
指して、美術館やギャラリーから脱することに大きな意味があった。
１９８０年代後半には個人や単独でのものではなく、比較的大規模で集団性を持った「現場」 106、「ア
ートキャンプ白州」107、また国際展として行なわれた「牛窓国際芸術祭」108といった、求心力のある事例
も散見され始める。

芸術が芸術として成立するのは、芸術がわれわれの日常経験を超えた非日常にあるからで
あろう。だから芸術には、自由な創造が保証されている。
しかし、この日常から疎隔された自由な創造が、支配権力によって巧みに捏造された妄想
だとしたら、芸術には無数の虚偽が含まれていることになろう。非日常による日常の収奪がナ
チスの手口であったように、芸術は日常の生ける経験を圧殺しているのかもしれない。
文化産業によって芸術が巨大な営利事業と化した現在、われわれは、こうした芸術の存立
基盤そのものを内在的に批判し、日常の根底から、その新たな活動様式を検索したい。
（現場’８９―‘９０実行委員会「記録集 現場’８９―‘９０」109、冒頭文より抜粋）

富山県利賀村
日本, トヨタ自動車株式会社・企業メセナ協議会 「ネット TAM（トヨタアートマネージメント）」−アートマネージメント年表」より
〔http://www.nettam.jp/learning/timeline/１７００/〕 （最終検索日：２０１３年８月１１日）
106 「現場」：福島県を中心に活動した野外展（１９８７〜１９９０）：秋元雄史（現 金沢２１世紀美術館館長）や、有吉徹（現 東京造
形大学教授、美術学部長）、田中睦治（沖縄県立芸術大学教授）らが参加。多くがサイトスペシフィックな作品となり、その場でつく
る、という制作概念が表れた。
107 「アートキャンプ白州」：１９８８年以来、毎年８月に山梨県白州町で開催されていたアートキャンプ。９２年までは「白州・夏・フェ
スティヴァル」と称しており、翌年より現行名称となった。白州町に拠点を置く舞踏資源研究所（代表・田中泯）とアート・プロデュー
サーの木幡和枝が中心になって運営。舞踏のパフォーマンス公演を中心に、美術、演劇、音楽、映像などさまざまなジャンルの
表現活動がワークショップやコラボレーションといった形で行なわれた。１９９８年をもってイベントとしての「アートキャンプ白州」は
終了したが、以降も白州町での活動は継続している。
108 「牛窓国際芸術祭」：１９８４年に岡山県牛窓町で開催された美術展。当時、国際展として開催された例は他になく、国際的ス
ケールでのアートプロジェクトとしては最も古い事例と考えられる。
109 現場’８９−‘９０実行委員会『記録集 現場’８９−‘９０』、１９９４年 p.１
104
105
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１９８０年代後半から９０年代でのアートプロジェクトの位置づけは、半ば営利的に、企業や市場をベ
ースに展開される文化産業、また権威的とも捉えられがちな行政による文化事業に対してのアンチテー
ゼとして、自由かつ本質的な美術の「活動様式の検索」であった。同時に注目すべき点は、「現場」は福
島県、「アートキャンプ白州」は山梨県といったように、アートプロジェクトの現場は都市ではなく、地方に
あったのだ。しかし「芸術家が社会問題から遠ざかると同じ距離だけ、芸術も社会から孤立している。そ
の状況に危険を感じている」 110としながら、「現場」や「アートキャンプ白州」も一般化はなされず、あくま
でも美術を志向する人々への、社会へ目を向けよ、日常と美術（芸術）の関係を再考せよ、といったメッ
セージであった。しかしこの時期を境に、サイトスペシフィックな美術表現も拡大していく。
この状態―アーティストが都市から地方へ出て、社会と美術との関係を注視させる―を、アートプロジ
ェクト１.０とする。アートプロジェクト１.０は、アーティストの側からの、社会との関係性の（再）構築と（再）
検証であり、その関係と検証の内に、新たな美術表現の模索を行なっていたのだ。それらを模索する価
値は、あくまでもアーティスト、そして美術の側にあった。

4章２節 美術の社会的価値 — アートプロジェクト２.０
アートプロジェクトが急速に一般化されたのは、２０００年、新潟県で「大地の芸術祭 越後妻有アート
トリエンナーレ（以下、越後妻有トリエンナーレと略）」111が始まってからである。越後妻有トリエンナーレ
、、、、
の成功は、越後妻有地域112を潤した。日本の米どころとして有名でありながらも、観光資源に乏しい新
潟県では、地方都市とすれば典型的ではあるものの、やはり若年層の都市への流出が絶えなかった。
、、、、
それにより米どころ を維持するための後継者不足も問題視されていたが、越後妻有トリエンナーレは、
少なくとも、若年層の視線を新潟へ注がせることに成功している。農村集落の中に、新潟県外から移住
を希望する人がいれば、越後妻有トリエンナーレの来場客を目当てに新たに飲食店を始める既存の住
民もいるように、米しかなかった越後妻有に、米以外の価値をもたらしたのだ。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．� ．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
今日的にアートプロジェクトに付与されている地域づくりとしてのアートやアートを活用した地域活性
．�
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
化といった要素は、越後妻有トリエンナーレの影響が大きいだろう。これを、美術が社会的価値を持った
．�．�
状態と見て、美術（芸術）の価値が社会の中に置かれたことになる。これをアートプロジェクト２.０とする。
しかし、アートプロジェクト２.０に則る最も顕著な事例は、「アサヒ・アート・フェスティバル（以下、AAF
と略）」である。AAF は２００２年に、アサヒビール芸術文化財団（現 アサヒグループ芸術文化財団）が間
接助成113をする１６のアートプロジェクトを総称するかたちで始まり、以後、２０１３年現在までにさらに参
加団体数を増やし、継続している。AAF は「全国の市民グループやアート NPO、アサヒビール（株式会

現場’８９−‘９０実行委員会『記録集 現場’８９−‘９０』、１９９４年, p.２２ ※引用箇所の執筆者は秋元雄史。
新潟県十日町市を中心に、２０００年から３年に一度開催。２０１２年まで５回開催。世界最大規模のアートプロジェクトである。
112 現在の新潟県十日町市と津南町。
113 アサヒビール芸術文化財団が AAF に一定の金額の助成を行い、AAF で独自の選考委員会を持ち AAF 参加団体を公募、
財団による助成金を各団体へ分配する、間接助成形式をとっている。
110
111
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社）などが協働で開催するアートのお祭り（中略）『未来』を展望し、『市民』が主体となって企画・運営し、
『地域』の魅力を引き出し、コミュニティの再構築を目指すアートプロジェクトが集まり、つながっていま
す」114とするが、ここで重要なのは「『市民』が主体」であることと、さまざまな団体が「協働」し、「『地域』の
魅力を引き出し、コミュニティの再構築を目指す」ことである。
AAF は、参加するプロジェクトを主催する団体のメンバーが一同に会する機会を年に３度設けている。
日本の各地で活動するアートプロジェクトが集まる機会は、自ずと各プロジェクトの交流や連携を生んで
いる。このように、AAF はアートプロジェクトという美術活動を下支えしてもいるのだ。

図 29 AAF ２ ０ １ ２ ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 の
集合写真
出典：「ASAHI ART FESTIVAL」
http://www.asahi−artfes.net

図 30 AAF の枠組み
出典：「ASAHI ART FESTIVAL」
http://www.asahi−artfes.net/

アートプロジェクト１.０の主体は美術の側にあったが、アートプロジェクト２.０では社会の側に主体が置
かれ、これまで美術の受け手でしかなかった市民自らが、美術に主体的に参加する。参加だけではなく、
むしろ、主体的に実行まで行なうようになってきたのだ。そして実行にあたっては、より多くの団体や他
者との協働を実現させようとしている。アーティストという個人単位、または美術の領域でしかなかったア
AAF ネットワーク実行委員会「ASAHI ART FESTIVAL」−AAF とは〔http://www.asahi−artfes.net/about/〕（最終検索
日：２０１３年８月２６日）

114
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ートプロジェクトが、２.０では、異なる分野に積極的にコンタクトを取るようになり、協働、コミュニケーショ
ン、継続性といったキーワードが、社会的価値の創造にもとづいて注視されるようになった。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
しかし、アートプロジェクト２.０の内には、地域づくりとしてのアート を進めるがゆえに、美術表現の革
新を目指すといった、美術本来の使命―美術の純粋性―を欠いた状態、との指摘もある。
AAF を行なう実行委員会115でも、たびたび「（AAF の）アートの質が低い」116や、「（ある参加プロジェ
クトを）面白そうと思って見に行ったが、肝心のアートがイマイチぱっとしなかった」117など、美術の質を
追求することの必要性を言及する意見もあった。また、社会的価値ばかりに重きが置かれ、美術の側で
の価値が置き去りにされ、「アーティストは（市民にアートを提供する）道具ではない」118 といった声も上
がる。
．�．�．�．�．�．�
AAF を見るに、地域のために、とアートプロジェクトの目的を置くことで、美術（芸術）の質をある程度
．�．�．�
妥協せざるをえないのだ、とする構図も浮かび上がる。しかし AAF は、「アートと社会をつなぎ、その双
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
方に働きかける AAF は、時代や社会の変化に対して敏感に反応します。とくに近年の生活環境が画一
化し、地域コミュニティが崩壊し、そして地域が疲弊していることは、取り組むべき課題です。アートには、
課題の核心を直観的に見抜いたり、忘れられた可能性を発見したり、切断された人々の絆を回復するこ
とで、地域再生に必要な創造性を生み出す力があります」119ともしている。
AAF は必ずしも、およそ美術の素地などないと思われていた〈地方〉で美術を行なうために、免罪符
．�．�．�．�．�．�
的に地域のために という言葉を用いているのではなく、美術でなければ対峙し得ない社会的課題があ
るのでは、といった疑問を投げかけているのだ。また、美術としての価値を向上させて行くことが、社会
的価値にもなっていく、とする、一種の理想的な価値創造を目指していることもうかがえる。
２００９年の第４回越後妻有トリエンナーレから総合プロデューサーに就任した福武總一郎120は、他に
も２０１０年から「瀬戸内国際芸術祭」 121も始めつつ、「（社会の中に）文化を育成するためには、やはり
本物のアートに（市民に）触れてもらわなければならない」122と発言した。
AAF や福武總一郎の発言は、社会的価値を生むアートプロジェクトを、既存の美術（芸術）のみの価
値基準で測ってはならないが、しかし市民や地域のためと言って、質の低い美術（芸術）を提供しては
ならず、美術（芸術）が社会化されたうえでの、美術（芸術）と社会の相互に通じる新たな価値基準をつく
る必要性があることを意味している。また、これは、アートプロジェクトの社会的価値を、美術（芸術）の側
の価値としても翻訳すべきことを示唆する。

AAF への参加団体や外部からの希望者が自主体に参加する AAF 実行委員会。２０１２年には、団体間の交流や協働がより
活発化するよう「AAF ネットワーク委員会」と改称される。
116 AAF２００９報告会（２００９年１０月）より、実行委員 清水永子（楽の会）。
117 AAF２００８報告会（２００９年１０月）より、実行委員 加藤種男（前 アサヒビール芸術文化財団事務局長）。
118 AAF２００７ネットワーク会議（２００７年５月）、日沼智之（ARTizan）。
119 脚注１１４に準ずる。
120 現ベネッセ・ホールディングス取締役会長
121 香川県直島町の直島をはじめ、瀬戸内の島々で行なわれるアートトリエンナーレ（英題は「Setouchi Triennale」）。
122 財団法人文化・芸術による福武地域振興財団（現 公益財団法人 福武財団）助成活動成果発表会より（２００９年１１月）。
115
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しかし、越後妻有トリエンナーレや「瀬戸内国際芸術祭」といった大規模なアートフェスティバル形式
．�．�．�．�．�
でのアートプロジェクトが行なわれるほどに、より一層ジレンマは深まり、アートプロジェクトを地域づくり
．�．�．�．�
．�．�．�
のための（一般に分かりやすいよう“翻訳”された）アートとする認識は、強まっていくのである。
実際に、越後妻有トリエンナーレや「瀬戸内国際芸術祭」を手法と見て、焼き直していると考えられる
事例も数多く見られる。「『アート』を『まち』に持ち込むことで、人とアートが出会い商店街の別の魅力が
引き出されるのではと考え開催され」ている「アート亀山」123 、「現代アートの祭典を通じ、人々の暮らし
の中で息づいてきた山村文化を取り戻すことを目指して」いる「中之条ビエンナーレ」124、「アートと文化
を媒介として国籍や世代を越えた交流を図る」ことを目的とする「琵琶湖ビエンナーレ」125など、アートプ
ロジェクトおよびアートフェスティバルの開催目的に、実際に〈美術史の更新〉や〈表現の拡張〉といった
内容が、（対外的には）見受けられない。これらは、アートプロジェクト１.０での「現場」や「アートキャンプ
白州」のように、アーティストなど美術（芸術）を創り出す側からの、新たな表現の模索や美術（芸術）の
現状を打破しようとするダイナミズムが見られなければ、AAF に見るような社会と美術（芸術）の双方に
働きかけることを明文化しているのでもない、アートプロジェクト２.０が、言わば〈地域づくりの手法〉と化し
ている現状がある。

4章３節 地域と美術、美術と地域 — 時代的背景
アートプロジェクト１.０と、２.０の違いとして、背景には何があったのか。
アートプロジェクト２.０として示した越後妻有トリエンナーレには、資金的な運営面に新潟県という行政
がついていた。また AAF にも、各 AAF 参加団体にとってはアサヒビール芸術文化財団の間接助成と
はいえ、アサヒビール株式会社が背後にある。資金的にそれぞれの末端では決して潤沢とは言えない
が、そもそも、山梨の「アートキャンプ白州」や福島の「現場」と比べれば、資金面での規模のケタが違っ
たのである。また、運営の主体も、アーティストを中心とした白州や「現場」に対して、越後妻有トリエンナ
ーレは行政126、AAF は企業127と、アーティストたちが創始したアートプロジェクト１.０は、彼らが否定して
きた企業や行政に、半ば乗っ取られたようなものではないか。
「アートには、（地域社会における）課題の核心を直観的に見抜いたり、忘れられた可能性を発見した
り、切断された人々の絆を回復することで、地域再生に必要な創造性を生み出す力があります」 128 と

アート亀山２０１３実行委員会（三重県亀山市）「アート亀山２０１３」〔http://www.art−kameyama.com〕（最終検索日：２０１３
年１２月１４日）
124 中之条ビエンナーレ実行委員会（群馬県吾妻郡中之条町）「中之条ビエンナーレ」−概要より
〔http://nakanojo−biennale.com/about〕（最終検索日：２０１３年１２月１４日）
125 NPO 法人エナジーフィールド（滋賀県近江八幡市）「琵琶湖ビエンナーレ」−ABOUT US より
〔http://www.energyfield.org/page/index.php/abut_ef〕（最終検索日：２０１３年１２月１４日）
126 実際には大地の芸術祭実行委員会として、市民や企業（ベネッセ・ホールディングス含む）による実行委員会制度である。し
かし実行委員長は新潟県知事となっている。
127 AAF 実行委員会（現 AAF ネットワーク実行委員会）には、アサヒビール芸術文化財団およびアサヒビール株式会社社員が
オブザーバーとして参加。
128 AAF ネットワーク実行委員会「ASAHI ART FESTIVAL」−AAF とは〔http://www.asahi−artfes.net/about/〕（最終検索
123
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AAF が指し示す事柄が、特に文化行政では公共的価値の創出として評価されたという要因もあるだろ
う。また１９９０年代後半から、企業においても CSR（企業の社会的責任）が大きく問われるようになったこ
ともあり、慈善団体への寄付行為やスポーツ振興、環境ボランティアなどとともに、美術（芸術）などをは
じめとした文化事業への支援が、企業におけるパトロン的行為から社会的責任の遂行へと変化したこと
に起因しているのではないか。
こうした社会的背景により、行政や企業によるアートプロジェクトへの資金的支援の機会が増したこと
で、アートプロジェクトが大きく一般化していったのだろう。このとき社会的価値（公共的価値と企業の社
会的責任）として〈分かりやすいこと〉が重要であり、アートプロジェクト１.０が標榜した表現の模索といっ
た〈アートプロジェクトの目的〉は、〈地域づくり〉へと変化を迫られてしまったのだ。
資金面での違いは、特に宣伝力として表れてくる。辺縁にあたる山村などで人知れず行われていた
アートプロジェクト１.０が、資金を得ることによってより多方面へ宣伝広報を打つことができるようになった。
また、宣伝方法に関して言えば、１９８０年代後半のアートプロジェクト１.０と、２０００年代に入っての２.０
では、インターネットの普及といったメディアの変化、さらには今日的に SNS（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）129の台頭など、アートプロジェクトの宣伝方法、情報の伝達速度が大きく変わったと言える。
つまり、都市でなく地方であっても情報の発信・受信が容易なものとなり、情報的な側面から言えば、都
市の中心性は崩壊したのである。ここにアートプロジェクト２.０の萌芽が重なっていく。
しかし、この他に、１９８０年代後半から１９９０年代初頭にかけてのバブル景気130がアートプロジェクト
１.０の背景にあり、バブル景気による都市経済は、人々の視線を都市へと集中させた。その中で、逆行
するように地方へと目を向けたアートプロジェクト１.０は、バブル崩壊というその後の時代的転換を見据
えれば、アーティストたちは予見的であったと言える。しかし、一般から見たとき、この時代に地方へと向
かうのはマイノリティであった。
対して、アートプロジェクト２.０は、バブル崩壊後に生まれてきたものである。人々の都市という中心性
への認識が徐々に崩れる中で、地方に新たな中心性が林立し始めたのだ。人々の注意が都市ではな
い場所へも向けられるようになる、この時代的な特徴もまた、アートプロジェクト２.０の一般化を促した。
しかし、先に SNS の台頭を挙げたが、ここにはアートフェスティバルといった形態をとり、大規模化し
ていくアートプロジェクト２.０の方向性とは異なる展開が予見される。
AAF は参加する団体すべてを数えれば、日本のほぼ全国規模で展開131している大規模なアートフ
ェスティバルと言える。しかし実質的には、各団体の活動規模はさまざまであり、またアートフェスティバ
ル型のアートプロジェクトばかりではない。２００７年に AAF では、各参加団体に SNS への参加を呼び

日：２０１３年８月２６日）
mixi、facebook、Twitter など、インターネットを介したコミュニケーションサービス。
130 １９８６年１２月から１９９１年２月までの５１ヶ月間。
131 AAF ネットワークに参加しているアートプロジェクトを行なう団体は、３８団体（２０１３年８月現在）。
129
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かけ、当時さほどメディアでも紹介されていなかった Twitter や facebook を紹介する。これを受けて
AAF 参加団体や、参加団体に所属する個人の多くがこうした SNS のアカウントを持つ132に至った。当
時、まだ越後妻有トリエンナーレも SNS に参加しておらず、AAF が先駆的であった一例と考えられる。
AAF は全国規模であるが、AAF に参加する各団体のプロジェクトは、市町村という規模よりも小さい、
集落単位といったものも多い。SNS の特徴を考えれば、ごく小規模なプロジェクトでも、インターネット上
でのポテンシャルは、有料での広告掲載を除けば、大規模なアートフェスティバル型のアートプロジェク
トと変わらないのである。
こうした時代的背景やメディアの変化を受け、人々の注意は都市から地方へと向けられるようになった。
しかし一方で、都市／地方といった対極関係にはない視点も表れてくる。都市と地方の中間にあたる郊
外、または都市の内で隔離された場、忘れられた土地など、政治や経済を軸とした都市／地方の構図
では見えなかった場が、新たに表出し始めるのだ。これらが第３のアートプロジェクトの存在の片鱗で、
またアートプロジェクト２.０が次へと更新される予兆とも捉えることができる。

AAF に参加する団体にはいくつか、たとえば埼玉県北本市、群馬県太田市、静岡県浜松市といった、
決して地方とは言えない、しかし大都市とも言えない町で行なわれているアートプロジェクトがある。こう
したアートプロジェクトが美術（芸術）を通じて取り組んでいる社会的課題は、地域的風土に囚われない。
地域の目に見える状況ではなく、住宅事情（北本市） 133 、外国人労働者（太田市） 134 、障がい者福祉
（浜松市）135などである。目に見える価値ではない社会的価値を備えたアートプロジェクトは、意外にも
増えていて、こうしたアートプロジェクトが行なわれている現場は、一様に地域的特性に乏しい、つまり郊
外に近しい環境なのだ。ココルーム（３.３.２）、大阪七墓めぐり復活プロジェクト（３.６.２）といった、都市で
ある大阪の中での、アートフェスティバルではない活動も散見されることから、郊外だけがアートプロジェ
クト２.０を次の段階—言わば、アートプロジェクト３.０—へと更新するものとは言えない。しかし、都市／
地方、また、美術（芸術）／社会といった構図にはない考え方は、すでに提示されている。郊外への注
視は、そのほんの端緒にしか過ぎないのだ。
アートプロジェクト１.０は、美術（芸術）の価値のために地域があった。しかしアートプロジェクト２.０で
は逆転し、地域のための美術（芸術）となった。しかしその先、美術（芸術）はどのようになるのか。美術
が関わるべき対象は目に見える地域だけではない。またアートフェスティバル型だけがアートプロジェク
トではない、ということだ。

５章にて後述する WATARASE Art Project は、２００７年から２００９年までの３年間 AAF から助成を受ける。また２０１３年８
月現在でも AAF ネットワークに参加している。２００７年に AAF を通じて Twitter アカウントを開設。当時は国内ユーザーが限ら
れていた（データ未詳、しかしアカウント開設時は国内ユーザーが存在していなかった）が、２０１２年２月に Twitter ユーザーは世
界で２億人を超えた。
133 キタミン・ラボ舎「北本アートプロジェクト」
134 カポエィラ・テンポ 活動の本拠は東京都にあるが、群馬県太田市などにもネットワークを持つ（2007 年時点）。
135 NPO 法人 クリエイティブサポート・レッツ
132
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4章４節 シャンブル・ダミ （Chambres d’Amis）
ここまでは、日本のアートプロジェクトの概況であるが、国外でのアートプロジェクトの状況を考えてみ
る。
糟谷恭子 136は、２０１２年に「WATARASE Art Project」に参加した際、日本のアートプロジェクトを
「とても興味深い。ヨーロッパのアートプロジェクトとは全然違うし、ヨーロッパで（特にアートフェスティバ
ル型の）アートプロジェクトはこれほど盛んじゃない」137と語る。美術作品を所有し、家庭に飾ることが日
本ほど抵抗なく、一般化しているといった、日本に比べて美術へのリテラシーの高いヨーロッパでは、と
りたてて、アーティストが美術と社会との関係項に、日常を置くような機会はない。むしろ、アーティストに
とって考えるべき社会は、日常ではなく社会制度やイデオロギーといった政治的体制や社会環境となっ
ている、と話す。
糟谷は、ヨーロッパのアートプロジェクトとして代表的な事例に、１９８６年にベルギー・ゲント市で行な
われた「シャンブル・ダミ（Chambres d’Amis）」を挙げた。
「シャンブル・ダミ」は、日本では「友達の家」展と訳されるが、糟谷の指摘によると、これは誤訳である。
「シャンブル・ダミ」は、ヨーロッパの住宅における「応接室」などを表す。今日の日本で応接室のある一
般家庭の住宅は都市部ではよほどの大邸宅か、無論、郊外のベッドタウンにはなかなかないだろう。し
かし地方の旧家の屋敷、また農村や山間部に見られる古民家であれば、応接間のある住宅も多い。
「シャンブル・ダミ」は、後に「ドクメンタ」 138の総合ディレクターも担ったヤン・フート139 が企画したもの
で、ゲント市内の５１の住宅を会場に行なわれた。ヨーロッパでは、サイトスペシフィックな展覧会としては
代表的な事例とされている。しかし、美術へのリテラシーが高いヨーロッパとは言え、容易ではなかった。
多くの市民が参画し行なわれた展覧会であるが、はじめ、自ら住宅を貸し出すゲント市民はごく少数で
あった。なぜならば、ヨーロッパでもまだこの時点ではサイトスペシフィックな作品には馴染みが薄く、例
えば自宅の壁に直接に絵を描かれることや、自宅を改装するほどのスケールでインスタレーションを行
なうことなど想像していなかったのである。しかし、サイトスペシフィックな作品の制作のためゲントに滞在
した５１名のアーティストとゲント市民の交流は進み、次第にゲント市民は「シャンブル・ダミ」へ自発的に
協力するようになった。例えば、市内に点在する展示会場への移動手段としてタクシー会社が、また市
民の多くが展覧会会場の監視スタッフとなり、展覧会を成功へと導いた。１９８６年、それもまだアートプロ
ジェクトが一般化していないヨーロッパで、「シャンブル・ダミ」は美術と市民との協働を実現していたの
だ。

糟谷恭子（１９８０年〜） フランスを拠点に活動するアーティスト、キュレーター。
糟谷、２０１２年８月。
138 ドイツ・ヘッセン州カッセルで５年に１度開かれている国際美術展。現代美術の動向を映す展覧会として国際的に地位が確立
している。
139 ヤン・フート（Jan Hoet, １９３６年〜）ゲント現代美術館館長、ドクメンタ９（１９８２年）で総合ディレクターを務める。
136
137
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「シャンブル・ダミ」を紹介するうえで、もうひとつ興味深い点がある。「シャンブル・ダミ」では国際的に
著名なアーティストが選出・招聘されたのに対し、同時期にゲント市在住などのアーティストを中心にア
ンデパンダン的に開催された「アンチシャンブル（Antichambre）」（図３１）があった。その他にも同時期
に、「イニティアティフ・ダミ（Initiatief d’Amis）」、「イニティアティフ８６（Initiatief ８６）」などの展覧会
が開催され、これら４つのアートプロジェクトと展覧会すべてをひっくるめて、ゲント市民は「シャンブル・
ダミ」と認識している140。

図 31 「アンチシャンブル」の展示会場風景
出典：「art scape」http://artscape.jp

「アンチシャンブル」にはもともと「神殿の前室」といった意味もあり、またアンチ（＝反）が指す通り「シ
ャンブル・ダミ」へのアンチテーゼでもあり、「シャンブル・ダミ」との便乗的効果と批判性の２種を持って
いたとすることができる。これはゲント市民の認識から考えれば「アンチシャンブル」の意図は見事に成
功しているのだ。
このように「シャンブル・ダミ」には、今日の日本におけるアートプロジェクト１.０、２.０、そして３.０へと向
かっていくことにおける、アーティスト、市民、行政、企業などといった、アートプロジェクトを行う主体とな
るさまざまなセクションが、はじめから内包されていたのだ。

4章５節 場・風景・記憶・関係 — 呪術としてのアートプロジェクト
アートプロジェクトを俯瞰したとき、そこにはアートプロジェクトで展開されてきた表現の変遷、前衛から
サイトスペシフィックへの移行を見ることができる。それらは美術が行なわれる現場の空間性とも密接で、
美術館から抜け出て、特殊な場へと赴き（アートプロジェクト１.０）、そしてなぜその場なのか、という思考
（アートプロジェクト２.０）にたどりつく。しかしその裏では、アートプロジェクトの主体の変化も見られるの
だ。アートプロジェクト１.０はアーティストが主導となったもので、アートプロジェクト２.０は、多分野が協働
して主体を形成する。しかし「Chambres d’Amis」を見て考えられることとして、そもそも美術が社会の

日本, 大日本印刷株式会社 「DNP Museum Information Japan art scape」−学芸員レポート ベルギー・レポート vol.
３：シャンブル・ダミ展の再評価（執筆者：鷲田めるろ）, ２０１０年２月 〔http://artscape.jp/report/curator/１２１１６９９_１６３
４.html#contentALL〕（最終検索日：２０１３年８月１１日）

140
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中へと出て行った時点から、実際には何らかの主体の変遷があり、他者との関係においても、意識する
か無意識かを問わず、何らかの協働性が生まれていたと言えないだろうか。そしてひとつの仮定に過ぎ
ないが、都市／地方という構図にはなかった地域性を発掘し、主体の協働が発生するもの、むしろ意図
的に主体の協働を発生させているものを、アートプロジェクト３.０と見なすことができるだろう。

また、ここまでは場と目的、主体の違いなどからアートプロジェクトについて論じて来たが、本章を終え
るにあたり、表現の様式的な意味合いからもアートプロジェクトを考察してみる。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
本章１節（p.７３）の通り、アートプロジェクトを、美術作品を鑑賞するための場所以外で行なわれる芸
．�．�．�
術活動 、とする仮定があるため、場という要素を切り離して考えることはできない。そのうえでアートプロ
ジェクトを表現様式的に再考すると、まずはパブリックアートへと行き着く。
パブリックアートと言えば、真っ先に〈そこに在るべき必然〉をいとわず置かれた野外彫刻が思い出さ
れるが、古代から中世の《オベリスク》141や《凱旋門》142、また仏像なども含めたモニュメント、建造物も一
種のパブリックアートと言えるだろう。これらは権威の誇示ともとらえられるが、こうしたパブリックアートが
置かれていた場を思い起こすと、まさに人々が集まる〈広場の芸術〉となる。また、《オベリスク》本来の意
味143を考えると、前章３節（３.３.３, p.４４〜４5）で赤坂が指摘する、境界を示す象徴としての「杖」とほぼ
同義にあたる。《凱旋門》についても同じく、境界の外からの帰還を祝福する意味であると同時に、内／
外の境界を可視化したものでもある。
次に、ウォルター＝デ・マリア144、ロバート・スミッソン145などに代表されるランドアートを挙げる。これら
は〈広場の芸術〉が、〈そこに在るべき必然〉という気付きを得た結果によりもたらされたと言えるが、しか
し地理・地形に対しての造形的アフォーダンスから成された、言わば〈景色の芸術〉である。

図 32 ウォルター＝デ・マリア 《The Lightning Field》
１９７７年 ステンレスポール サイズ可変
写真：John Cliett
出典：「Dia Art Foundation」http://www.diaart.org

141

オベリスクは古代エジプト期に製作され、神殿などに飾られたモニュメント。ギリシャ人がオベリスク（串）と呼んだことに由来す

る。
142
143
144
145

凱旋門として有名なものは、フランス・パリのシャンゼリゼ通りにある「エトワール凱旋門」。
エジプトでは、防御や保護を意味する言葉である「テケン」と呼ばれる。
ウォルター＝デ・マリア（Walter De Maria, １９３５年〜２０１３年） アメリカのアーティスト。
ロバート・スミッソン（Robert Smithson, １９３８年〜１９７３年） アメリカのアーティスト。
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デ・マリアの代表作である《The Lightning Field》（図３２）は、アメリカ・ニューメキシコ州で、もともと
雷が多発する平野地帯に無数のステンレスポールを立て、雷を引き寄せようとしたものだが、天候を操
るといったこの作品の最大の要素は、まさに呪術的でもある。
また、ニューメキシコ州について言及すれば、インディアン（ネイティブ・アメリカン）やスペイン系植民
者、南米からの移民がアメリカ国内でもっとも多く、人口の半数以上がヒスパニックやインディアンである。
近代史以前からある土着的なインディアンの精神文化も根強く、またメキシコより雇用を求めて密入国
する者も後を絶たないなど、まさに境界の内／外が複雑に入り乱れる「市」なのである。
〈景色の芸術〉による〈そこに在るべき必然〉への気付きは、「市」の混沌から、自己のアイデンティティ
を探り出すことによりもたらされた。表現と場との関係はより先鋭化し、同時に意味性をも孕んだサイトス
ペシフィックアートへと展開する。すでに、広場でも景色であっても、場（サイト）は登場しているので、こ
れを〈記憶の芸術〉と名付けてみる。〈そこに在るべき必然〉に〈そのときその瞬間に〉といった一回性が付
け加えられるからだ。サイトスペシフィックアートによる空間性と時間性は、「舞踏」、そして「ハプニング」
のような、パフォーミングアーツとも親和性を増してくるとともに、重層的な〈関係〉を浮き彫りにする。
〈広場の芸術〉から〈景色の芸術〉、そして〈記憶の芸術〉へと、広場から始まり、より高次へと拡張的に
進む場の概念化があったように思われるが、しかし、必ずしも進化論的序列に従うものではなく、それぞ
れが関係を持ちながら、今日のアートプロジェクトの表現様式を形成している。図３３はこれをまとめたも
のである。
アートプロジェクトは〈関係の芸術〉ととらえられ、場との関係―〈そこに在るべき必然〉―にあたる、表現
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
の目的が、社会的背景により変遷してきたと言える。美術作品を鑑賞するための場所以外で行なわれる
．�．�．�．�
芸術活動 と言うだけではなく、場と目的、主体の違い、そして社会的背景を受けて、場との関係―〈そこ
．�．�．�．�．�．�．�．�
に在るべき必然〉―が変容していく。アートプロジェクトは呪術的景色が今日へと続く、もうひとつの美術
．�
史と位置づけられるのだ。

図 33 アートプロジェクトの分布
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5章 W ATARASE Art Project

5章１節 あるノンフィクションとしての物語
本章のはじめに、本章で取りあげる「WATARASE Art Project（以下、WAP と略）」は、現在進行形
のアートプロジェクトである。
前章１節（４.１, ）でも述べたが、WAP は事実上、本論の筆者である私が主宰するアートプロジェクト
であり、そのため、内容の客観性を問題視されるかもしれない。また登場する人物は、筆者である私と近
しい距離の知人である場合が多く、一部、登場する人物にとって不利益な内容となることも懸念される。
よって、本章を始めるにあたり、登場する人名はカナによる姓および名のみ、またはイニシャルでの表記
を原則とし、私自身もまた登場人物の１人「ミナガワ」とする。カナ、イニシャルによって表記した人物に
ついては、本論の末尾に補足として氏名、または経歴などを記載した対応表を掲載する。
また WAP の概要については、本論を読み進めるにあたっての資料として、WAP の始まりの２００６年
から２０１２年までの概要を、表（表１〜３）にまとめるが、主な活動実績などについては、氏名の対応表と
ともに本論末尾に付記する。

簡潔に WAP の始まりを示せば、２００５年に「桐生再演」146に参加した、アカサカ147、イシイ148、コバ
ヤシ149、マトバ150、そしてミナガワなどによって、２００６年から始まったアートプロジェクトであり、「桐生再
演」から分離独立したものだった。また群馬県桐生市、みどり市、栃木県日光市足尾町といった２県３市
にまたがる「わたらせ渓谷鐵道」151沿線地域でのアートフェスティバル型のアートプロジェクトであり、複
数の都道府県にまたがってのアートフェスティバルは、全国的に見て珍しく、開催地の総面積を考えれ
ば、比較的大規模な部類にも入る。固定されないメンバーによるゆるやかなアーティスト・ネットワークが
母体となるが、その流動性によって、少しずつ形を変えながら展開してきた。この要因はネットワーク的
な組織形態にも起因するが、多くのアーティストが２〜３年程度関わりつつ、メンバーが徐々に入れ替わ
ってきたことも影響している。ゆえにアーティストの数だけ WAP の印象は異なる。
WAP に関わったメンバーたちがどのように呪術的景色の中で呪術的表現を行い、また、彼らが
．�．�．�．�．�．�．�．�．�
WAP という、もうひとつの美術史としてのアートプロジェクトをどのように変化させてきたのか、架空では
なく、ノンフィクションの〈物語〉を辿る。

群馬県桐生市で１９９４年に始まったアートプロジェクト（詳細については５.２.１〜２, p.８９〜９２で後述）。
アカサカ：２００６年〜２００７年、WAP 参加、２００６年度代表。
148 イシイ：２００６年〜２００８年、２０１０年〜現在、WAP 参加。
149 コバヤシ：２００６年〜２００７年、WAP 参加。
150 マトバ：２００６年〜２００７年、WAP 参加、２００７年度代表。
151 桐生市、みどり市、日光市による第３セクターとして運営する鉄道会社。前身は国鉄足尾線で、JR としての民営化の際、未採
算路線として廃線危機にあるところを、生活路線として利用する市民のいる沿線自治体が救済。しかし今日でも赤字経営は続く。
146
147
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表 1 〈WAP２００６〜WAP２００８概要〉

年度 ― 名称

WAP ２００６ –

WAP ２００７ –

WAP ２００８ –

わたらせ渓谷鐵道アートプロ

WATARASE Art Project

ワタラセアートプロジェクト

ジェクト

２００７

２００８

展示公開期間

１０/１〜１０/２９

８/１２〜９/１２

８/１０〜８/３１

（制作などを含めた実質的な

※土日祝祭日のみ公開

※８/１３をのぞく月・金休み

※月・火休み

活動実行期間 ※企画の準備

（２００６年７月〜１１月）

（２００７年７月〜９月）

（２００８年６月〜９月）

対象地域

大間々（２：５）

大間々（３：７）

大間々（４：８）

（展示会場数：展示アーテ

神戸（２：２）

本宿（１：１）

水沼（１：１）

ィスト数）

足尾（２：７）

花輪（３：７）

花輪（３：４）

その他（１：２）

神戸（２：６）

通洞（５：６）

沢入（１：１）

足尾（５：１８）

青字は桐生市

通洞（３：３）

本山/赤倉（１：１）

緑字はみどり市

足尾（３：１４）

その他（３：３）

赤字は足尾町（日光市）

その他（３：３）

期間は除く）

７ ： １６

１９ ： ４２

２２ ： ４１

３２ 名/組

５０ 名/組

６２ 名/組

１０ 名/組

４０ 名/組

３０ 名/組

うち、地域住民などの数

２ 名/組

４ 名/組

１０ 名/組

代表者

アカサカ

マトバ

ウエハラ

なし

アサヒアートフェスティバル（アサ

（財）文化・芸術による福武地域

ヒビール芸術文化財団）協賛

振興財団 助成

群馬県地域振興調整費補助金

アサヒアートフェスティバル（アサ

展示会場総数：アーティス
トのべ数
プロジェクトメンバー総数 ※
うち、アーティスト数

助成 / 協賛

ヒビール芸術文化財団）協賛
女子美術大学助成金 助成
※ 演劇やパフォーマンスなどのゲスト出演者含まず / グループや団体の場合はその構成員数ではなく「１組」として計算。
ただし、サポートスタッフ数は計上。アーティスト数は、各年度の報告書で、実際に展示やパフォーマンスなどを行なった人数
である。そのため各年度のホームページ、パンフレットなどでの掲載数とは異なる。
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表 2 〈WAP２００９ 概要〉

年度 ― 名称

WAP２００９ ―

WAP２００９ ―

WAP２００９ ―

KIRYU/OHMAMA

AZUMA

ASHIO―NIKKO

展示公開期間

５/１〜５/１０

８/８〜８/２３

１０/１０〜１２/２０

（制作などを含めた実質的な

（２００９年３月〜５月）

※月曜休み

※土日のみ開催

（２００９年６月〜８月）

２０１０年３/２１〜３/２８

活動実行期間 ※企画の準
備期間は除く）

（２００９年７月〜２０１０年４月）

対象地域

桐生（３：１３）

桐生（１：１）

桐生（１：１）

（展示会場数：展示アー

大間々（４：７）

大間々（２：４）

通洞（８：８）

花輪（４：６）

足尾（１：５）

小夜戸（７：８）

本山/赤倉（１：２）

ティスト数）

青字は桐生市

沢入（４：４）

緑字はみどり市

足尾（１：５）

赤字は足尾町（日光市）

その他（１：１）
７ ： ２０

１９ ： ２８

１１ ： １６

プロジェクトメンバー総数 ※

２３ 名/組

４９ 名/組

２６ 名/組

うち、アーティスト数

１５ 名/組

２６ 名/組

１２ 名/組

うち、地域住民などの数

７ 名/組

１３ 名/組

１２ 名/組

代表者

ウエハラ

ウエハラ

ウエハラ

展示会場総数：アーティ
ストのべ数

助成 / 協賛

芸術文化振興基金 助成
（財）文化・芸術による福武地域振興財団 助成
アサヒアートフェスティバル（アサヒビール芸術文化財団）協賛
女子美術大学大学院 GP 助成

※ 演劇やパフォーマンスなどのゲスト出演者含まず / グループや団体の場合はその構成員数ではなく「１組」として計算。
ただし、サポートスタッフ数は計上。アーティスト数は、各年度の報告書で、実際に展示やパフォーマンスなどを行なった人数
である。そのため各年度のホームページ、パンフレットなどでの掲載数とは異なる。
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表 3 〈WAP２０１０〜WAP２０１２ 概要〉

年度 ― 名称

WAP２０１０ ―

WAP２０１１ ― ２０１２

サイドストーリー

わたらせ国際現代芸術祭

現代美術どーのこうの、ほか

PARADE

展示公開期間

９/２７〜１０/３

８/８〜８/２３（２０１２年）

（制作などを含めた実質的な

（２０１０年４月〜１１月）

※月曜休み

活動実行期間 ※企画の準

（２０１１年５月〜２０１３年１月）

備期間は除く）

対象地域

大間々（２：４）

桐生（８：８）

（展示会場数：展示アー

通洞（６：１４）

大間々（３：３）

ティスト数）

足尾（３：１１）

水沼（１：１）

間藤（１：４）

花輪（２：４）

本山/赤倉（１：０）

小夜戸（１２：１３）

青字は桐生市

沢入（３：３）

緑字はみどり市
赤字は足尾町（日光市）

※赤倉はインフォメーションのみ

通洞（７：８）
足尾（３：７）
間藤（１：５）
本山/赤倉（２：３）
その他（１：１）

１２ ： ２７

４３ ：５６

プロジェクトメンバー総数 ※

４４ 名/組

９２ 名/組

うち、アーティスト数

２１ 名/組

４９ 名/組

うち、地域住民などの数

１４ 名/組

２９ 名/組

ミナガワ

ミナガワ

芸術文化振興基金 助成

日光市（個性ある地域振興事業補助金）

（財）文化・芸術による福武地域振興財団 助成

（財）文化・芸術による福武地域振興財団 助成

展示会場総数：アーティ
ストのべ数

代表者

助成 / 協賛

アサヒビール芸術文化財団 助成
※ 演劇やパフォーマンスなどのゲスト出演者含まず / グループや団体の場合はその構成員数ではなく「１組」として計算。
ただし、サポートスタッフ数は計上。アーティスト数は、各年度の報告書で、実際に展示やパフォーマンスなどを行なった人数
である。そのため各年度のホームページ、パンフレットなどでの掲載数とは異なる。

88

5章２節 はじまりの物語

5.２.１ 桐生再演 — 街における試み
WAP の始まりとは何であったのだろうか。
先に述べた通り、WAP の経歴を簡潔に示せば「桐生再演」が生みの親と言える。「桐生再演」は１９９
４年、当時 東京藝術大学大学院博士後期課程に在学中であった U.Y をはじめ、同大学の学生、関係
者を中心に、表向きは群馬県桐生市の旧織物工場（図３４）などの産業遺産の再活用法の提案として始
められたアートプロジェクトである。

図 34 桐生の織物工場（旧東洋紡織）
「桐生再演１１」において、イシイらの展示会場
となった元織物工場。桐生市内には多数の廃
業した織物工場がある。
（撮影：U.Y、２００５年９月）

「桐生再演」の始まった１９９４年、バブル崩壊による経済の低迷は、それまでギャラリーでの作品販売
をベースとしていたアーティストたちに大きな変化を与えていた。ギャラリーでの作品販売は冷え込み、
アーティストは表現を継続していくための場所を自らの手で模索しなければならなかった。また、こうした
背景を受けて、ギャラリーや美術館ではない場での活動を標榜するアーティストも多かった。
桐生市の現状もまさに同様で、使われなくなった織物工場は、アーティストにとって魅力的な作品展
示場となる可能性があり、また整備を進めることで広大なスタジオ、表現拠点の獲得も望めたのだ。桐生
再演を開始したアーティストらの目的は桐生市の現状よりも、むしろ、特殊な現場への渇望があった。
アーティストたちは「織物の街：桐生」として培った文化的アイデンティティを知らずのうちに、背負わさ
れ、「街における試み」152はスタートした。

5.２.２ 灰色の聖域に差す光、錆色の自由に潜む闇
「桐生再演」は２００４年までの１０年間で、５２名・組のアーティストが参加し、累計すると３６カ所で１３３

152

桐生再演は２００６年の１２回目（桐生再演１２）開催までは、副題を「街における試み」としていた。
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作品が展示されたが、１１年目を迎えた２００５年、大きな変革が訪れていた。前年度の２００４年に、当初
よりアーティストの滞在拠点であった森芳工場（旧森山芳平織物工場）のリノベーションが完了し、名実
ともに桐生における拠点が整備された。また、２００４年までは１８６０〜７０年代生まれのアーティストが大
半を占め、１９８０年代生まれのアーティストは１名しかいなかったが、２００５年にはミナガワを含め、１９８
０年代生まれのアーティスト９名153が新たに参加することとなった（図３５）。
後に WAP を発足したメンバーのひとりでもあるイシイは、９名の中でもっとも早く、森芳工場のリノベ
ーションの手伝いなどで、２００４年から桐生を訪れていた。２００５年８月にイシイが担当となって、桐生
の子供たちへ向けて行なわれるワークショップの手伝いのため、アカサカ、ミナガワなど数名がイシイに
より桐生へと誘われた。それを受けて U.Y はミナガワを桐生再演へと引き込んだのである。

図 35 「桐生再演１１」広報会議の様子
＠東京藝術大学美術学部絵画棟
（撮影：U.Y、２００５年９月）

「桐生再演」は１９９０年代のアートプロジェクト１.０のムーブメントを引き継ぎつつ、バブル崩壊後の１９
９４年に始まったことから、アートプロジェクト２.０への過渡期にあったと言える。基本的なスタンスは、ア
ーティストらが町に出てフィールドワークを行い、自らの手で展示会場を探して展覧会を実施していくも
のであった。
ミナガワらが参加した２００５年で「桐生再演」は１１年目（「桐生再演１１」）を迎えていたが、桐生市民
の認知度はさほど高まっていなかった。例えば拠点である森芳工場から通りをひとつ隔てただけで知ら
ない人もいる154ほどであった。桐生在住の建築、まちづくりなどに携わる人々など、一部の〈文化的な桐
生市民〉には浸透していたが、そもそも美術には何ら関わりを持たない市民に対しては、文化的〈聖域〉
のままであった。
「桐生再演」初期の中核メンバーは、１９６０年代生まれのアーティストが中心であった。こうしたアート
プロジェクト１.０を色濃く受け継ぐ世代の中に、２００５年から新たに１９８０年代生まれのアーティストたち

ミナガワ、アカサカ、イシイ、イシイ R、エビハラ、オカダ、コバヤシ、ヒラノ、マトバの９名。
２００５年「桐生再演１１」においてミナガワ、コバヤシ、マトバが行なった VS. Project（５.２.３〜４で後述）での、桐生市内へのフ
ィールドワークの際、桐生市民に桐生再演を紹介するが、森芳工場と同じ町内でありながら、存在を知らない桐生市民も多かっ
た。

153
154
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が加わった。彼ら新たな世代の多くにとって、アートプロジェクト１.０は、もはや〈当たり前のこと〉になりつ
つあり、美術における崇高な理想への共感はありながらも、地域の内にありながら、地域との関係性をさ
ほど意識されていない様子に戸惑いもあった。
「桐生再演１１」の開催と同じくして、過去１０年間をまとめたアーカイブス155を発行した。「桐生再演」
の活動開始における影の立役者156、地元紙桐生タイムス記者の M.A 氏は、過去１０年間を振り返り、次
のように語る。

制度や権威や亡骸になる以前の、生成のさなかに立ち会うことができ、日常の居場所を刺激し
て変えていく、美術という体験。非売品の、個々一回性の、かけがえのないわたしとあなたと、だれ
か。いま、ここに在るということ。そして失われてしまったことどもへの追憶。
（M.A、「桐生再演アーカイブス編集委員会 『桐生再演アーカイブス』」 ２００５年）

追憶、消えてしまったこと・ものや、いずれ消え行くこと・ものへと思いを寄せ、重ねる。「桐生再演」が
．�．�．�．�．�．�．�．�
街において試みた結果は、すべてサイトスペシフィックという言葉に置き換えられる。そして、織物工場と
いう場への市民のセンチメンタリズムを再演することであった。
「桐生再演」は、２００４年の森芳工場のリノベーション完了後、２００５年に新たな世代を引き込み、そ
して２００６年「桐生再演１２」において、その変化は表面化した。ひとつは他ならぬ WAP の発足であり、
もう一方は、旧山治織物工場でのイシイ R と、ニシムラによるプロジェクト《桐生再演プロジェクト》157であ
り、どちらも１９９４年から２００４年までの桐生再演の歴史に対しての反省と検証から、その１０年間の歴
史を違った形で継承している。
２００６年から、イシイ R と、ニシムラによって旧山治織物工場での新しい動きが始まった。旧山治織物
工場の使用は、次項（５.２.３）で述べる《VS. Project》の際、ミナガワらが工場所有者夫妻と知り合ったこ
とを契機とするのだが、《桐生再演プロジェクト》は「桐生再演」内での別動プロジェクトとも言えるほどに
独立し、リノベーションを主体に、所有者夫妻の記憶や工場に残されていた桐生の原風景的な物語を
表出させていく。静謐な美学のもとで、場とアーティストとが対話を行なう、「桐生再演」が活動を始めた
当初の、本来の姿を〈再演〉しているかのようだ。しかし《桐生再演プロジェクト》はサイトスペシフィックと
いうだけではなく、旧山治織物工場とアーティストとの〈関係〉を継続させる試みであった。
また、M.A 氏の話で、桐生よりも手つかずで、よっぽど疲弊している地域がある、と聞かされ、桐生駅
の改札で、足尾（実際は日光市足尾町内の間藤駅）であることを知り「わたらせ渓谷鐵道」に乗り込んだ。

桐生再演アーカイブス編集委員会 『桐生再演アーカイブス』 ２００５年, p.５
１９９３年、東京：両国駅での使われなくなったホームを展示会場に用いた「両国」展を見に来た M.A 氏は、U.Y をはじめとした
出品アーティストに使われなくなった織物工場が多く残る桐生の街や、森芳工場など織物工場の所有者を紹介するなどのコーデ
ィネートを行い、桐生再演発足のきっかけを作った。（『桐生再演アーカイブス』より）
157 《桐生再演プロジェクト》と称されたのは２０１２年のみで、以降は《YAMAJI ORIMONO WORKS》に改称。
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156

91

後に M.A 氏は、２００５年の「桐生再演１１」で出会ったミナガワをはじめ、新たに「桐生再演」に参加した
２０代のアーティストたちには、より広いフィールドが必要であろうと感じ、わたらせ渓谷鐵道沿線地域の
話を持ちかけた、と言う158。
はじめて足尾を訪れたミナガワたちは、足尾銅山の残した広大な廃墟を目の当たりにし、不謹慎にも
短絡的にそうした廃墟群での作品展示を夢見た。桐生が澱み停滞する灰色の街並であったのに対し、
足尾は錆びた鉄骨と日に焼けた材木による、時間の止まった錆色の街並であった。しかしこの足尾の町
をはじめとした「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域が、どれほど社会的な重みと時代の闇を持つ地域である
のか、このときはまださほど知らず、足尾銅山という知名度から注目を集められる、という程度のことしか
考えていなかった。
その数ヶ月後には、「わたらせ渓谷鐵道」株式会社を訪問し、当時社長を務めていた M.S 氏の協力
を得て、足尾をはじめとした「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域でのアートプロジェクトが開始されることにな
る。

２０１３年で１９年目を迎え、アートプロジェクトとしての活動実態がもはや見えなくなってしまった「桐生
．�．�．�．�．�．�．�
再演」だが、街における試み はひっそりと記憶されたものの、町の中に当たり前にある「ことども」にはな
らなかった。織物工場が追憶の場となることと同様に、「桐生再演」もまた、「わたしとあなたと、誰か」の
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
内の記憶にだけ留められるサイトスペシフィックなアートプロジェクト となってしまったのだ。もしも〈桐生
．�．�．�．�．�．�．�
再生〉であったならば、街における試みの行き着く先は変わっていたのかもしれない。
しかし「桐生再演」の代表を務めていた U.Y の指導により、助成金の申請159をミナガワが、会計業務
の一部をアカサカが担っていたことで、本来は「桐生再演」における次世代の育成であったはずが、ア
ートプロジェクトの運営方法を自ずと学んでしまったことにより、かえって「桐生再演」からの WAP の独立
．�．�．�．�．�．�．�
を可能にする要因ともなっていた。「桐生再演」は、《桐生再演プロジェクト》と WAP へ、街における試み
を図らずも継承してしまっていたのだ。

5.２.３ VS. Project（ヴァーサス・プロジェクト）
「桐生再演」からの WAP 発足は、「桐生再演」が置かれた地域の社会状況や時代背景、また表現に
おけるサイトスペシフィックなどが要因となっただけではない。ここには、ミナガワやマトバといった、WAP
初期の中核メンバーの〈キャラクター〉の影響も強い。

M.A、２００９年５月、特に《VS. Project》でのミナガワらの活動を見ての意見であった。
２００５年の「桐生再演１１」後に、翌年実施予定の「桐生再演１２」のための助成金申請を一部担当。しかしこのときは助成金の
選考に漏れている。なおこの申請時点では、まだ WAP の開催は決定していなかった。

158
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VS.（ヴァーサス）160は、２００５年「桐生再演１１」をきっかけに結成されたアートユニットである。しかし
当初から VS.というユニットでの活動を予定していたのではなく、桐生の町でフィールドワークを行い、自
分たちの展示会場を見つけ交渉するというプロセスの中で、マトバをリーダーに、ミナガワ、コバヤシの３
名で、自然発生的に結成されたユニット161である。
VS.を結成したマトバたちの目には、桐生の町には明確な、美術に対する意図的な「無関心」がある
ように思われた。「桐生再演」は２００５年の時点で１０年以上継続しているアートプロジェクトであったが、
展示会場を探し、交渉するといったプロセスにおいて、町の人々とマトバたちの間には冷たい隔たりが
感じられた。VS.結成の背景には、こうした隔たりと「対決」している状況162そのものを作品化できないか、
という議論があった。そしてどのように、町の無関心と対決するのか、と出した回答は、その隔たりを偽悪
的に遊ぶ163、ということであった。交渉に失敗し展示会場としての使用を断られた場所で記念撮影164を
し、地図上にマッピングしていった（図３６）が、自転車で町を走り回っていたにもかかわらず、その行動
範囲は桐生市のほぼ全域にまで広がっていった。

図 36 VS. Project 《VS.vol２ KIRYU BILL》より
２００５年 Illustrator / 紙に出力、ほか サイズ可変

美術と町の対立構造をより明確にし、偽善的な言葉で懐柔するのではなく、偽悪的に振る舞うことで
注視させようとした―と、VS.はそれほどまでに考えられていたのではなく、実際はただ思いついたことを

VS. または VS. Project として活動を行なったメンバーは、２００５年はミナガワ、コバヤシ、マトバ（いずれも当時 東京藝術大
学油画専攻３年）であったが、２００６年からはコイズミ（２００６年当時 東京藝術大学油画専攻４年）が参加した。しかし、２００６年
末を持って事実上解散。なお VS.の４名はすべて WAP 発足メンバーでもある。
161 ユニット名は、対戦する、の意が込められ、格闘ゲーム「ストリートファイター©」シリーズでの、プレイヤー同士が対戦する際に
表示される「VS.MODE」に由来する。
162 展示会場の探索や交渉の際に、多くは「美術はよくわからないから、あまり関わりたくない」と断られたのだが、中には「高額な
作品を売りつけられる詐欺なんじゃないか」などの言葉を町の人々から浴びせられることもあった。
163 具体的には“記念撮影”のほかに、女装して街中を歩く、映画「KILL BILL」と「桐生」とでイントネーションが似ていることから
「KIRYU BILL」というパロディ的映像を桐生市内で撮影する、など。
164 記念撮影の際には、展示会場としての使用を断られたという経緯から、出力時には会場所有者のプライバシーを配慮する、と
いう都合上、建物を特定可能な外観や看板などには「モザイク処理」を施した。しかし桐生の住民には、周辺の状況などから容易
に場所を特定でき、そこに街に対しての敵意や攻撃性などの意図が込められている。
160
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即時に実行する、子供の遊びのようなプロジェクトであった。しかし根底には、興味のない美術に突如と
して〈侵略〉されている町に対しての同情、始めたものの、町において何にもなっていない美術への諦観
があった。
だからこそ非芸術的あり、ゆるやかな暴力性をもって、そして偽悪的に、町と美術の現状を打破し無
理矢理にでも〈関係〉を結ぼうとしていた。このとき仮に、それこそ犯罪すれすれの暴力性で町への攻撃
を行なっていたとしたら、VS.はセンセーショナルな活動として、むしろ今でも継続されていたのかもしれ
ない。しかし、このプロジェクトにおける暴力性・攻撃性を減衰させてしまったのは、このプロジェクトの対
．�．�．�．�．�．�．�
決が純粋に町と美術との関係に向けられたものだけではなく、アンチ桐生再演 165とも言うべき、桐生再
演に新たに流入した世代による、これまでの桐生再演への反発といった、非常に内向きの要素も抱えて
いた。また（当初はそれが目標であったのだが）VS.として展示可能な会場166が見つかってしまったこと
もある（図３７）。

図 37 VS. Project 《VS.vol２ “成就院”》
２００５年 パフォーマンス、東京２３区指定ゴミ袋、ミラーボール、ほか サイズ可変 撮影：大竹敦人

当時（２００５年）までの桐生再演の作品には、概してストイックなコンセプトによる静謐な“見た目”の「もの派」を再演するような
作品が多く、初めて参加した VS.のメンバーにとっては、憧憬こそあれ、同化することは好ましいものではなかった。ゆえにヴィジュ
アルとしてのビビットさやエンターテインメント性などの“見た目”上の華やかさ、攻撃性を活動の主体としたのだが、それは真摯に
制作を行なっている他の参加アーティストにとってはふざけているような印象を持たれることが多く、制作内容についての論争はな
かったものの明確な不和があった。
166 成就院：桐生市境野町にある寺院。本堂を使い展示を行なった。文字通り（もはや想定外ではあったが）VS.の当初の目標は
「成就」した。
165
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図 38 VS. Project 《VS.vol２
“GO GO”》
２００５年 映像（４分３０秒）

．�．�．�．�
目論みが外れ、VS.は「展覧会」に参加するアーティストとしての責任を全うするために、まともな作品
を作らなければならなくなった。VS.には、フィールドワークか、パフォーマンスの記録程度の映像作品
（図３８）しかなかったのだが、展示会場を手に入れてしまったことで、物としての作品をつくりたい、という
欲求も生まれた。しかし VS.の行なった一連のプロジェクトは、他の桐生再演参加メンバーの多くには、
なかなか受け入れられるものではなかった。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
桐生において、美術はあくまでも人々に受け入れ難い存在・領域であった。それは桐生のみならず、
たとえ大都市であったとしても、都市ゆえの多様性に美術が埋没するように、美術を理解し受け入れるこ
とができない人々がいることは、普遍的な事実である。しかし、偶然にも、VS.は、桐生で展示会場を見
つける、というかたちで人々に受け入れられてしまい、美術に理解を示さない人々に攻撃を仕掛けると
いう当初のスタンスからすれば、攻撃性を向かわせる方向を見失う。美術という名のもとで美術を受け入
れた人々を攻撃しても、それさえ美術の内のできごとである、という内的循環・自己完結で、「なぜ戦う必
要があるのか」167という自問に没し、自壊し始める。

5.２.４ 偽悪的な振る舞いの裏に隠されたセンチメンタリズム

欲しがりません、欲しくても」
突如舞い降りた日本国籍の異星人たち。
彼らは戦闘民族。
今日もこの地球のどこかで悪あがき。

167

コバヤシは、当初から「なぜ私たち（ユニットメンバー）同士が戦い合うのか意味がわからない」とも言っていた（２００５年９月）。
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ちょっと世界が変われば…いいな。
We Love the“LOVE”…
（VS. ２００６：映像作品《VS. Introduction Movie》より）

これは２００５年の桐生でのプロジェクトを経過し、２００６年の VS.の方向性を決定しようと定めたスロー
ガン168である。このスローガンで、VS.は地方都市の地域に対して都会から来た余所者であることを、ま
た地域にとって異物である美術を異星人と例え、「受け入れ難い存在」であることを表明する。しかし異
星人ゆえに孤立してしまい無謀な闘争となることをはじめから予見した、敗者の美学も匂わせ、VS.を拒
絶する相手（＝攻撃対象）を受け入れ（“LOVE”）ようといったセンチメンタリズムも漂わせている。

ここにあるままを信じてやまないのは私たちで
周りがそうであることに優しい笑顔をこぼす人たちがいて
どこかでやっぱり自分たちのことは自分たちにしかわからないと
おまえらに何がわかると
長く長く そんなことと寝ても覚めても付き合ってきた。

「パンが無いのならお菓子を食べればいい」
あの衝撃的な発言を残し、断頭台の露と消えてから３００余年。
いまだにマリーは生きていた。

こうしてマリーは言いました。

「Goodbye Countryside」

果たして、マリーだけが悪者なのでしょうか。
（VS. ２００６ 《マリー・アントワネット号未完計画》169より）

スローガンの考案は主に、２００６年から「VS.」の活動に参加したコイズミの発案がもととなっている。
わたらせ渓谷鐵道の車輌内には、都市部の鉄道等にある週刊誌などの広告が掲示されておらず、週刊誌などの扇情的な見
出し広告を掲示することで「都市化」させる作品案だったが、わたらせ渓谷鐵道の了承を得られず、作品内容を妥協せざるをえな
くなった。鉄道会社側の、その設立の背景となった古河機械金属株式会社への配慮によるところも大きい。映像作品は、一連の
顛末を、マリー・アントワネットの生涯になぞらえてつくられた。（企画・原案：主にコイズミ、撮影：主にマトバ、編集：ミナガワ）

168
169
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図 39 VS. Project パ フ ォ ー マ ン ス
《マリー・アントワネット号未完計画》より
２００６年 撮影：マトバ

図 40 VS. Project 《 マ リ ー ・ ア ン ト ワ ネ ッ ト 号
未完計画》より
２００６年 映像（５分４３秒）

中央（都会≒東京）的な価値観に対して〈田舎〉という概念が生まれたように、地方社会の中でアート
プロジェクト行なう際には、その開催地域を〈田舎〉と呼称することは、ときに都会の対義語として地域を
貶めてしまう、否定的・差別的な意味合いとなる。VS.は自分たちを取り巻く状況（都会から来た余所者）
を理解し、攻撃する相手の背景（社会的軋轢・地域性など）も理解し、そのうえでせめての反抗として
「Goodbye Countryside（さよなら田舎）」と言いのけている。しかしそれは、VS.によるしたたかな計算の
もとで、地域の閉鎖された内的循環や自己完結とは一線を画そうとする狙いがあった（図３９、４０）。
VS.は、地域のしきたり・習わしには敢えて無関心を装い、異端という立ち位置を明確化し、異端であ
ることによって、異端ではない人々から迫害・差別などを受ける。異端である自分たちとそうではない
人々との差異を知り、地域社会の持つ、閉鎖的であるがゆえに生まれた固有性―結局は都会への対義
語的に生まれた〈田舎・地方〉―といった、地域社会の構造を暴こうとしたのだ。
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図 41 VS. Project 《Chun−Li》 より
２００６年 パフォーマンス 撮影：コイズミ

子どものような反抗心から悪ふざけに興じ、純粋無垢な少年の心が汚されないよう、VS.は偽悪的な
振る舞いを徹底してきた（図４１）が、しかし、もはやそこには〈VS.（対戦）〉する相手がいなくなったので
ある。VS.は少し大人になってしまい、攻撃を仕掛ける対象だった地域社会を（少しだけ）理解してしまっ
た。そして、地域社会への同情、センチメンタリズムを感じたとき、VS.はもう少年ではいられなくなってい
た。
偽悪的な振る舞いの裏に隠されたセンチメンタリズムは、孤高の存在へと向かおうとする旧来の在り
方ではなく、地域・土地に自己の環境・日常を投射し、その差異から自身のリアリティを浮き彫りにし、対
象となった地域・土地・人への再照射を試みることに変わった。また、外敵へ直接的に攻撃を仕掛けるこ
とから、外敵の内へと入り込み、または外敵を自己の内へと取り込み、攻撃は内で、さらに内に向けて行
なわれた後に、外へと変換・放出する。VS.のプロセスはこのように変化していった。

WAP というアートプロジェクトへ、VS.のスタンス、プロセスは継承されていったが、しかし WAP は VS.
とは違い、地域にとって異端者・余所者であるからと排除されようとしていたわけではない。WAP は地域
のために、と謳わずにも、地域の内でアートプロジェクトを成立させるために、その余所者的な立場を利
用し、老衰した地方社会で、VS.よりも狡猾に、奔放で非常識でワガママな少年を演じていくのである。
しかし、だからといって WAP は無責任で社会性のない、都会から来た若者たちのお祭り騒ぎ、といった
アートプロジェクトになっていくのではなく、美術本来の、アーティストの創造的欲求を満たしながらも地
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
域へ変化を与える創造的で生産性のある暴力を目指そうとした。
WAP の活動報告やイベント告知などを行なうブログ『waplog』での説明には、「僕たち私たちは、敢
えて空気を読みません」170と書かれている。WAP は、VS.で培い、そして目指しながらも見失ったものを、
このたった一行の説明書きに込めているのである。
WATARASE Art Project 「WATARASE Art Project 活動経過報告ブログ waplog」 〔http://wap.jugem.jp〕 （最終検
索日：２０１３年８月２６日）

170
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5.２.５ 根津二丁目川上アパート二 ○一（展）
WAP 発足時のメンバーのうち、マトバやコバヤシ、コイズミ171といったメンバーについては、VS.から
WAP へと転じていったことがうかがえる。それでは、他の WAP 発足時のメンバーは、WAP へとどのよ
うな経路を辿ったのであろうか。

東京都文京区根津二丁目、そこにはミナガワが東京藝術大学学部２年時の一年間を過ごしたアパー
トがある。６畳和室のキッチン付き、風呂なしという物件172であったが、何よりも気に入ったのは、その佇
まいにあった。古き良き昭和の薫り、などという感傷的なものには興味はなかったのだが、当時川上アパ
ートで私が住んでいた部屋のベランダは、下から生えてきた雲龍柳の木に突き破られていた。
アパートを引き払う一ヶ月前に大半の荷物を新居に移動させ、空いた６畳の和室を使って、２００５年３
月に『根津二丁目川上アパート二○一（展）』173（図４２）は開かれ174た。ミナガワの呼びかけで、イシイ、
シズメ、ヒザタテらが集まり、やっと使い慣れ始めた Adobe Illustrator を使い DM（図４３）を作った。展
覧会をつくる、という方法を何も知らなかったミナガワたちは、なぜその場所で展覧会を行なうのか、とい
．�．�．�
った必然性や社会的意味合いを論じることもままならず、初めて 大学、もしくはギャラリーなどではない
〈外〉で展示を行なうことによる楽しさに支配されていた。

図 42 根津二丁目川上アパート二○一（展）
展示会場の様子
（撮影：２００５年３月）

各自の知人にその DM を送っただけで、結果として、知人以外にはほとんど来場者のいない展覧会
となった。そのため、作品をつくる、という意味以外には、その場所で展覧会として作品を公開する価値
は見出せないはずであった。しかし展覧会が終了する間際、近所に住む中年女性が訪れ、根津という
土地がかつては花街であり、疫病などで死んだ遊女たちは墓も作られることなく各家の庭先などに土葬
されている、今でも新築に家の工事ではその遊女たちの骨が見つかる、などと話した。

171
172
173
174

コイズミ：２００６年 WAP 参加（VS.のメンバーとして参加）。
家賃は¥１２,０００であった。
２００５年３月７日〜３月２１日、文京区根津二丁目の川上アパート２０１号室にて開催。
商業用物件ではなかったため、作品販売は行なわないことを条件に、展覧会を開催した。

99

図 43 根津二丁目川上アパート二○一（展）
展覧会 DM 表面

こうした土地の裏話、ルーツとなるストーリーから見れば、ミナガワたちの作品は著しく乖離したもので
．�．�．�．�．�
あった。しかし、表層的な下町風情しか知らなかった彼らにとって、その土地に住む人と土地の記憶 に
．�．�．�．�．�．�．�
触れ得たことは、小さいながらも手応えがあり、また美術の社会性やなぜその場所で、といった置き去り
．�．�．�．�．�．�．�
にされてきた議論が、参加したメンバー各自の中で考えられ始める契機ともなった。ただ展覧会（の真似
．�．�．�．�．�．�
．�．�．�．�．�．�
事）を開いただけであったものが、土地・住人と彼らの間に、微かな繋がりを持ち、同時に、作品をつくる
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
前にしなければならないことへの気付きが生まれた。
シズメやイシイは、この根津での展示以前に、「白州アートキャンプ」を前身とする「ダンス白州」へスタ
ッフとして関わるなどのきっかけを持っていた175。また越後妻有を訪れる176などもあり、後に WAP 発足
に関わるメンバーそれぞれに、アートプロジェクトへと接近していた。美術は世の中、社会と断絶した孤
島でのできごとではない。根津での経験は、そのことを思い始めるきっかけであるとともに、こうしたさまざ
まなメンバーの結節点として、ミナガワという人物が浮上してくるのだ。

5.２.６ それ から
WAP は２００６年度末に、次年度の AAF（２００７年度 ※以降２００９年度まで継続 / アサヒビール芸
術文化財団）への参加（助成）が決定し、また２００６年中に、足尾町赤倉（日光市）で赤倉旧マルサン食
堂（図４４）という活動拠点の無償提供を、地元住民の K.A 氏から得る177。 「桐生再演」および森芳工
場を拠点とする必要がなくなり、運営面でも活動の利便性でも、「桐生再演」に依存することがなく独立
が可能となっていたのだ。
WAP の「桐生再演」からの分離・独立は、無責任に半ば〈勝手に〉桐生を飛び出して行った、とも言え
る。そのため桐生再演と WAP との間に禍根を残す結果となった。後の２００８年、（財）文化・芸術による

175
176
177

イシイについては根津での展示以前に、「桐生再演」の拠点となった森芳工場のリノベーションに参加している。
２００４年６月、保科豊巳（東京藝術大学油画専攻教授）のゼミへの参加：アカサカ、イシイ、シズメ、ミナガワなど。
詳細については５.４.２で後述。
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福武地域振興財団（現 公益財団法人福武財団）の助成申請で競合178してしまい、いっそう溝は深まっ
ていった。

図 44 赤倉旧マルサン食堂
（撮影：２００６年８月）

しかし、こうした確執は地域において生産性などなく、結局は〈聖域〉内での争いでしかない。何よりも
WAP にはこれから、わたらせ渓谷鐵道沿線地域という広大なフィールドと、足尾銅山の負のイメージ、
単一の産業のみで創られた街での産業喪失による貧困、都市と郊外との格差など、普遍的であり歴史
的・社会的にも大きな課題に美術という視点から対峙していかなければならないという、大きな課題と、
自らがアートプロジェクトをつくりあげていくという楽しみがあった。それらの前で、桐生再演との確執とい
うドメスティックな問題は、煩わしくとも大きな障害ではなく、WAP の活動範囲の「わたらせ渓谷鐵道」沿
線地域に桐生市が含まれるように、WAP の構成要素の内の反作用のひとつとして収められていた。
「桐生再演」には、アートプロジェクトにおける次元の更新（アートプロジェクト１.０→２.０）がなされてい
なかったことの裏に、WAP との確執とは別種の、地域的な意味でドメスティックな問題を抱えていた。
「桐生再演」の拠点でもあった森芳工場の関係者の Z 氏（仮名）179は、桐生および周辺地域の産業
活性を図る、桐生地場産センター180の１９８５年の設立時、専務理事として関わっていた経歴を持つ。し
かし専務理事という立場を利用して主に産業分野での市政批判を重ねた結果、同センターの理事会で
四面楚歌となってしまった。Z 氏にとって、それは桐生市のアイデンティティたる織物産業の衰退を食い
止めるための、真摯な思いでの市政参画であったのだが、単刀直入に行政からの補助金といった優遇
措置を目当てとしていた地元業者らの組合などからは、大きな反感を買う状況を招いてしまった181。 結
局、Z 氏はその座を追われ、また桐生の町を離れるより他はなかった。ゆえに１９９４年に「桐生再演」が

当初、「桐生再演」をルーツとする WAP が、「桐生再演」が名称を変えて二重での助成申請をしたものとの疑惑が持たれたが、
２００８年５月の財団事務局長 K 氏との面談により、分離独立の事情を説明。結果として WAP が助成に残り、「桐生再演」が落選
することとなってしまった。
179 プライバシーのため氏名は伏せる。
180 正式名は、財団法人 桐生地域地場産業振興センター、理事長は桐生市長が務める。
181 ２０１２年９月 Y 氏、「桐生再演」を客観的に見続けてきた桐生市民という立場からの情報提供。
178
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始まった際、森芳工場（当時は旧森山芳平織物工場）は空き家および空き工場であったのだ。
２００４年の森芳工場リノベーションは、表面上は「桐生再演」というアートプロジェクトの最大の成果で
あり、その後の活動を発展させるはずの拠点形成であったのだが、内情は「桐生再演」が Z 氏の〈遺伝
子〉を引き継ぎ、地域内に広めることを意味していた。「桐生再演」の地域に対する姿勢もあったが、Z 氏
の存在も、協力的であったはずの地域の人々、静観しつつも好意的に受け止めていた行政などと「桐
生再演」との関係が薄れていく要因となった。
アートプロジェクトは美術であり、地域の政治や対立構造に加担するのは本意ではない。しかし、地
域の日常に根ざすのであったならば、そうした対立構造を嗅ぎ分ける能力も必要である。また対立構造
そのものは、形を変えながら、どのような地域においても普遍的に存在するだろう。各家がオリジナリティ
を競い合った結果「織物の街」として躍進してきた、そうした桐生の人々のプライドは、地域の対立構造
をより先鋭化させ、罪のないアートプロジェクトを代理戦争の矢おもてに立たせてしまったとも言える。
森芳工場のリノベーションが行われるまで、「桐生再演」は〈余所者〉ゆえに自由であり、地域の感情
的不和や対立とは無縁の存在であった。しかしアートプロジェクト１.０による美術としての純粋性は、地
域の内情へと迫るほどにはコミュニティの内部へと入り込んではいなかった。アーティストたちは、彼らの
理想とかけ離れたところで展開された地域内での対立構造に、知らずに巻き込まれてしまったのだ。
「桐生再演」は地域における構造的問題と欠陥を浮き彫りにしつつも、それはアートプロジェクト１.０の
限界を提示したものであり、またアートプロジェクト１.０の終焉を象徴した。

5.２.７ R(eal) R(ole) P(laying) G(ame)
「桐生再演」を経た WAP の発足メンバーたちには、アートプロジェクトを自らで組織し行なっていくこ
とへの期待と同時に、疑問と課題が生まれていた。地域の中に入り、特殊な場所で実験的な美術を行
なうことへの興味は尽きないが、地域の中に入ることは人々や土地と自分たちとの関係を嫌が応にも考
えなくてはならない、という課題である。また、なぜ地域で美術を行なう必要があるのか、といった部分で
も、アートプロジェクトを行なうにあたって地域に向けての明確な大義となる言葉を持っていなかった。だ
が、例えば〈地域のためのアート〉のような大義名分を持たなければ、アートプロジェクトはできないのか、
といった疑問もあった。
WAP には、開催地域の出身者や、親類や知人がいるといった、地域と何らかの結びつきのあるアー
ティストがいるのでもなく182、 地域との仲介役となる存在も皆無183だった。なぜアーティストたちがアート

２００６年当初は、唯一タナカが群馬県高崎市出身（わたらせ渓谷鐵道沿線地域ではないが）ということをのぞき、地域に地縁・
血縁を持つアーティストはいなかった。（「桐生再演」も同様ではあった） なお、２００８年参加のオオタ、２００８年〜２０１０年参加の
キヨハラ、２００９年参加のサイトウ、２０１１〜２０１２年参加のアベ、ネギシ、テラムラのように、わたらせ渓谷鐵道沿線地域が出生地、
または親類を通じて地域と関係のあるアーティストも増えている。
183 実際には、M.A 氏によって、当時のわたらせ渓谷鐵道株式会社代表取締役の M.S 氏との懇談の場が設けられたのだが、
M.A 氏の仲介は懇談のセッティングのみで、以降、WAP の企画・運営には一切関与していない。
182
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プロジェクトを行いに来るのか、地域とアーティスト、または地域と美術との関係、つまりアートプロジェク
トを行なう必然性に乏しかったのである。

それはまるで、ロールプレイングゲームのようなものだ。見知らぬ街を訪れ、情報を集めて
「宝」を探すように、場所を見つけて作品を展示する。そこには温かく迎えてくれる人もいる。そ
こにはいぶかしげに窺う人もいる。僕らは常によそ者なのだ。アートシーンという得体の知れな
い城へと向かう、勇者でも戦士でも魔法使いでもない、どちらかといえばモンスター。
（中略）

「わたらせ渓谷鐵道」は、日本の公害の原点として記憶される足尾銅山を背景にもつ。184
僕らにとって教科書の中といういわば絵空事だったその場所が、今は「ここ」なのである。
不自由な歴史を背負い時代に翻弄された沿線の街、与えられたイメージに縛られている
人々。今日もこんなに空が高くて青いのに、人々は皆、暑いとしか言わなかった。朽ちることも
老いることも、あたり前の日々やできごとも、その愛おしさに気づかずにいる。それがどうしても
切なく、 悲しかった。ありのままであること、よそ行きの顔を見せなくても美しい街。そんなちっ
ぽけなことに気づいてほしかった。
同地に由縁のある者がいるわけでもない。コミュニティの内でも外でもなくその中間の、曖昧
かもしれないが自由な位置にいる。アーティストの視点からのアートプロジェクトだからこそ、見
えるモノ・分かるモノ、見ようとするコト・分かろうとするコトがあり、そこから街とアートの新しい関
係をつくりだす―それができるのではないか。
アート―それは魔法の力ではない。街を変えてくれるものではない。ただただありのままを映
し出す鏡。
それはアーティストとしての僕らの日常であるし、人々の日常の延長線上にあるべきもの。
やり尽くされたといわれるほどにアートは多様化したが、それでもまだ僕らは新しい表現を確
立することを、軽薄な比喩の裏側で真剣に考えていたりする。
（中略）

社会的な意義・整合性よりも、地域社会への貢献よりも、ただ目の前にいる人々の笑顔が見
られるのなら、それだけでも救われた気持ちになり明日への糧となる。あたり前であったはずの
街の姿、人々の営みを、記憶の断片としてでもいいから「共有」したいだけなのである。
これは架空の物語ではない。リアルなロールプレイングゲーム。 訪れる君はプレイヤー。
たどる道すがら「宝」は君を待っている。これまで気づかなかったワクワク感とともに。
（ミナガワ：２００７ 原題「R.R.P.G――WATARASE Art Project（WAP）２００７」185）

184

わたらせ渓谷鐵道や足尾銅山については、５章３節で後述。
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この文章は、２００７年の WAP が始まる直前、ミナガワをはじめ、２００６年からともに WAP を始めたメ
ンバーたちの、２００７年当時の決意表明のようなものである。文中では、WAP または WAP のアーティ
ストたちを「モンスター」とし、「訪れる君」をロールプレイングゲームの「プレイヤー」としている。

図 45 旧 桑 原 利 平 マ ン ガ ン 工 場 （群 馬 県
みどり市大間々町）の大掃除
（撮影：ヒザタテ、２００６年８月）

WAP は新たな土地を目指し桐生から旅立ち、自らが表現を行なう場を開拓しようとする。それは誰か
に求められたのではなく、WAP に参加するアーティストが求めたからであり、他者、または地域といった、
WAP が何のために行なわれるのか、といった目的の主体を自らに置いている。しかし自らを〈ゲーム〉の
主役にはしていないのだ。アートプロジェクトを通じて地域に入ることの、ゆるやかではあっても侵略的な
暴力性を本質的に理解しているのだ。しかし地域とアーティストの関係に、地域の外から「訪れる君（来
場者）」を登場させることによって、地域と外部の人々（来場者）の中間に WAP を位置づけたのである。
アートプロジェクトの運営も、中間となるコーディネーターを置かないことで、アーティストたちがプロジ
ェクトのディレクションもコーディネートも行なわなければならなかった。しかしそれは翻って、地域/アー
ティスト/外部の人々（来場者）というように、地域と外部の人々の中間にアーティストが位置づけられ、ア
ーティストの立場は、地域と外部の双方にダイレクトに関わる位置であったのだ（図４５）。
言葉として軽薄な比喩であるが、偽悪的にテレビゲームに興じる少年を演じるかのように、見知らぬ土
地に余所者が入り込むことを、アートプロジェクト１.０への反省点である〈地域と美術の関わり方の模索〉
とし、そのままアートプロジェクトの意義にすり替えた。しかし同時に土地そのものが歴史的に持つ悲哀
へ、余所者の持つ孤独感・断絶を、自らを「モンスター」、つまりいつかは主人公に討伐される運命にあ
るもの、とすることで重ねる。
こうして『地域のために』と謳わない、２００６年時点でのアートプロジェクトの〈王道〉からすれば異端的
なアートプロジェクトが始まった。

初出：アサヒビールメセナ誌 	
 ２１号（２００７年７月） 	
 「AArrttss 	
 ttoo 	
 tthhee 	
 ffuuttuurree」寄稿文より//「アサヒアートフェスティバル２００７」へ
の参加（協賛対象：アサヒビール芸術文化財団の間接助成）プロジェクト決定後、メセナ事業誌への寄稿を依頼された。
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5章３節 わたらせ

5.３.１ ２つの県・３つの市・５つの旧市町村と、わたらせ渓谷鐵道
WAP の発足経緯を中心に述べてきたが、本節では WAP が行なわれている地域について概説する。
WAP のプロジェクト対象地域は「わたらせ渓谷鐵道」の沿線地域であり、群馬県と栃木県とに分かれて
いる。「わたらせ渓谷鐵道」は渡良瀬川の上流部、渡良瀬渓谷に沿って走っており、群馬県側は桐生市
とみどり市、栃木県側は日光市の２県３市からなる。「桐生再演」と対比すれば、プロジェクトの対象とな
る地域が広範囲にわたり、また行政区分でも越境している。
２００５年に、桐生市、勢多郡新里村、勢多郡黒保根村の３市村が合併し（新）桐生市となり、みどり市
は２００６年に、新田郡笠懸町、山田郡大間々町、勢多郡東村の３町村が合併して誕生した。また栃木
県側は、２００６年に日光市、今市市、上都賀郡足尾町、塩谷郡藤原町、塩谷郡栗山村の５市町村が合
併し（新）日光市となっている。うち「わたらせ渓谷鐵道」が通過する地域を沿線地域とし、旧行政区分に
照らし合わせると、群馬県側は（旧）桐生市、大間々町（現 みどり市大間々町）、黒保根村（現 桐生市
黒保根町）、東村（現 みどり市東町）、栃木県側は足尾町（現 日光市足尾町）の、２県５市町村からな
っている。

図 46 わたらせ渓谷鐵道の線路
日光市足尾町中才地区
（撮影：２００９年７月）

「わたらせ渓谷鐵道」は、足尾銅山の貨物用路線（図４６）の「足尾鉄道」として、桐生から足尾方面へ
と延伸しながら整備され、後に国鉄に払い下げられ「足尾線」となる。その後、国鉄の民営化に際して未
採算路線として廃業の危機に瀕したが、１９８８年に桐生市、みどり市、日光市の出資する第３セクター
186として、「わたらせ渓谷鐵道」となり存続している。沿線人口（とくに上流部の旧東村、足尾町）の減少

が目立つため、採算を図るために「わたらせ渓谷鐵道」への転換後は、生活路線から観光路線へのシ
フトを図った。しかし経営は依然として困難であり、沿線自治体の出資により赤字を補填している状況で
ある（図４７）。

186

１９８８年当時は、桐生市、大間々町、黒保根村、東村、足尾町の５市町村。
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図 47 わたらせ渓谷鐵道の車内
観光鉄道と言っても、平日は閑散とし
ている。（撮影：２００９年７月）
ご う ど

桐生を始発駅に、下新田、相老、運動公園、大間々、上神梅、本宿、水沼、花輪、中野、小中、神戸、
そ う り

沢入、原向、通洞、足尾、間藤の１７駅187、総延長４４.１km を「わたらせ渓谷鐵道」は結ぶ。この一本線
を軸に、各駅から広がる沿線地域の総面積６４９.９８k ㎡188が、WAP の対象となる地域の面積である。
なお、「わたらせ渓谷鐵道」の各駅のうち、桐生市にあたるのは桐生、下新田、相老、運動公園、本宿、
ご う ど

そ う り

水沼の６駅 189 で、みどり市にあたるのは大間々、上神梅、花輪、中野、小中、神戸 、沢入 の７駅 190、日
光市（栃木県日光市足尾町）は原向、通洞、足尾、間藤の４駅となる。
WAP の開催地域を「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域と一言で括っても、その中には２つの大セクション、
３つの中セクション、そして５つの小セクションが存在している。このことを注視しなければ、WAP は、た
だ広範囲で行なっているアートプロジェクト、というだけになってしまうのだが、その対象地域の内にはい
くつもの境界が存在している。WAP は「わたらせ渓谷鐵道」沿線を開催地域としていることで、知らずの
うちに境界を渡ってしまっているのだ。

土地の見方として、個々の土地のみでは目立った固有性にしか気付くことができない。しかし WAP
は複数の土地にまたがることで、個々の土地を相対化し、見えづらかったそれぞれの差異を表そうとし
ているのだ。

旧国鉄時代の１９７３年に、神戸と沢入の間にあった「草木」駅が、ダム建設のため廃止となった。また、現在の終点である間藤
駅より先に、本山製錬所に併設された「足尾本山」駅があり、１９８７年まで貨物専用区間として操業していた。これらの駅を含める
と、１９の駅があったことになる。
188 旧桐生市：１３７.４７k ㎡、大間々町：４８.０５k ㎡、黒保根村：１３７.１０k ㎡、東村：１４１.５７k ㎡、足尾町：１８５.７９k ㎡
189 本宿、水沼は桐生市黒保根町（旧黒保根村）。
190 大間々、上神梅は旧大間々町、花輪、中野、小中、神戸、沢入は旧東村。
187
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5.３.２ 人口の推移 — 桐生と足尾の比較
「桐生再演」について述べたように、桐生市は織物産業の街であったが、大間々町も付随して織物の
ほか、さまざまな商工業が盛んな地域であった。桐生と大間々、この２つの地区で「わたらせ渓谷鐵道」
沿線地域の都市部を形成している。また中間エリアにあたる黒保根村と東村は、自然豊かな山間集落
を形成している。なお、東村エリアのみでも、「わたらせ渓谷鐵道」の総延長距離の大部分を占めている。
そして再奥部の足尾町は、足尾銅山により繁栄し最盛期は桐生市と並び巨大な人口を抱える「鉱山都
市」191であった。
１９７３年（昭和４８年）２月２８日、足尾銅山は閉山した。閉山時の人口は９,６３２人であった。２年後の
１９７５年までに、実に現在の足尾町の人口に匹敵する２０００人超の人口が、一挙に流出していることに
なる。足尾町の人口の減衰は、もちろん銅山閉山の影響が大きい。しかし鉱山の機械化が急速に進ん
だ大正から昭和初期にかけて、多数の鉱夫・作業員を必要としなくなったことから、すでに人口の減少
は始まっていた。
対して桐生は、かつての伝統的な絹織物の街、というのは実は遥か昔、江戸時代での話であり、大正
期の工場制手工業を経て、戦後の服飾文化の変遷から工業的な繊維産業が盛んとなり、服飾デザイン、
テキスタイルデザインなどの分野でも日本のファッション産業を支えたのであった（表４）。

表 4 〈桐生市と足尾町の人口推移〉

桐生市

１９２０年

１９６０年

１９７５年

２０００年

２０１０年

(大正９年)

(昭和３５年)

(昭和５０年)

(平成１２年)

(平成２２年)

３７,６７４人

１２３,０１０人

１３４,２３９人

１１５,４３４人

１０４,９３９人

３２,８９４人

１８,０９４人

７,２３７人

３,７５８人

２,８８６人

（旧桐生市）

足尾町

※桐生市の人口の最大時は１９７５年(昭和５０年) の１３４,２３９人 / 足尾町の人口の最大時は１９１６年(大正５年) の３８,４２８人

１９６０年代〜１９７０年代の高度経済成長期に、ファッション産業の東の雄となった桐生の影で、足尾
は「鉱山都市」の歴史に、静かに幕を降ろしていた。足尾だけを見れば、日本の幾多の鉱山街の繁栄と
衰退の歴史と何ら変わりはないのだが、桐生の隆盛との比較から類推すると、日本の大部分の地域が
好景気へと向かっていく中で、皮肉にも足尾だけは史上最低の不況下にあったのである。

191

足尾の観光案内や観光パンフレットなどの随所に「鉱都：足尾」と表記されている。
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5.３.３ 足尾 — 開けっぴろげな閉鎖性
足尾の地名は、奈良時代から平安初期の僧：勝道により名付けられた192とされている。勝道は日光の
男体山の山岳信仰を中心とする日光開山の祖であり、足尾は古代の山岳信仰とも関係が深い。また平
安時代以降は、平家の落人などが住み着く 193などしたが、もともと急峻で岩盤質な渡良瀬川の渓谷の
中にある足尾は、この時代にはまだ小規模な集落が点在する程度であった。しかし、１６１０年（慶長１５
年）に銅山が築かれると、急速に鉱山都市として発展し始める。江戸時代の足尾の銅は、日光東照宮
や増上寺（東京都港区芝）の屋根などにも使われたほか、寛永通宝の鋳造194も行なっていた。しかし幕
末期には、すでに人手により掘削できる範囲の銅を掘り尽くし、ほぼ廃山状態となっていた。
１８７７年（明治１０年）に古河市兵衛（後の古河機械金属株式会社195および古河グループ196創業者）
．�
が、衰退した足尾銅山を買収、経営に着手し、近代足尾銅山の歴史が始まる。今日に主に知られる足
．�．�．�
尾銅山 は、古河市兵衛による近代足尾銅山を指す。掘削・探鉱技術の進歩によって２０世紀初頭には
日本の銅産出量の１/４を担う大鉱山に成長したが、同時に足尾鉱毒事件 197などをはじめとした環境問
題も発生し、足尾銅山の功績以上に、日本の公害の原点として多くの人々に記憶されているだろう。
古河機械金属株式会社（以下、古河と略）は、銅山などの鉱山業の拠点を徐々に国内から海外へと
移転させていき、１９７３年に銅鉱石の掘削業務を停止し足尾銅山は閉山となる。以降、外国製の銅鉱
石を輸入し、製錬事業のみを行なっていたが、１９８９年に製錬事業も停止となる。
現在の足尾には、当時の坑道の一部を観光施設とした足尾銅山観光があるが、観光地とはされてい
ない本山製錬所（図４８、５０）198、通洞選鉱所といった巨大な遺構や使われていない建造物 199が町の
至るところに存在するが、本山製錬所から出た亜硫酸ガスにより荒廃した松木地区、銅山坑道内から漏
勝道（しょうどう：７３５年−８１７年）毎年穂を加えて日光中宮祠に現れる白ネズミはどこから来るのか、これを確かめるために勝
道がこの白ネズミの足に紐（緒）を結わえて放ったところ、現在の足尾にあたる村落に至ったことから、それ以来この村落を「足緒」
と呼ぶようになった。
193 今日の足尾に多い、星野、神山、齋藤、また奈良部の４姓が、平家の落人であったと言われている。
194 足尾で鋳造された寛永通宝には、裏に「足」の字が入っていることから、「お足」と言われた。現在の「（悪さをしたことなどの）足
がつく」の語源とも言われている。（足尾銅山観光 解説文より）
195 当時の名称は古河鉱業であり、後に古河機械金属株式会社と改める。
196 足尾銅山による利益を元手にさまざまな業種を展開し、現在は古河機械金属株式会社のほか、古河電気工業（古河電工）、
富士通、横浜ゴムなどの企業とともに古河グループを形成している。なお、古河電工は足尾銅山の日光電気製銅所を母体とする
など、今日の財界、産業界への足尾からの影響は大きい。これらは“古河財閥”と揶揄されることもある。
197 １８９１年に始まった田中正造などによる日本史上はじめての公害訴訟事件。足尾銅山から流れ出た毒素を含んだ土砂により
農作物への障害や健康被害が引き起こされたとされている。毒素は主に銅の化合物、亜酸化鉄、硫酸やその他の硫黄化合物
（硫化鉄など）、カドミウムなどとされているが、鉱毒事件に関する文献、資料には科学的根拠に基づいた検証が乏しく断定はでき
ない。なお、古河は一部の毒素（特にカドミウム）については排出を認めていない。鉱毒訴訟は過去の事件と思われがちだが、現
在も保障や公害認定といった最終的な解決には至っていない。
198 正式名は足尾精錬所。住所は足尾町本山にあたるため、本山製錬所とも言われている。鉱毒汚染の発生源であり、銅の鉱石
に熱と硫酸を加えて純度の高い銅を取り出す製錬作業の際、二酸化硫黄（別名：亜硫酸ガス）を排出するため煙害や酸性雨を引
き起こし、足尾町内の山は禿げ山となった。また木々のない足尾の山は土砂崩れなどが起こりやすくなり、毒素を含んだ土砂が渡
良瀬川の下流域に堆積し、足尾鉱毒事件へと発展した。なお、現在も古河機械金属株式会社足尾事業所として事務所が置かれ、
数名の出向社員が勤務し、主に足尾町内の社宅群などの不動産管理や遺構や旧坑道などの管理・整備、治山などの業務を行
なっている。
199 通洞選鉱所は足尾建設株式会社により使用され、また変電所などは東京電力管轄として現在も稼働しているため、実際の見
た目には廃墟同然であっても廃墟とは呼べない。また宇都野火薬庫、足尾銅山観光となっている通洞坑などが、国指定史跡とな
っているほか、これらの遺構や史跡を含め、２００７年、経済産業省のとりまとめた近代化産業遺産群３３に「足尾銅山関連遺産」と
して認定されている。
192
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洩する硫化化合物の汚水を溜めている簀子橋堆積場といった、非公開となっている場所も多い。

図 48 本山製錬所の大煙突
（撮影：タカガワ、２００８年２月）

図 49 足尾銅山鉱山住宅
足尾町渡良瀬に残る「渡良瀬社宅」での、
会場探索中のアーティスト（ヒザタテ）と住民
の様子。渡良瀬社宅は２００７年から WAP
の展示会場となっている。
（撮影：アカサカ、２００７年４月）

足尾銅山は、電気、水道といったインフラ全て200を整備するだけの財力・技術力を持ち、足尾の人々
の多くは古河のつくった鉱山住宅群（通称：社宅、図 ４９）に住んでいたが、それら鉱山住宅群は現在
も数多く残っている。銅山の労働者は足尾で暮らすことに関して一切お金を使う必要がなかったほどと
言われているが、強固な労働組合が組織され、共同体意識は現在でも根強く、時に共産主義的な傾向
201 が見られる。労働組合をベースに日本最初の生活協同組合も組織され、足尾は、明治以降の自由

競争・民主主義とは異なる発展を遂げてきた。
「なぜ、わたらせ渓谷鐵道の沿線地域でアートプロジェクトを行なっているのか」と、たびたび質問を
受けるが、明確な答えはない。「桐生再演」からの流れの中で、大きな意識を持ったのではなく、WAP
は自然と発生してしまったからだ。しかし、各所に残る足尾銅山の遺構や巨大施設群に対する展示会
場としての興味は確実にあった。マトバはこれを「日本の風景とは思えない」202 と言い、またコバヤシは

日光市細尾に細尾電気製銅所を開設。水力発電による銅の精製の他、工業用電力や家庭電力もまかなっていた。しかしガス
事業はなかったため、家庭では風呂を電気で沸かしていた。
201 実際に、足尾銅山の元労働者らを中心に、共産党支持者が多いと言われている。
202 マトバ、２００７年１月、AAF 応募時の公開ヒアリングにて。
200
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「ワンダーランドみたい」203とも評した。しかし足尾に現存する銅山施設の大半は、老朽化や倒壊の危険
性、また公害という負のイメージを強烈に想起させるといった、古河の立場からすれば好意的に受け取
．�．�．�．�．�
れない場合もあり、今日まで、当初、夢見たことは実現していない。

図 50 足尾銅山本山製錬所
老朽化のため、産業遺産として保存対象となった機械類をのぞき、２０１３年現在、この建屋は取り壊されて現存していない。
（撮影：ヒザタテ、２００８年４月）

夢見た、と可愛らしく記してみたが、実際は、足尾銅山の負のイメージというインパクトを、アートプロジ
ェクトの内に欲したのであり、銅山に関係する人々の感情には意識的に無頓着さを装う、ゆるやかな攻
撃性があった。これを端的に表すように、ミナガワは「すべて壊しちゃいたいんですよね。いろいろ社会
的な負の要素とか、（足尾で）当たり前になっていることとか。全部（WAP で）壊して、（WAP が）好きなよ
うに創り替えたいと思うんです」204と言う。
足尾には労働者の強固な共同体意識が残るとは言え、そもそも、近代足尾銅山は出稼ぎ労働者の
．�．�．�
集合体により形成されたのであり、また一時代に大きく栄えたがゆえに都会的 な風潮もあった。そのせ
いか、意外にも足尾の高齢者は、WAP の流入を好意的に受け取っていた。彼ら、元足尾銅山労働者
にとって、外部から何らかの目的を持って流入してくる若者は、かつては日常的であったのである。人口
．�．�．�．�．�
が２,５００人を下回った現在であっても、足尾はただの田舎 ではない。共産主義的な社会システム、閉
鎖的なコミュニティかと思いきや、そこに住む人々個人は決して排他的ではなくおおらかで、外部からの

コバヤシ、２００６年８月。
ミナガワ、２００９年１１月 アサヒビール芸術文化財団職員との会話の中、「WAP は今後（足尾を）どのようにしていきたいのか」
という質問に対して。
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来訪者を、自らと重ね合わせるのである。おそらく足尾のこの風潮がなければ、WAP は成立することが
なかったであろう。

5.３.４ 東村 — 典型的な〈田舎〉の非日常性 / 特殊性
山間地区（東村、黒保根村地区）は、桐生や足尾に比べれば土地の特性が非常に見えづらく、とも
すればアイデンティティが希薄なエリアに見えてしまう。
日本の田舎、と聞けば、多くの人はどのような土地をイメージするのだろうか。水田の広がるのどかな
景色、森に囲まれ、美しい水をたたえる沢や泉―、東村や黒保根村の景色は、誰もがイメージしやすい
典型的な日本の田舎の風景（図５１）に似て、渓谷の中に大小の集落が形成され、渡良瀬渓谷随一の
自然美を誇る。林業や石材業などが盛ん 205で、また農業などを行ないながら副業として養蚕業を営ん
でいた。出入りの大きい産業に従事していただけに、私財を住まいに投じるケースが多く、他の地区・地
域と比較し大きく立派な邸宅や蔵のある家が多く残る。
WAP においては、この山間地区にて、主に東村を対象地域としてアートプロジェクトを行なっている。
当初はこのアイデンティティの希薄なエリアに対して、桐生や足尾に比べ魅力が乏しく、プロジェクトが
大きな広がりを見せるとは考えてもいなかったが、中野駅から小中駅、神戸駅とにかけて、「わたらせ渓
谷鐵道」から渡良瀬川を挟んで対岸に位置する小夜戸（さやど）地区を訪れ、東村に対しての価値観は
変わる。

図 51 小夜戸地区の風景
撮影：２００９年６月

小夜戸は観光客もほとんど訪れることがない地域であり、田園が広がっているが、この田園・里山風
景こそが、鉱山業や織物産業などをはじめとした重・軽工業が主体となる、わたらせ渓谷鐵道沿線地域

石材においては東村の白御影石が特産であり、特に沢入地区で盛んであった。しかし現在は輸入石材に押され、また後継者
不足により、実質的には廃業している石材業者が多い。なお、沢入地区で石材業が盛んになった要因には、足尾からの亜硫酸
ガスにより山々が荒廃したことにより、農業に依存できなかったことも要因している。
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の中では、貴重かつ異質な景色でもあった。渡良瀬渓谷上流部は、急峻な渓谷が各所にあり、また岩
盤質で農業に適さない土地が多い。また、美しい日本の田舎、というイメージが相応しい東村・黒保根
村と述べたが、実際は、やはり急峻な渓谷地帯で、農地面積はさほど多くない。そのため、ほぼ唯一、
日本の典型的な田舎の景色を見ることのできる小夜戸は、WAP の対象地域の内では、他の地区・地域
と比較されることではじめて、非日常的で特殊な土地・景色になったのである。
ただ、そうした農業に適さないといった地形・地質的特色は、山間地区よりさらに上流部の足尾にお
いて、銅山閉山後に公害という負のイメージからなる風評的被害とを合わせ、代替産業を生み出せずに
衰退した原因でもある。
もっとも足尾の人々は「銅山があった頃は金があったから、農作物をわざわざ作ろうなんて考えたこと
もなかった」206や、「足尾の（特に高齢者の女の）人は感覚的にはセレブでブルジョワだから、自分で料
理を作るくらいなら、すぐに店屋物で済ませようとする」207と言う。
また足尾だけでなく、東村の人々も「昔は両隣（桐生：織物、足尾：銅山）が栄えてる町だったからね、
自分の町で野良仕事して生計を立てるよりも、どっちかに稼ぎに行けば金が入るんだから、とにかく外に
出て働くことばっかり考えてたよ。だから（東村の）みんな、勉強だけは頑張っていた。ただ、おかげで農
家の次男坊や三男坊はみんな町を出て行ったきり、戻って来なくなった」208と言う。
小夜戸地区では、現在ある農家の全戸に後継者は一切おらず 209、また養蚕業もただ１軒を残し、そ
．�．�．�
の他はすべて廃業 210してしまっている。桐生や足尾といった仕事場 と隣接し、学業を収めることにも熱
心であった。しかし著名な人物 211を輩出した自負は、先代の偉人たちの背中を追い、より大きな富を得
るために、都市へ生まれた土地を旅立っていく、といった考え方として定着してしまい、この土地を耕し、
この土地に暮らす、といった考え方は生まれなかったのである。小夜戸をはじめ、東村の美しい景観も、
今の世代を最後に、ゆるやかに、渓谷の豊かな自然美の中に没していくのだろうか。

5.３.５ 土地を繋ぎ、“渡って”いく / 山の中のアーキペラゴ
渡良瀬渓谷には、足尾銅山が始まった江戸時代に、銅を運ぶための街道として、あかがね街道が整
備された。渡良瀬川の上流部の足尾から下流部へと銅が運ばれ、また日光山信仰により下流部から上
流部の足尾を抜けて日光へと至る、参拝のための裏街道としての側面も持ち合わせていた。このあかが
ね街道を母体とする人の流れが、「わたらせ渓谷鐵道」へと継承されている。
山から平野へと富が運び降ろされ、また平野から山へと富を求める人々が向かっていったのだが、文

206
207
208
209
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211

日光市足尾町赤倉在住 ７０代女性、２０１３年６月。
足尾商工会 自営業 ４０代男性、２０１３年１月。
旧花輪小学校管理委員会 ８０代男性、２０１１年１０月。
小夜戸地区区長（自治会長） ６０代男性、２０１２年７月。
２０１１年７月時点で１軒のみ。
官営八幡製鉄所の工業設計を行なった工学博士の今泉嘉一郎が有名。
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化的には桐生などの平野部に栄えたものと、日光を越えてきたものとの２種が交錯する地点でもあり、特
に東村では、地区内に点在する史跡の造形に日光圏の文化の影響がうかがわれる212と同時に、養蚕
などの産業面では現在の群馬県側の影響を見ることができる。
また足尾においては、銅山の出稼ぎ労働者により、他地域・地方からの文化が寄せ集められ、祭事
や盆踊り 213なども、多くが江戸中期以降に創作された。山岳信仰からなるアニミズム的要素と、現世利
益的な富への渇望とが混在する、複合的な文化を形成している。
足尾銅山や桐生の織物と、それらだけで特色になるが、WAP および WAP の対象地域全体での特
色をすべて言い表したとは言えない。総面積６４９.９８k ㎡のうちの、４４.１km という直線の中に、それぞ
れに異なる特色を持った地域が点在し、山の中であるが、それぞれに多重かつ多層に関係し合い進
ア

ー

キ

ペ

ラ

ゴ

化・発展してきた多島的文化圏でもある。WAP は当初からそうした地域の特色をふまえてアートプロジ
ェクトを行なおうとしていたのではないが、年数を重ね、各地区・地域との関係が深まるにつれ、見えると
見えない、そうしたさまざまな特色を発見してきたのである。各地区・地域を今でも繋ぎ留めている重要
な要素として、「わたらせ渓谷鐵道」に着目し、地区・地域ごとの比較検証を行なってきたが、これもまた
実際は後発的なものである。
WAP における、「わたらせ渓谷鐵道」の位置づけは、もちろん足尾など各地域を結ぶ移動手段であ
ったが、アートプロジェクトの運営的側面において重要な、観客の動線を確定するものとしても捉えられ
ていた。各所に点在する見所を、効率よく、一直線に結ぶ動線が「わたらせ渓谷鐵道」であったのだ。地
．�．�．�．�
域に内在するさまざまな見えない場所を WAP は発掘して行くのだが、それらは、ごく自然と、「わたらせ
渓谷鐵道」に乗りさえすればたどり着ける場所にあり、ただ見過ごされてきただけなのである。
鉄道＋徒歩という、都市部では当たり前とされる移動手段は、モータリゼーションの進む桐生市、みど
り市、日光市、また群馬県や栃木県という北関東では、「面倒くさい、大変な」214移動手段なのである。し
かし歩くスピードで、また車窓の向こう側を流れて行く景色をのんびりと眺める時間は、WAP のアーティ
ストにとって重要な、地域の差異を発見するための方法や機会となっていたのである。

5.３.６ わたらせの社 会的 意 味性
「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域の地域特性は、これまで述べたように多様性に富む。地形的特性だけ
でなく、社会的特性においても、今日重要な意味を持つ地域である。特に足尾銅山の功罪は、近代史
の表と裏であり、また桐生市の織物産業は工業と農村との関係を今日に伝えている。
近代に入っての足尾は、古河による企業城下町といった意味合いが強く、足尾銅山の発展は、すな
わち町の発展と同じであった。足尾で働く人々の多くは、銅山による公害問題を認識していたが、銅山

212
213
214

６.２.３（後述）での稲荷神社は、日光東照宮の建立にあたった造形師がつくったとされる。
直利音頭：直利（なおり）とは、巨大で良質な鉱脈を意味し、銅山の繁栄を唄って盆踊りが行なわれる。
徒歩や鉄道で移動していると、地域住民からは「大変だね、頑張っているね、面倒くさくないの？」と言われることが多い。
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ゆえに栄えた町の中では、この問題に対して中立的な立場をとらざるをえなかった。
足尾の住民には、「小学校に通うとき、風向きによっては５０m 先が真っ白になるほど、煙（亜硫酸ガ
ス）がひどくて、マスクとメガネをつけて登校していた」215といった話もある。また実際に健康被害があっ
たのではなく、やや自虐的で誇張された話であるが、「工場作業で煙を浴びてただろ？ おかげで、この
歳なのに皺が少ないでしょう？ 煙で皺も溶けちゃったからね」216といったものもある。また「渡良瀬川な
んて泳ぐような川じゃなかったし、魚もいなかった。釣りは神子内川か餅が瀬の沢に行ってたよ」217と、い
うように、河川への鉱毒流出もまた、住民にとっては周知の事実であり、それらと意識的に共存を図るこ
とが足尾では当たり前であった。
しかし足尾銅山を経営する古河も、公害への対策措置は取っていた。亜硫酸ガスへの対策に、製錬
所の煙突には脱硫設備が整えられ、また工業廃水を処理する浄水場 218の整備も行なっていた。また亜
硫酸ガスにより荒れ果てた山（図５２、５３）は、大雨により土砂崩れが頻繁に起こっていたため、昭和初
期にはすでに山の緑化作業に取り組んでいる。足尾町赤倉地区などに住む８０歳以上の女性には、古
河が行なった緑化作業に携わった者がいる。当時、男性の多くが銅山労働者であったため、緑化作業
には多くの女性が携わっていたと言う。植物の種を混ぜた粘度板のようなもの（植生板）を何枚も背負っ
て、草ひとつ生えていない、岩石の露出した山をよじ上り、手作業で斜面に設置していたと言う219。

図 52 足尾：松木地区の風景（初夏）
松木地区は煙害により廃村となった経緯がある。
（撮影：２０１０年６月）

足尾銅山鉱毒事件には、東日本大震災に付随した福島原発事故との類似点も多い220

221とされる。

足尾町赤沢５０代女性、２００６年８月（WAP 参加アーティストのタナカの聞き取りによる）。
足尾町渡良瀬８０代女性、２００７年７月（WAP 参加アーティストのヒザタテの聞き取りによる）ただしこの発言のような、住民の
健康被害は報告されていない。
217 足尾町松原 U.A 氏、２０１１年８月（WAP 参加アーティストのオオタニのフィールドワーク同行時にて）。
218 中才浄水場（足尾町中才地区）は、現在も稼働し、毎週水質調査が行なわれている。
219 足尾町商工会 自営業 ５０代女性による、同地域に住む高齢者への聞き取り調査より（２０１２年７月）。
220 ２０１１年３月１１日以降、インターネット上で、足尾銅山鉱毒事件と福島原発の類似性を指摘する web サイトやブログ記事が頻
出するようになった。宇都宮大学ではこうした類似点に関する学習会も行われている。また２０１３年は田中正造から没後１００年と
なるため、福島原発事故に起因し、足尾銅山鉱毒事件を再検証する動きも見られている。
221 東日本大震災発生翌日の３月１２日に、坑道内から漏洩する硫化化合物などの混じった排水をせき止めている、足尾の簀子
橋堆積場の安全確認のため、国土交通省関係者が東京から訪れた（簀子橋連絡協議会「簀子橋堆積場見学会」時の、古河機械
金属株式会社 足尾事業所 副所長 Y 氏の説明より / ２０１２年５月１８日）。
215
216
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企業城下町という特性上、地域の内／外で、どちらも同じ当事者でありながら、鉱毒事件への温度差
は大きく、福島原発周辺地域の状況は酷似する。また被害規模で考えれば、福島原発事故の方が遥
かに広範囲に影響を及ぼしているように見えるが、足尾銅山鉱毒事件は河川を伝って被害が広がった
ことで被害範囲が特定しづらいのであり、実際の被害範囲では福島原発事故に相当する222といった見
方もある。福島原発が今日のエネルギー需要を支えていたように、足尾は今日の礎となった近代史を支
えていた。また企業と社会という関係性や、功罪、正負を一側面的に語ることができない状況もまた、時
代を隔てた２つの問題の類似点となっている。

図 53 足尾：赤倉以北の風景（春）
（撮影：２０１３年４月）

また、桐生市に栄えた織物産業は、群馬県の中央部から北部にかけて盛んであった、農村集落の養
蚕業に支えられていた。農村で生産された繭は富岡製市場といった大規模な工場から中小規模の製
糸工場で生糸にされ、前橋市はこうした生糸を始めとした繊維の集積地として栄えたのである。前橋に
集められた繊維は、桐生市、足利市（栃木県）や大間々町などの織物工場へと運ばれ、良質なテキスタ
イルとなっていった。
．�．�．�．�
わたらせという地域の産業圏を形成してきた足尾や桐生は、近代史、特に産業史の縮図のような町で
あり、これらの町が「わたらせ渓谷鐵道」で結ばれていることは、社会的意味性をより一層強めている。

5.３.７ わたらせの非 限定 性
多地域にまたがり多島的に文化が広がる WAP の対象地域には、「わたらせ渓谷鐵道」という目に見
える線に結ばれた裏に、産業から見た時代と人の流れ、山岳信仰からなる人と精神文化の流れが伏流
．�．�．�．�
的に、また重層的に重なり合う。しかし、わたらせ という地域を表す言葉には、それらとはまた別種の特

足尾鉱毒事件は足尾のみで起きたことではなく、むしろ渡良瀬川の下流域の太田・足利・佐野・藤岡・古河などの方が、被害
が甚大であり、また江戸川を経由して行徳方面、利根川を経由して霞ヶ浦方面と、群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉と被害は広範囲
にわたり、鉱毒物質は河川から海に出て太平洋沿岸に広がったとされる。

222
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殊な効果が込められている。
「わたらせ渓谷鐵道」は、渡良瀬川上流部の渡良瀬渓谷に沿って走る鉄道で、WAP はこの沿線地域
．�．�．�．�
を対象に活動しているが、北関東の人々が認識するわたらせ という地域は、「わたらせ渓谷鐵道」沿線
地域よりもずっと広い。渡良瀬川流域のすべてに、利根川流域の一部を含めた、群馬県、栃木県、茨城
．�．�．�．�
県、埼玉県の４県にまたがる地域で、わたらせ という地域の固有名称は共有されている。実際に、群馬
県太田市・館林市・邑楽郡邑楽町・板倉町、栃木県足利市・栃木市・小山市・下都賀郡野木町、茨城県
古河市、埼玉県加須市・羽生市などに、わたらせ〇〇といった企業名や

わたらせ店・わたらせ営業

所といった表記を見つけることができる。特に、足尾銅山鉱毒事件にて廃村となった谷中村のあった渡
良瀬遊水池（図５４）223を擁する群馬県邑楽郡板倉町、栃木県栃木市・小山市・下都賀郡野木町、茨城
．�．�．�．�
県古河市、埼玉県加須市については、わたらせという地域名称に対しての自負が強い。

図 54 渡良瀬遊水池
（撮影：２０１２年５月）

足尾銅山鉱毒事件の被害は広範囲にわたり、そこから立ち表れた問題意識は、多くの人々や地域を
．�．�．�．�
取り巻いた。しかしこのことによって、わたらせ は、いち地域の固有名称ではなく、多地域にわたる広範
な、社会的課題や歴史的事実を共有する概念的地域名称となったのである。
．�．�．�．�
わたらせという名は、もちろん渡良瀬川に起因する。もともと渡良瀬川は５.３.３で紹介した、日光開山

足尾銅山鉱毒事件による鉱毒物質を沈殿させ、流出をせき止めるために、渡良瀬川下流、利根川との合流点の手前につくら
れた遊水池。鉱毒になり田畑の耕作ができなくなった谷中村に水を引き入れるかたちで造成され、これにより谷中村は廃村となっ
た。なお、２０１２年７月３日に、渡良瀬遊水池の生物多様性が認められ、ラムサール条約に登録されている。

223
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の祖の勝道の伝承に由来する。男体山で修行を終えた勝道は山道を歩き、流れの速い名もなき川にた
どり着く。急流のためなかなか川を渡ることができなかったのだが、ちょうど、現在の足尾町渡良瀬の辺り
に着いたとき、渡るのにちょうど良い浅瀬を見つけた。その場所を勝道は渡良瀬と名づけ、名もなき川を
渡良瀬川としたと言う。
．�．�．�．�
．�．�．�．�
わたらせ のルーツは足尾にあるが、今やわたらせ が示す範囲は物理的境界を超えた。今日のアート
プロジェクトの多くは、地域名称を冠する（例：別府国際現代芸術祭224、横浜トリエンナーレ225、中之条
．�．�．�．�
ビエンナーレ226など）場合が多いが、WAP はわたらせという地域名称を冠したことで、偶然にも、地域と
いう物理的限定性の中に、概念的共有性と拡張性を獲得してしまったのである。わたらせ渓谷鐵道沿
線という地域で、「地域のために」という言葉を用いずとも、WAP—美術という余所者—が生まれ、また
．�．�．�．�
それを地域が受容したことは、わたらせ という名称に潜む認識の振幅に、必然を見つけ出すことができ
るのだ。

5章４節 ここ／そこ — W AP での事 例

5.４.１ W AP の主 体
WAP 発足の経緯から、WAP はある誰かの指示のもとで行われ始めたアートプロジェクトではなく、
「桐生再演」に参加した数名の２０代のアーティスト（学生も含め）がプロジェクトメンバーとなり、自発的に
始めたものであることが分かる。しかし、この〈始まり〉のメンバーの内にも、おおまかな住み分けがあっ
た。
運営的に WAP の実質的な中枢にあったのは、活動資金源となる助成金申請をほぼ１人で請け負っ
ていたミナガワであり、また「桐生再演」の流れから、アカサカが事務的作業を牽引していた。これに加え、
プロジェクトのインフォメーションや web などの宣伝媒体のデザインは、ハヤシ227が主に関わっていた。
しかしこうしたメンバーはアートプロジェクトの運営という、〈内政〉を行うメンバーであり、コーディネーター
．�．�．� ．�．�．�
のいない WAP らしさを体現し地域の人々と直接関わる〈外交〉的な、フィールドワークを積極的に行っ
ていたのは、イシイ、シズメ228 、タナカ229、ヒザタテ 230などであった。また大型バイクを乗り回し、地域に
（本人は無意識的であったが）WAP を印象づける、言わばマスコット的な役目をマトバが担い、さまざま
なトラブルを巻き起こすコバヤシは、これもまた WAP を印象づける存在であった。

224
225
226
227
228
229
230

大分県別府市。
神奈川県横浜市。
群馬県吾妻郡中之条町。
ハヤシ：２００６年〜２００７年、WAP 参加。
シズメ：２００６年〜２００８年、WAP 参加。
タナカ：２００６年〜２００８年、２０１０年、WAP 参加。
ヒザタテ：２００６年〜２００９年、WAP 参加。
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上記は２００６年の WAP 発足時の主要なメンバーであるが、ここに２００７年に、ほぼ唯一のアーティス
トではないメンバーとして、運営的側面からウエハラ231が加わる。運営を行っていたアカサカ、ミナガワ、
そしてハヤシなどは、当初は地域の人々にほとんど存在を知られておらず、むしろマトバやシズメなどの
方が、地域の人々に対して顔も広く、また徐々に地域の情報に対しても明るくなっていった。しかしマト
バは単独ではなく常にミナガワやウエハラなどを連れ立っていたことから、次第に、ミナガワやウエハラと
いった存在が、WAP の内/外の双方で大きくなっていくのだった。
しかしながら、ここに挙げたメンバーの多くが、WAP のリーダーは誰か、と言われたときに、肩書き上
での代表の名を挙げつつ、すべての現場ではその当事者本人が〈代表〉であった。２００６年に代表を務
めたアカサカには実質的に何ら決定権はなく、また２００７年のマトバも同様で、プロジェクトの各現場で
の決定権は、その現場に関わるアーティストそれぞれにあった。このリーダー不在と言うべき状況下で、
WAP の主体はひとつに固定されることなく、常に流動的であり、また、こうした主体の流動性、変化する
こと自体が、WAP の特色とも言えるものであった。本節では、この主体の流動性、変化が継続されてい
くことに重点を置き、WAP の特徴的事例を紹介していく。

5.４.２ フィールドワーク① — 赤倉旧マルサン食堂
WAP というアートプロジェクトの開催形態を考えれば、表１〜３（p.８６〜８８）にある通り、概ねアートフ
ェスティバル型であったと言える。しかし、このアートフェスティバルの開催に至るまでは、アーティストに
よるフィールドワークが何度も行われた。これは「桐生再演」の基本スタンスと同様であったと言える。こ
のフィールドワークでは、地域情報の収集だけでなく、むしろより具体的な、アートフェスティバルでの展
示会場となる場所探しが主であったが、WAP におけるフィールドワークの方法を端的に表すのは、アー
ティスト自身が探した展示会場などの場と、それらに関与した地域住民の存在、そして展示会場や地域
住民の様相を察知する、独特な〈嗅覚〉的とも言える、アーティストたちの観察眼である。

WAP は、２００６年、「桐生再演」の拠点でもある森芳工場を活動拠点としていたが、この年、足尾で
の制作や展示を希望し、会場探しを行っていたシズメ、タナカにとっては、桐生から足尾まで、「わたら
せ渓谷鐵道」に乗っての往復約３時間、２,１６０円は、毎日のように足尾へと向かうには厳しいものがあっ
た。「わたらせ渓谷鐵道」以外の移動手段のなかったシズメやタナカは、足尾で滞在可能な場所を、展
示会場と同等に求めていた232。
．�．�．�
そんな中、シズメは、偶然に入った足尾町松原にある喫茶店店主 K.A 氏と、初対面にもかかわらず
意気投合、その日の内に足尾町赤倉にある、K.A 氏の親類がかつて住み、現在は無人となっていた食
堂跡を紹介された。松原にある K.A 氏の喫茶店名にちなみ、〈赤倉旧マルサン食堂〉（図４４, 図５５）と
231
232

ウエハラ：２００７年〜２００９年、WAP 参加、２００８年〜２００９年代表。
タナカの場合は「野宿でいい」と、制作現場となっていた「わたらせ渓谷鐵道」の足尾駅に泊まり込むつもりであった。
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名付けられた食堂跡は、今日でも WAP の恒常的な拠点となっている。
K.A 氏は他の足尾の住民曰く「頑固でケチな爺さん」233という評判であり、赤倉旧マルサン食堂の提
．�．�
供は、奇跡と言わしめた。K.A 氏は蒐集家でもあり、鉱石標本から剥製、刀剣、陶器、絵画などの古美
術品も所有234している。もともとは赤倉旧マルサン食堂を、こうした自身が蒐集したコレクションによる博
物館235とする夢を持っていた。しかし WAP のアーティストたちと出会い、彼はその夢を、アーティストた
ちの足尾での活動・滞在拠点の形成へと換えた。
しかし、重要なのは赤倉旧マルサン食堂の立地である。現在、足尾町の人口は最大時から、１/１０以
下にまで落ち込み、世帯数も大幅に減少を続けている。赤倉地区は足尾町の最北部であり、最寄り駅
の間藤駅（「わたらせ渓谷鐵道」の終着駅）から徒歩約３０分北上した、辺鄙な場所であった。しかし赤倉
旧マルサン食堂は、赤倉地区の中心であり足尾銅山最盛期に一等地と言われた赤倉ロータリーに面し
ている。その内でほぼ唯一、当時の外観のまま残る236建物であった。そして渡良瀬川を挟み、最大の銅
山施設であった本山製錬所を目と鼻の先に望む。
奇しくも WAP の拠点は、足尾銅山鉱毒事件の根源となった本山製錬所とほぼ同じ場となったのだ。
そして K.A 氏は実質的に、WAP の成立の立役者となった。足尾銅山の繁栄と衰退、それを生んだ日
本近代史の変遷、それらを今日へと繋げ、その中に WAP を位置づける。WAP の地域における意味性
を自然と構築し、かつそこが WAP におけるアーティストたちの滞在拠点でもある、この赤倉旧マルサン
食堂のことを“奇跡”と言わずにして何と呼ぶのだろうか。

図 55 赤倉旧マルサン食堂 − 内部
アーティストの滞在時の様子
（撮影：２０１２年１０月）

松原で店舗を経営する H.N、O.J などの商店主や、U.A など、K.A 氏の近隣に住む住民ら複数から同様の意見が聞かれる。
K.A 氏のコレクションは「大半はガラクタ」と称され、文化的価値はほとんど認められない。しかし、かつて足尾を訪れた外国人
の鉱石コレクターとの親交や、旧国鉄時代以前の足尾鉄道の物品など、マニア垂涎のものもある。
235 以前、赤倉旧マルサン食堂を博物館にしようと、旧足尾町へ自身のコレクションと物件の売買を持ちかけたが成立しなかった
経緯から、K.A 氏を頑固でケチ、と揶揄する原因となった。しかしこの経緯に対して、WAP への赤倉旧マルサン食堂の貸与は無
償で行なわれている。
236 赤倉ロータリーから周囲を見回すと、本山製錬所と古河橋、赤倉旧マルサン食堂、赤倉社宅、赤倉郵便局跡が、銅山最盛期
とほぼ同じ外観を留めている。しかし２００９年から本山製錬所、赤倉社宅ともに解体が始まり、また赤倉郵便局は一般住宅と兼ね
ていることなどから、赤倉旧マルサン食堂が「唯一」となる。
233
234
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松原で K.A 氏が営む喫茶店は、見た目には休業状態に見えるほどで、店内には多数のネコが居座
り、近隣の固定客のみが訪れるマニアックな店であった。観光客などまず訪れる雰囲気ではなかったが、
、、、、、
シズメは「足尾みやげって（外に面したウィンドウに）書いてあったし、何か足尾のことを詳しく聞けるかな、
．�．�．�
と思って」と述べ、この出会いは真に偶然であったことを強調する。
シズメは、その後の滞在制作において「朝５時に起きて（現場に）行って、お昼は（暑いから）１５時頃
まで休憩、夕方になって再開して１９時くらいまで（制作を）やる」としていた（図５６）が、このタイムスケジ
ュールは「足尾の人がだいたい外を散歩している時間」だと言う。シズメは「私たちってよそから来てるで
しょ。どう見ても足尾に若い人ってほとんどいないし、余計に目立つと思うんだよね。それに現代美術だ、
とか理解されにくいと思う。だからそのぶん、できるだけ顔を覚えてもらおうと思って」、地域住民に合わ
せた活動時間帯を選んだのである237。
シズメによる地域住民の観察、またその観察によって選択した行動は、他の WAP のアーティストにも
．�．�．�．�
大きく影響を与えた。また、シズメは一貫して地域住民に「私たちは現代美術 をやることが目的」と言い
続けた。自己から出発した目的―たとえばかつて、一旗揚げようと足尾を目指した若い労働者のように―
を率直に言葉にすることで、一般論としては難解とされがちな現代美術というイメージでさえ、地域住民
の興味と理解の範疇に入れさせたのである。

図 56 制作中のシズメ
（撮影：２００６年９月）

２００６年、マトバの運転する大型バイクの後ろに乗り、およそ孫かひ孫ほど歳の離れた WAP のアー
ティストと行動を共にすることもあれば、自ら車を運転し、アーティストたちへ足尾を案内した K.A 氏だっ
たが、急速に持病が進行、２００９年には喫茶店を閉店し、２０１１年１１月末に他界した。葬儀には、親類

237

本項中のシズメの言葉は、２００６年から２００７年にかけての一連の言動から引用。
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や足尾の住民に混じり、マトバ、ウエハラ、ミナガワ、ニシカワ238、アマヌマ239といったアーティストも参列
し、またアカサカは弔問の手紙をマトバに託し、葬儀後もシズメ、タナカ、ヒザタテといったアーティストが
弔問に訪れている。
K.A 氏のような、地域の内にいる WAP の協力者との出会い、そして死別などについて、毎日新聞の
取材 240においてミナガワは「僕たち（アーティスト）が、地域の中の日常に置き換わっていく感じがするん
ですよね。特に、協力者がなくなると余計に。その人たちがいた場所から、その人がいなくなってポッカ
リと穴が開いたようになって、それで『この席（場所）は君たちに譲るよ』って暗に示されているみたいで。
偶然なんですけど、たまたま僕が（足尾に）いるときに限って、協力者の訃報 241を聞いたりしますから、
．�．�
何かを託されているような気がしてしまう」と語る。

5.４.３ フィールドワーク② — 旧桑原利平マンガン工場
WAP において重要な位置を占める場は、足尾だけではない。
２００６年に、足尾での拠点（赤倉旧マルサン食堂）や展示会場を見つける直前に、すでに大間々に
て使用が開始された場があった。旧桑原利平マンガン工場は、大間々駅から直線距離で１００m ほどの
位置にあるマンガン工場跡で、戦後まもなく操業を開始したものの、１０年足らずで大規模な工場へ移
転し、使われなくなっていた。４０年以上前の当時の状態で、機械や製錬後のマンガン粉がそのまま残
されていた（図５７）242。なお、操業していた時代には、東村小中に持っていた鉱山から、現在の「わたら
せ渓谷鐵道」にあたる国鉄足尾線でマンガン鉱石を運搬し、製錬したマンガンを今度は横浜の取引先
まで再び列車で運んでいた。足尾銅山ばかりが注目されがちなものの、渡良瀬渓谷全体が鉱山地帯で
あった243ことを今日に伝える、貴重な場であるが、しかしこの工場の存在は、大間々の人々にさえほとん
ど忘れられている状況であった244。
マンガン工場との出会いは偶然かつ突発的なものであり、２００６年７月４日のフィールドワーク245で初
めて大間々駅に降り 246、展示会場候補を探すために街を散策していたさなか見つけた（図５８）のであ

ニシカワ：２００９年、２０１１年〜２０１２年まで WAP 参加。K.A 氏との面識は少なかったが葬儀にかけつける。
アマヌマ：２０１０年〜２０１２年まで WAP 参加。２０１１年１０月から２０１２年１０月までは、総務省地域おこし協力隊制度による
日光市嘱託職員として足尾地域（日光市役所足尾総合支所）に勤務、その間は自宅の東京から足尾へ居を移していた。
240 ミナガワ、２０１３年３月。
241 K.A 氏の他、２００６年から現在（２０１３年）までに逝去した WAP 支援者は、NPO 法人足尾に緑を育てる会（前）会長、わたら
せ渓谷鐵道株式会社職員などがいる。
242 実際には、マンガン工場内には多数の家財などが押し込まれた巨大な物置状態であり、到底展示会場として利用できる状態
になかった。２００６年にマンガン工場を展示使用したミナガワ、ハヤシ、ヒザタテの３名に、アカサカ、イシイ、ニシナ、マトバ、ニシ
ムラも加わり、約２週間を費やす大掃除を行なった。
243 高瀬博 『群馬県勢多地域マンガン鉱床調査報告』 独立行政法人産業技術総合研究所, １９５７年
244 ７０代以上の世代には「桑原マンガン」の名で知られているが、操業時を知らない世代には、工場の名前も場所も知られてい
ない。
245 フィールドワークに参加したのは、コイズミ、コバヤシ、ニシナ、ハヤシ、マトバ、ミナガワの６名。
246 大間々の町へ降りたのは、２００６年５月１７日にわたらせ渓谷鐵道株式会社で行なわれた、当時社長の M.S 氏との懇談（アカ
サカ、マトバ、ミナガワが出席）が最初で、実際には２回目の大間々訪問であった。しかしフィールドワークとして大間々に訪れた
のは、この日が初めてであった。
238
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った。その一週間後には会場としての使用契約247を結び、WAP として初めて手に入れた展示会場とな
った。これは物理的な意味で、WAP が誕生した瞬間である。

図 57 旧桑原利平マンガン工場 内部
（撮影：２００６年７月）

図 58 旧 桑 原 利 平 マ ン ガ ン 工 場 外 観 と 、
アーティストたちや I さん
（撮影：コバヤシ、２００６年７月）

マンガン工場を経営していた I さんの夫の利平氏248は、かつては有名なやり手の起業家で大地主で
もあり、その夫人である I さんも商工業者の婦人会をまとめあげる、言わば大間々の商工業者たちの間
では有名なファーストレディであり、大間々における他の展示会場の交渉では、「I さんの協力を得てい
るなら」ということで承諾される249など、彼女の威光は WAP にとって絶大であった。
２００６年の制作期間中に I さんとミナガワが交わした会話250だが、「ちゃんとした（美術）教育を受けて

賃貸契約ではないが、借用契約書を取り交わした。借用条件は、隣接する旧縫製作業場のみ年間５万円の借料を払い、工
場そのものは掃除を条件に無償となった。
248 利平氏は、２００６年の時点ですでに他界、I さんはマンガン工場周辺の土地建物の権利を持つ大地主であった。
249 ２００８年に展示会場となりミナガワの作品を恒久設置している銭湯千代乃湯、また、２０１２年に会場となった野口木材など。
250 ２００６年９月。
247
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ないから、美術はよくわからない」と言った彼女に対して、「好き嫌いで判断してもいいですよ」とミナガワ
が答えた。I さんはその日以来、毎年 WAP のほぼすべての作品を鑑賞するために、わたらせ渓谷鐵道
沿線地域に広がる各会場を訪れる。WAP の展覧会（作品公開期間）が終えると、彼女の口から必ず（ご
．�．�
く少数であるが）気に入った作品251が挙げられていく。その審美眼は、アーティストらをして魔女 252と異
名をとるほどに的を射たものであった。また I さんは和裁師として職人でもあったが、年齢から、しばらく
仕事を断っていた。しかし、２００６年の WAP の開始以後、その仕事を再開するようになった。「作品を
見たり、つくっているところを見てたら、私も何かつくりたくなった」253 と、語っていた。
２００８年の会期が終了した際の、I さんの言葉が、その後の WAP を左右する。

同じようなことをずっとやっているだけだと飽きられてしまうから、毎年ちょっとずつ変えてい
って、お客さんに、いつでも新鮮な気持ちでいてもらえるよう、工夫しないとね。
さ、来年はどうしましょうかね。
（I さん、２００７年９月）

図 59

I さんとアーティストの交流 − I さんの私邸にて

（撮影：２００７年９月）

彼女は広大な敷地で色とりどりの草木を育て、その手入れも自らが行なっている254が、花や草木と同

これを WAP では、ミナガワにより通称「桑原賞」と名付け、初代の桑原賞受賞作家がシズメである。
I さんは「美術なんてよくわからないね」としながらも、作品については愛嬌と皮肉めいた発言、本質を突いた発言をするほか、
WAP の活動を予見する発言など、名言を数多く残している。その様子から WAP のアーティストからは「I ちゃん」や「I おばあちゃ
ん」との愛称で呼ばれながらも、「魔女」の異名で尊敬されている。
253 I さん、２００７年８月。
254 もっとも、大きな樹木に関しては植木職人に依頼し、夏場の水やりなどは、参加アーティストが行なうこともあり、これは I さんな
りにアーティストとのコミュニケーションを図っていることであった。しかし、I さん本人曰く「ちょっと一本植えただけなのに勝手に増
えて困る」というほどに、彼女の手で植えられた草木は雑草を押しのけ必ず繁茂する。このことからも「魔女」の異名を持つようにな
った。
251
252
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じように、WAP の萌芽に立ち会い、そして成長を促した。そしてアートプロジェクトの継続性に隠されて
いる、継続性ゆえの停滞という問題を予見的に見抜き、形式の継続ではなく変化の継続という方向性へ
と、アーティストたちに先んじて助言したのだ（図５９）。
．�．�
I さんという存在は、WAP における奇跡に近いものであった、しかしこの奇跡を呼び起こしたのは、知
らない場所の知らない路地でも平然と入っていく、アーティストたちの姿勢にもあった。しかしこの旧桑原
利平マンガン工場のある道に歩を進めさせた理由には、別の要因もある。「わたらせ渓谷鐵道」に桐生
から乗り大間々駅へと差し掛かる直前に踏切を通るが、その瞬間、踏切の西（進行方向で左）には大
間々の商店街や住宅街、東（進行方向右）には、山を背に、いくつかの工場群が見えるのだ。線路によ
り隔てられた東西で景色が異なり、まさにアーティストは、この地形的アフォーダンスに則り、線路を渡り、
．�．�
山のある東へと進んだのである。大間々の奇跡たる I さんの居場所は、無意識的に、アーティストたちを
引き寄せる地形的特性を持っていたのだろう。

5.４.４ フィールドワーク③ — 渡良瀬社宅
５.３.３（p.１０８〜１１１）にて述べたが、足尾町内には現在でも多くの足尾銅山鉱山住宅群（通称：社
宅）が残っている。滞在拠点となった赤倉旧マルサン食堂は、実際は滞在拠点とするには設備面で困
難があった。それは「風呂」がない255、ということである。
赤倉旧マルサン食堂の近隣には、赤倉社宅、本山社宅、婆火社宅、愛宕下社宅、深沢社宅、南橋
社宅、上間藤社宅という６つの鉱山住宅群256があったが、うち深沢社宅にのみ「深沢共同浴場」が現存
し運営 257している。共同浴場はあくまでもその浴場のある社宅に住む人々のみが使用可能な施設で銭
湯とはシステムが異なるが、２００７年、この深沢共同浴場の WAP での特別使用をめぐって、アーティス
．�．�
トにより半ば意図的に奇跡が起こされた。
共同浴場の所有・管理は古河が行なっているため、シズメ、ヒザタテの２名のアーティストが共同浴場
の使用交渉で、古河機械金属株式会社足尾事業所（本山製錬所内）を訪れた。共同浴場の使用は快
諾され、これを機に、鉱山住宅（足尾町渡良瀬にある渡良瀬社宅258、図６０、６１）の展示使用も願い出
てみたところ、すんなりと、ほぼ無償での提供という好条件で受理259 された。古河はこのとき、老朽化し

実際は赤倉旧マルサン食堂にも風呂はあり、K.A 氏はガス器具などを新設していた。しかし風呂場自体には耐水加工がされ
ていないなど、大人数での長期的利用には耐えられないとして、２００６年にシズメ、タナカが数回の使用をした後、継続使用は断
念した。
256 ６つのうち、婆火社宅、本山社宅は現存せず。赤倉社宅の一部は２０１０年に、愛宕下社宅、深沢社宅は２０１１年にそれぞれ
取り壊された。現存しているのは、現在も元鉱山労働者らが居住している南橋社宅と上間藤社宅であるが、うち南橋社宅は、所有
古河から足尾町（現在は日光市）に所有が移っており、町営住宅（現在は市営住宅に改称）となっている。
257 多くの共同浴場は、人口の減少により採算が見合わず、またボイラー設備の老朽化による火災の危険を考慮し取り壊された。
深沢共同浴場は、南橋社宅、上間藤社宅の住民２０名程度が利用しているが、２０１１１年８月に付設されている足尾銅山生活協
同組合三養会深沢売店から出火、ボイラー等に損傷があり、２０１３年現在、実質的に共同浴場としての利用は停止されている。
258 渡良瀬社宅は２０棟以上が現存し、居住者のいない棟のうち、２００６年から２００９年までは６棟８室を展示会場等として使用し
た。２０１０年にはその他の地区の社宅（赤倉社宅など）の取り壊しに際し、居住者を移動させるため使用棟数は減り４棟６室となっ
た。
259 実際は渡良瀬社宅の他にも、完全に無人となり廃墟と化していた深沢社宅の使用も願い出たが、倒壊のおそれが著しい深沢
255
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ていた電気設備の再整備、水道の補修も行なうなど、協力的な姿勢を見せた。

図 60 渡良瀬社宅（社宅群の一棟）
（撮影：アカサカ、２００７年４月）

こうして２００７年から、鉱山住宅群が展示作品やアーティストの総数、そして意味性ともに、WAP によ
る足尾でのメイン会場となっていくのだが、本来ならば共同浴場も鉱山住宅も、住民や利用者以外、外
部の使用・立ち入りが暗黙的に禁止されている閉鎖的な場所である。足尾の住民でさえ、自分の住まう
鉱山住宅群以外の場所へ立ち入ることは憚られ、かつ共同浴場はさらに閉鎖的な場所でもあった。ま
た古河はこれまで足尾の観光産業によって銅山関連施設を紹介・公開することや、地域おこしのイベン
トなどへの協力には、難色を示す260ことが多かった。それだけにこの鉱山住宅の展示利用・公開という
のは、前代未聞のことで、公式には歴史上初261となる外部への一般公開であった。足尾の内で〈聖域〉
化していた鉱山住宅に、WAP は切り込んで行ったのだが、これを知った足尾の人々は、これまで地域
．�．�
づくりなどに関して頑として動かなかった古河を動かした、と驚愕し、同時に WAP を奇跡とした。
なぜ WAP がここまでの古河の協力を取り付けられたのか、と、足尾の住民へ多くに疑問符を投げか
けた。鉱山住宅という、銅山の鉱夫たちの生活の場といった、かつての日常にスポットを当てることは、こ
れまで観光産業でも地域づくりにおいても足尾では取り組まれていなかった新しい視点 262であり、また
金銭や権益を目的するものでもなく、（表面的には）足尾銅山の負のイメージを暴露的にするものでもな
かったことに要因があると思われる 263。しかしこの展開を導きだしたのは、シズメ、ヒザタテの２名のアー
ティストの特殊な行動によるところが大きい。

社宅では、展示公開する際の来場者の安全性ではなく「制作中のアーティストの安全」を考慮して、という珍しい理由で使用願い
は断られた。しかし、渡良瀬社宅については大筋で使用願いの通りに許可が下り、また渡良瀬共同浴場の使用も認められた。
260 足尾銅山を世界遺産に推進する運動（足尾銅山の世界遺産登録を推進する会）があり、表面上で古河は協力姿勢をとりつつ、
実際は本山製錬所や通洞選鉱所などの公開の制限や、それらの世界遺産登録案件からはずすなどの牽制を図った。またこの運
動は２００９年に暫定リスト登録を逃したことで、事実上、足尾の世界遺産登録の可能性は潰えたが、今日でも活動は持続されて
いる。
261 国登録有形文化財となっている掛水倶楽部（足尾町掛水）に隣接する掛水社宅のうち、一部は資料館に活用、渡良瀬社宅の
公開以前から一般公開されている。ただし掛水社宅は、管理職以上の役職にある銅山関係者の住む住宅であったため、一般坑
夫の住宅が、一般に向け公式に公開されたのは、渡良瀬社宅が初めてとされる。
262 世界遺産に向けての運動では、鉱山住宅は対象とされていなかった。
263 ２００７年以降、古河は掛水社宅（役員住宅）を外部に向けて公開する機会を設けるといった、積極的な姿勢も見せている。
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図 61 夏の渡良瀬社宅
（撮影：ヒザタテ、２００７年８月）

シズメは、前年の２００６年に足尾で制作・展示を行なっていたが、その時点から渡良瀬住宅に目を付
けて264いた。またヒザタテは、渡良瀬社宅以外にも、当初は深沢共同浴場（図６２）自体を美術作品の展
示場所として使えないか、と目論んでいた。２名のアーティスト
．�．�
．�．�
は半ば意図的に、しかし奇跡 と称されることなど知らずにそれ
を行なってしまったのである。
ヒザタテは「最初は何の建物だろう、って、共同浴場なんて
知らなかったんだけど、（住民への聞き込み調査で）共同浴場
の管理人さんと知り合って、WAP のことをいろいろ説明してい
たら『足尾のどこに泊まってるの？』265って聞かれて。それでふ
．�．�．�．�．�
と思いついて、赤倉（旧マルサン食堂）にお風呂がないって話
をしたら、『それじゃあ大変でしょ？』って、管理人さんが古河
にすぐに連絡をとってくれた」266と話す。
シズメは「ヒザタテから古河に会いに行くっていう連絡をもら
図 62 深沢共同浴場を使うアーティスト

って、お風呂（共同浴場）が使える（かもしれない）なら、社宅は

（撮影：２０１０年６月）

どうだろう」と、思ったと話す。

また２名は口を揃えて、「マトバくんやミナガワくん（などの男）が『お風呂がなくて不便』って言っても、
そんなの（夏であれば）川（渡良瀬川）にでも入ってればいいでしょ、ってレベルだと思う。だから、（古河

ただし、２００７年の渡良瀬社宅使用時まで、シズメは鉱山住宅という存在は知らなかった。
WAP のアーティストの多くは、初期（２００６〜２００８年頃まで）は、たびたび滞在（宿泊）場所がどこにあるのかを、地域住民か
ら聞かれた。なお、足尾の町なかで営業している宿泊施設は１軒しかない。２００９年以降、WAP が足尾に浸透するにあたって、こ
うした質問は減り、住民には、WAP＝赤倉にいる、といった認識がなされるようになった。
266 本項中の「」内は、すべてシズメおよびヒザタテによる２００７年４月から８月中のもの（聞き取り：ミナガワ）。
264
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との交渉には）私たちが適任」だったと言う。
露骨に意図されたものではないが、古河の WAP に対してのファースト・インプレッション、また WAP
から古河へのファースト・コンタクトは、アーティストを志す若い女子学生267たち、であった。しかしシズメ
は「私たちだけじゃ、古河に不安がられて（交渉が）うまくいかないと思ったから、いちおう『男の子もいま
す』って伝えて、だから最後（の古河との交渉）は、ミナガワくんかマトバくんに責任者になってもらいたい
と思った」268と話す。
共同浴場の利用は、シズメ、ヒザタテなどの現実的な要望でありながら、鉱山住宅を獲得するための
一種の口実にもなり、渡良瀬社宅の獲得へと WAP を導いた。銅山による害悪だけではない、その功績
も含めた正負両側面を持つ足尾という場に魅力を感じているからこそ、足尾で社宅を使うという、地域に
．�．�．�．�
．�．�．�
おける社会的意味性を嗅覚的に 認識してもいた。だからこそ、露骨なものではなく、偶然に 発生した戦
略であるが、足尾における自分たちの姿―余所者、若者、女性―といった、本来、地域社会での信用を
得にくい立場や外見（図６３）を逆に利用し、古河と交渉を進めたのだ。
また、共同浴場の利用は、一般論と等しく、地域住民との裸の付き合いの場でもあり、WAP における
地域住民との重要な交流の場となった。後に、この共同浴場での交流を通じて、WAP は南橋社宅の獲
得にも成功している。

図 63 荷 物 を 持 っ て 歩 く ア ー テ ィ ス ト た ち
（ヒザタテ、アカサカ、ハヤシ）
制作道具など巨大な荷物を持って歩き回るア
ーティストたちの姿は当初は特異なものであっ
たが、今は足尾では定番化している。このよう
な姿もまた、かつての足尾銅山の若者たちを
彷彿とさせるのかもしれない。
（撮影：２００７年９月）

東京都に生まれ育ったシズメは、「足尾銅山って言うと教科書の中のできごと。だから、あんまりリアリ
．�．�
ティはなかったんだけど、実際に足尾に来たら何かすごいな、って。どうやってこの場所で生活してるん
だろう、って思った。私の（これまでの）生活とは全然違う場所で。だから鉱毒事件とかへの興味より、（鉱

２００７年の時点では、シズメ、ヒザタテともに、東京藝術大学大学院修士課程に在籍。
最初の古河との交渉はヒザタテが行い、２回目はシズメとヒザタテ、最終的な交渉と賃貸借契約の席に赴いたのは、シズメとミ
ナガワの２名である。

267
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毒事件のような社会的な負を背負った地域に）住んでる人の日常の方に引き寄せられちゃう」 269 と話
す。
また、岩手県の山間部に生まれ育ったヒザタテは、「足尾が過疎とか公害でどうしようって言うなら、
（足尾よりも過疎化が進行している）うちの地元はどうなるの？ って思う。でもどっちだって、人が暮らし
ていることに変わりはないし、むしろ足尾は東京より地元に近い感覚」と話す。
２名のアーティストの間で、足尾に対する心理は異なる。しかし共通して、足尾の生活、日常を見つめ
．�．�．�
ようとする視点が存在する。その中で、住民たちの些細な心理の変化や、生活にまつわる機微を嗅ぎ分
．� ．�．�
け、偶然―渡良瀬社宅＝足尾の社会性―を必然へと替えたのだ。

5.４.５ 《渡良瀬 Camping Train》 ２００６〜２００８ — 	
 主体の協働・共有
活動を開始した２００６年から２００８年までを WAP の初期段階とすれば、この初期を特徴づける企
画・作品として《渡良瀬 Camping Train》が挙げられる。２００６年当時は「桐生再演」特別企画でもあっ
たため、反発というよりむしろ「桐生再演」にはないものをつくることで「桐生再演」の裾野を広げていく、
ということも考えられていた。
「桐生再演」が概して場との対話により静謐な作品空間を構築するならば、WAP は新たな土地で人と
の関係性を構築する、という点を、すでに注視していた。その中で来場者の目線になって「桐生再演」を
捉え直してみたとき、「桐生再演」は、桐生市内の広範囲に作品の展示される会場が点在し、また公共
交通の利便性も悪いことから、車でなければすべての会場を効率よく鑑賞して回ることは不可能である、
という、当たり前のような事実を発見する。そこにさらに、足尾など桐生市以外の地域にまで範囲が及ぶ
ことで、「桐生再演」という名目がブレてしまっていたこともある270。 桐生から足尾まで、４４.１km の距離
があり、また「わたらせ渓谷鐵道」との協力関係上、来場者には極力「わたらせ渓谷鐵道」を使って欲し
いという思いも混在し、桐生から出発し足尾を目的地とするための方法が必要であった。言い換えるな
らば〈足尾デスティネーション計画〉である。
《渡良瀬 Camping Train》は、足尾駅に放置されていた２両の廃車両のキハ３０・３５型（図６４）271を、
来場者の宿泊施設として再活用したもので、形態を変え規模を発展させ、２００６年―２００７年はマトバ、
ミナガワをリーダーに、２００８年はヒザタテをディレクター、設営および運営のリーダーにミナガワを、と、

シズメ、２００７年６月。
この指摘は、「桐生再演」の看板が足尾に立てられる際、シズメやタナカなど、足尾で展示を行うアーティストが「ここは桐生市
じゃない」と難色を示したことにも表されている（２００６年８月）。
271 キハ３０号とキハ３５号の２車両。もとは JR 八高線の車両であったが、鉄道マニアであった足尾の一般住民が廃車となった２車
両を購入、後に足尾町へ譲渡された。２００６年から足尾町は日光市に合併したため、所有も日光市へと移る。なお、足尾駅に“放
置”されていると言うのは、足尾駅はわたらせ渓谷鐵道の所有の土地・物件でありながら、正式な土地の貸借が行なわれずに、車
両を設置しているという状況のためで、こうした状況が問題とはなっていないことが、わたらせ渓谷鐵道と古河、そして足尾町との
関係を表している。この２車両は足尾町にとって無用の長物であり、またわたらせ渓谷鐵道としても利用価値を見出されていなか
った。が、２００６年に、WAP により初めて活用、以降、足尾町民らに物産市などのイベント会場として使用され始めた。
269
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年度毎にプロジェクトチーム 272をつくり３年間行なわれた企画である。プロジェクトチームは、２００６年の
開始当初は WAP 参加アーティストのみであったが、２００８年までに複数人の地域住民が自主的に集ま
るようになり、地域住民とアーティストとの協働プロジェクトという方向性を決定づけた。

図 64 廃車両 キハ３０・３５型
（撮影：フルサト、２００７年８月）

アーティストが足尾に滞在する、ということは、町に住むことの擬似的な行為として捉えられた。住むこ
との疑似体験は、町の日常にも触れ得ることができる。来場者の宿泊場所のほか、アーティストが滞在
の中で体験した、泊まる（≒住む）という行為から派生したさまざまなものごとを来場者が追体験する場と
して、足尾を見て足尾を知る場として構想していた。２００８年にはこれらの構想・計画をほぼ完全な形と
し、客室（宿舎）として廃車両内だけでなく隣接する駅倉庫（旧荷捌場）を使用してのカフェやバーを展
開（図６５）、入浴には地域の共同浴場（渡良瀬共同浴場、向原共同浴場）を利用し、また昼夜ゲリラ的
に演奏273や舞踏274などのパフォーマンスも繰り広げられた。
《渡良瀬 Camping Train》の来場者（宿泊客）は、WAP そのものの来場者とは若干異なる。WAP の
来場者は、主として展示作品を見ることを目的に訪れているのに対し、《渡良瀬 Camping Train》の宿
泊客は、足尾には宿泊施設が乏しいことから、既存の宿泊施設の代替として、また客室に用いた廃車
両のマニア的価値から鉄道オタクが、足尾銅山の施設群を夜間に写真など撮りに行くためのベースキ
ャンプなど、美術鑑賞以外の目的で宿泊するケースが多かった。東京近郊や関西、九州、また最も遠く
ではオーストラリアからの外国人も訪れ、本来の彼らの目的に付随して展示作品・会場なども見に行くこ
とになった。また、特に２００８年の夜間のバー営業には、地域住民も足繁く通い、近隣の掛水社宅に住
む古河の社員、わたらせ渓谷鐵道職員のプライベートでの利用もあった。

渡良瀬 Camping Train のプロジェクトメンバーは、２００６年には他の WAP 参加アーティスト、２００７年には女子美術大学の
学生有志、２００８年はヒザタテの他、モチダ、タムラが専属のスタッフとなり、またタクヤ（５.５.３で後述）も参加、この他に公募により
集められたスタッフなどでミナガワを企画における代表・責任者とした。なお、２００７〜２００８年における WAP への地域住民の参
加の多くは、渡良瀬 Camping Train におけるプロジェクトメンバーであった。
273 演奏はウエジなど音楽の分野で活動するアーティストのほか、地域住民による民謡山形会が足尾石刀節を唄うなどした。
274 ２００８年に『鐵道舞踏ハナノハラハラ』にゲストとして招かれた天空揺籃（代表：吉本大輔）が自主的にゲリラ公演を行なった。
272
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図 65 《渡良瀬 Camping Train》
２００８年 ミクストメディア / 体験型インスタレーション
※正式には、２００８年のプロジェクト名は「渡良瀬 Camping Train ＋Cafe」） （撮影：カトウ）

足尾では、銅山経営者の古河と鉱夫として雇われていた足尾の人々との間に、依然として明確なヒエ
ラルキーが存在する。また古河や一部の労働者と、足尾に住むが銅山労働者ではない商店主などとの
間には、政治的イデオロギー275の対立もあった。《渡良瀬 Camping Train》は、WAP という余所者たち
が創りあげた、ヒエラルキーやイデオロギーを水平化し、地域の内外、日常と非日常の交点となった。足
尾において WAP の存在を強力に印象づけ、後の住民理解を広げていく大きな要因となった。
《渡良瀬 Camping Train》の協働性は、あるプロジェクトを異分野の人々がセクションごとの分業を行
う、といったものではなく、主体性のレベルから協働したのである。特に２００８年は、客室やカフェ・バー
の設営計画に、設計図が存在していなかった。あるのはヒザタテ個人の作品として設置する予定の廃車
両上部の設計ドローイング（図６６）だけであった。しかしヒザタテのこの作品のイメージである「空から家
が落ちて来て、乗っかっちゃってる」が、プロジェクトチーム内で共有され、適当に持ち込まれた資材を、
ひとつの場の中でプロジェクトチームに参加したメンバーそれぞれが自律的に、かつメンバー相互のま
るでアイコンタクトのような瞬間的な意思疎通で、実質７日間程度の短い設営期間で《渡良瀬 Camping

足尾では、労働者の生活保障は充実していたものの、古河により形作られたために行政による生活などの社会保障は薄く、ま
た銅山労働組合が足尾の市場経済を握っていたため、商店主などに自由競争の機会が少なかった。そのことから、現在でも商店
主には古河や労働組合を嫌悪するケースが見られる。
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Train》（２００８年度）は足尾駅に突如として出現した。
この設営に参加した地域住民の H.T 氏は、この体験を「すごく刺激的だった」と振り返る。「ヒザさん
（ヒザタテの愛称）が単管を組んでて、それを見ながら、ミナガワくんがつくったバーカウンターができて
て、それじゃあ、コレとコレをこうやってくっつけてみようかな、とかいろいろ想像しながらやっていった」
276のである。

《渡良瀬 Camping Train》のプロジェクトチーム内で行なわれたイメージの共有は、ある意味で WAP
の発足時に、１２名のアーティストが持っていた〈ズレの共有性〉と重なる。２００８年の《渡良瀬 Camping
Train》のプロジェクトチームでは、スタートこそイメージは同じ（ヒザタテによるドローイング、図６６）であ
っ
たが、そのイメージの行方は参加したひとり
ひとりに委ねられた。よってひとりひとりでは向
かう先のイメー
ジは異なるが、そうした〈ズレの共有〉により、
《渡良瀬 Camping Train》では、メンバーそ
れぞれが主体的かつ自律的に、ひとつの場を
つくりあげることに成功していた。つまり《渡良
瀬 Camping Train》は、ひとつのイメージか
、、
らいくつもの行き先へ向かって発車する、ひと
、
つのプロジェクトであったのだ。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
誰のものであったのか 、といった問いをした
とき、渡良瀬《渡良瀬 Camping Train》に関
．�．�．�．�．�
わった人々は、誰もが一様に自分のもの 、と
思うのである。イメージの共有から生まれた協
働性は、主体の共有へと変化していたのであ
る。
図 66 ヒザタテ 《Camping Train 外観 イメージ

「それまでは慣れ過ぎていた毎日が、
ドローイング》より

彼らが来たことで面白く思えてきた。現
２００８年 紙に鉛筆 ２１×２９.７cm

代美術なんて僕からは程遠いものだっ
たはずなのにね」

H.T 氏、２００９年３月：H.T 氏は以降も《渡良瀬 Camping Train》を振り返ると、同様の発言をしている。再び《渡良瀬
Camping Train》を復活させよう、といった意見も述べている。
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― カメラを構えた彼277はファインダーを覗き込んだままそう言った。
（中略）
彼ら（WAP）の存在によってこの地にも新しい何かが生まれようとしているのを感じる。
（WAP２００８パンフレットより、ウエハラ、２００８年８月）

《渡良瀬 Camping Train》は、アーティストの主観であった地域での体験を、来場者の主観に置き換
えるものでもあった。それらはまた、地域住民の主観、すなわち WAP およびアーティスト、また足尾にお
、、、、、、
ける美術そのものへの客観が、住民との協働により、ひとつの主体として交差される場でもあった。
．�．�
しかし、この協働形態を構築した《渡良瀬 Camping Train》も、２００８年のほぼ完成形をもって終了
する。この理由には、足尾町（日光市）から民間団体278 へと、廃車両の所有者が変わったことにより、こ
れまで無償で使用279できていた廃車両の借用条件も変わる可能性があったことによる。しかし、ミナガワ
は「（これ以上、《渡良瀬 Camping Train》を続けても）後はただ、クオリティが高くなっていくだけで、プ
ロジェクトとしての意味は進化しない」280とし、継続を行なわなかった。価値あるプロジェクトを継続により
固定化するのではなく、固定化されない変化の継続を価値としていくことを選んだのである。これは
．�．�．� ．�．�．�．�．�．�．�
WAP の基本スタンスが明確化されたことでもあった。

5.４.６ 恋するキューティープリンセス — 主体の反転
２００９年、しばらく桐生市を離れていた WAP が、再び桐生へと戻る。２００６年から２００８年に行なわ
れた《渡良瀬 Camping Train》が初期段階での理想的な形態に近づいたことで、かえって WAP として
アートプロジェクトの型も固定化され始めてきたことが懸念され、大きな変化を行なう必要があった。
２００７年に WAP スタッフとして参加、２００８年から代表を務めたウエハラは、２００７年と２００８年の
WAP への参加を「私にとっては、楽しい夏休み、終わらない夏休みって感じだった」281と述べる。実際
に、２００６年から２００８年は、年に１回の公開期間で、アーティストが活動するのは７月から９月が主であ
り、夏の風物詩と化した WAP を変化させようとしたのだ。
この選択により、WAP は、これまで遠ざかってきた桐生へと舞い戻ることとなった。２００９年５月に、桐
生・大間々 282といった、「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域の都市部のみを対象に、これまで鉄道、渡良瀬
、、
川、山の景色…といったキーワードに占められていた WAP に、都市、というキーワードを加えたのだ。

U.A 氏を指す。
２００９年に NPO 法人足尾歴史館が日光市から買収、塗装などを修復した。
279 WAP が非営利であることと、そもそも、廃車両が賃貸借を前提とした物件ではなかったため、足尾町（日光市）は無償で WAP
に提供していた（日光市の後援を条件に、廃車両の使用料を全額減免というかたちであった）。
280 ミナガワ、２００９年１月。
281 ウエハラ、２００９年１０月。
282 「WATARASE Art Project ２００９ KIRYU/OHMAMA」 ２００９年５月１日〜５月１０日
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図 67 桐生の街並：末広通り
（撮影：２００９年４月）

この桐生でのプロジェクトにおいて特筆すべき作品は、地域の固有性へとアプローチを行なった、桐
生のコミュニティ FM（エフエム桐生）にて、３日連続全３話283で放送された《ラヂオドラマ「さんもる」—恋
するキューティープリンセス》（以下『さんもる』284と略）である。
桐生の人々からは、もはや桐生の枕詞のように、過去の隆盛に比べて今の桐生の町は廃れた、とい
った話が出る。しかし（それは足尾でも同様であったが）WAP のアーティストたちは、過去の繁栄した町
を知らない。現在の桐生の町の状態（図６７）を、そのまま受け入れるしかないのだ。そしてそこで、やは
、、
り桐生は都市、という結論に達する。
『さんもる』をウエハラとともに共同企画したミナガワは、「固有性ではなく、没個性的に画一化された
地域像の中に、地方都市の普遍性を見出す」285 ことをコンセプトとした。
桐生市の近郊にいくつか点在する大型ショッピングモール、幹線道路（国道５０号）沿いに並ぶファー
ストフード店やファミリーレストラン、カラオケボックス、そしてコンビニエンスストア、スーパーや服飾店。
モータリゼーションの進む北関東では、これら幹線道路沿いのチェーン系店舗に、駐車場の乏しい商
店街からは客足が遠のき、かつて駅（そのさらに昔は宿場）を中心に栄えた地域の固有性は失われた。
特に桐生では、現在は衰退した織物産業も、失われつつある固有性として加わる。どこにでもあるチェ
ーン系店舗は画一的で、そうした店舗のある風景はどの町に行っても存在する。多くの地域の場合、こ
れらは否定的に捉えられるが、もはや地域にとってなくてはならない状態となっているのが現状である。
しかし足尾にはこうしたチェーン系店舗が１軒もなかった286。２００６年から２００８年までの山間部を中
、、
心にした WAP の経験は、桐生（と大間々）にある、こうしたチェーン系店舗が、言わば都市の記号とな
、、
っていた。そしてこうした都市の記号を持つ地域はどこにでもある。つまりチェーン系店舗によりつくられ
た風景は、ある種の普遍性を帯びているのだ。

283
284
285
286

５月４日〜５月６日、１０:００〜１０:４０と１６:００〜１６:４０ 全６回（１日２回）放送。
『さんもる』は作品名でもあり、ウエハラ、モチダ、モンマの３名からなるユニット名でもあった。
ミナガワ、２００９年３月：WAP２００９定例会議にて。
旧足尾町の範囲内では、国道１２２号沿いにコンビニエンスストアのセーブオンがあるのみ。
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こうした背景から、『さんもる』は生まれた。ラジオで流されたドラマは、ミナガワと同じく企画にも携わっ
、、、、
、、、
、、、
たウエハラがうえはらを演じ、他にモチダ287（もちだ）、モンマ288（もんま）の３人を主人公に収録された。
３人は「桐生出身で桐生在住の２０代の“女子”、同じ高校で同じ部活、当時流行ったアニメ『恋するキュ
ーティープリンセス』のファン」という共通した設定に、３人を演じるウエハラ、モチダ、モンマの私的なプ
ロフィールを重ねてキャラクターがつくられた。１話ごとに３人のいずれかの家 289を舞台に、ほぼすべて
アドリブの会話劇が繰広げられた 290。しかしその劇中、桐生らしさを感じさせる固有名詞は一切出て来
ず、かわりに「この前デニーズで」291や「駅の近くのボーリング場で」292といった、チェーン系店舗名や業
種名が、桐生市内で実際にある場所の状況描写を加えて登場するのみ 293である。また、設定上３人が
所属していた高校も「女子校」294と、桐生を表す固有名詞はすべて排除されていた。
つまり、劇中と同じ条件の町はいくらでもあることになるのだが、しかしコミュニティ FM の特性上、ラジ
オのリスナーはほぼ桐生市域に限られ295、『さんもる』を聞くリスナーは桐生と言わなくても、没個性的と
否定されがちなチェーン系店舗から、身近な桐生の風景を想像するのである。

図 68 モンマ 《恋するキューティープリンセス 設定資料》
２００９年 紙に鉛筆、水彩 （各２１×２９.７cm をスキャン、Photoshop で加工）

モチダ：２００７年〜２００９年、WAP 参加。
モンマ：２００６年〜２００９年、WAP 参加。※２００６年はスタッフとして参加。
289 設定上では、第１話のモチダは桐生市宮前町付近の新しいマンション、第２話のウエハラは桐生市堤町の高台の屋上付き戸
建て住宅、第３話のモンマは桐生市東久方町の学生が多く住む古いアパートといった立地が想定されている。
290 ウエハラ、モンマ、モチダの３名をして「放送事故」と言わしめるほど、桐生に何ら脈絡のない話が展開された。
291 桐生市末広町にある「デニーズ 末広町店」がモデル。
292 実在する「桐生スターレーン」をモデルに、モンマとモンマの恋人との架空の出会い話が語られた。
293 実際には一カ所だけ、モチダが「桐生駅の自販機」と発言してしまった箇所があったが、編集でカットしそびれている。
294 群馬県立桐生女子高校が実在する。
295 「WATARASE Art Project ２００９」の来場者などは、桐生市内でカーラジオから聴いていた。
287
288
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また劇中で繰り返し登場する、３人が高校生の頃流行ったアニメ『恋するキューティープリンセス』も、
実際は架空の創作されたもの296である（図６８）。しかし「セーラームーン 297等の美少女戦士、変身モノ
をベースに」 298 「８０年代の（今から思えば）懐かしい感じ」の主題歌まで創作 299される徹底ぶりであっ
た。
、、
『さんもる』は、都市という桐生のイメージから抽出された、地域と自身との共通性、また、出演したウエ
ハラ、モチダ、モンマの世代観からなる共通項をもって、人々が共有する地域像との同化を試みようとし
たのである。
アートプロジェクトやそれらで制作・公開・消費される作品においては、サイトスペシフィックという状況
がアートプロジェクトに蔓延し、地域固有のものごとを題材に、その価値を表出・再評価させることは、も
はやありふれていた。『さんもる』は逆に、地方都市の非固有性に地方都市の普遍性を見出し、逆説的
に固有性を引き出そうとする取り組みであった。そしてまた、余所者（アーティスト）が桐生に見出した、
自らと地域との共通する要素をもって住人を演じることは、アーティストの視線が、ラジオを聞く桐生の
人々が自分たちの町を見る視点へ置き換わる。アーティストの主体は住民の主体へと反転したのだ。

涙なんて１mol300も零れない、私たちの日常の絵空事
（ラヂオドラマ『さんもる』 第３話より）

―と、『さんもる』の最終話は締めくくられた。桐生は織物産業だけの町ではなく、さまざまなものご
、、、、、
、、
とを孕み、桐生というひとつの町を形成している。街の原風景が失われることも、今や都市の日常ではあ
、、、、、、
りふれた構成要素となり、そうしたいくつもの構成要素が集合し、町というひとつの単位となるのだ。そし
て原風景でさえ、誰かがつくった架空の物語ではないのか、との疑問を投げかける。単一の視点で町は
、、、
語れず、町という単位は、『さんもる』の３人から見た桐生も、桐生の人々から見た桐生も含めて、ひとつ
、、
の町（＝桐生）となるのだ。

モンマがスピンオフ的に原画を制作。「WATARASE Art Project ２００９ KIRYU/OHMAMA」において、一部の原画も展
示された。
297 １９９２年３月から１９９３年２月まで放送された、小学生女子を対象にした同名マンガがアニメ化されたもの。１９９３年２月以降
にもたびたび続編が放送され１９９７年２月まで続く（参照：http://sailormoon.channel.or.jp, 最終検索日：２０１３年８月２４日）。
298 日本, WATARASE Art Project 「WATARASE Art Project 活動経過報告ブログ waplog」−［キューティープリンセス］制
服設定資料（２００９年９月１６日、投稿） 〔http://wap.jugem.jp/?eid=１１６４〕（最終検索日：２０１３年８月２４日） ラジオドラマ以後
も、作者のモンマによりスピンオフ的に T シャツ制作などの構想もあった。
299 ウエハラの歌詞に合わせ、モチダの行なった鼻歌からウエジが作・編曲。シンセサイザーによる DTM をベースに、モチダ、モ
ンマ、ウエハラの３名で歌が収録され、劇中ではラジオドラマ自体の主題歌として使われた。
．�．�．�
300 国際単位系（SI）における物質量の単位−１mol＝０.０１２キログラムの炭素１２の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒
子又は要素粒子の集合体（組成が明確にされたものに限る）で構成された系の物質量。（http://kotobank.jp/word/モル より抜
粋） 正確には、ここで用いられた「涙なんて１mol も〜」の表現は、涙の量を表すものではないので誤り。ちなみに『さんもる』は「３
mol」のことで、つまりは、桐生３つ分（主演のウエハラ、モチダ、モンマの３人それぞれの桐生）という意味が込められている。
296
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5.４.７ シンブンシャ — 主体の伝染
２００９年１２月、足尾の商店街（松原地区）にある、一軒の元新聞配達店であった空き店舗（図６９）を
展示・制作会場に利用したエビ301は、その場所をシンブンシャと名付けた302。
エビは染織（染色）技法を用いたワークショップを、住民を対象に展開したが、外部からの来場者のこ
とをほぼ意識しない、完全なコミュニティワークであり、近隣の板金屋 M.A 氏、シンブンシャの向かいの
洋品店の O.J 氏などが、エビの活動やシンブンシャを熱烈に支援していた。
しかし、シンブンシャにおいて最も重要な点は、エビの存在よりも、シンブンシャに半ば自然発生的に
地域の子供たちが集まる状態が生まれたことだ。当初エビのワークショップには、ミナガワの声掛けによ
り、《渡良瀬 Camping Train》の協力者である H.T 氏の娘の K、そして K の同級生で、シンブンシャ向
かいの洋品店店主 O.J 氏の娘の R の２名が集まる程度であったが、R や K が小学校（足尾小学校）で
同級生らにシンブンシャとエビの存在を広めると、一挙に集まる子供の数が増え、まるで地域の学童保
育のような状態303であった。

図 69 シンブンシャ外観
（撮影：２０１２年８月）

エビは、元々はダンサーとして活動していたが、ダンスの中で、舞台の上と舞台の外、踊る側と見る側
といった、主客関係が発生してしまうことに疑念を抱いていた。それはまた、WAP が当初から持ち続け
ていた、余所者と地域の関係にも似たもので、エビ自身も、どのように余所者たる自身が地域に触れる
ことができるのか、といった問題意識があり、また行動原理となっていた。
エビは、その土地の植物で、みんなで１枚の布を染める、という発想で、子供たちや商店街の人々と
染織（染色）のワークショップを行なっていった（図７０）が、次第にそこへ、シンブンシャで染色を行なう
必然性、といった疑問も生じてきた。エビはこの疑問から、子供たちへ「ねえねえ、K ちゃんや R ちゃん

301
302
303

エビ：２００９年〜２０１２年、WAP 参加。※２００９年は夏にスタッフとして参加、秋以降からシンブンシャの活動を始める。
実際にエビがシンブンシャで活動を始めたのは、２００９年度の「WAP２００９ ASHIO−NIKKO」（２０１０年３月）からである。
現在でも、最大で２５名を超える小学生の子供たちが集まる。

136

だったら、シンブンシャをどう使う？」304と質問したのである。

図 70 シンブンシャ内部 − エビの染織ラボ
（撮影：２０１２年９月）

図 71 シンブンシャ 《月見泥棒》
２０１１年 パフォーマンス

エビの質問から、子供たちの意識は変化し、次々とアイデアを出し、《カフェプロジェクト》や《月見泥
棒》（図７１）といったさまざまなプロジェクトを展開していく。シンブンシャの当事者性は関わるものすべて
に広がり、そしてもはやエビの主体性よりも子供たちの主体性の方が大きくなり、シンブンシャは、子供
たちのアイデアをアーティストが実現へ導く、という関係の場となっていた。
O.J 氏はこの状況を「昔（まだ子供がいっぱいいた、自分たちが幼かった頃）みたいに、路地裏から子
供の声がするってのは、何だか懐かしい」 305 と言えば、シンブンシャのある松原地区の他の人々も、
「（過疎化と少子化の進む）足尾に、（今も）こんなに子供がいるって（足尾に住んでいるのに）初めて知
った」と言う。シンブンシャは、足尾という町がかつて持っていた、子供たちによる活気を、もう一度見せ

304
305

エビ、２００９年３月。
O.J 氏、２０１３年１月。
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るための「舞台になっている」306のだ。
しかし、エビ自身は、シンブンシャのすべてを好意的に受け止めているのではなかった。子供たちの
プロジェクトが実現していくさまを、自らの表現活動の一環と捉えていたが、次第に、子供たちのある種
の理不尽さ307に翻弄されるかたちとなり、時おり「私がやりたいことができる場所じゃなくなってきている
気がする」308とした。
エビは当初、染織（染色）を介した人々との交流に意義を置いていたが、例えば、エビ以上に染織
（染色）に情熱を注ぐようになった M.A 氏の存在や、M.A 氏の染める布を縫製し、エプロンやトートバッ
グにするなどを行なう女性たちが現れたことによって、交流の手段でしかなかった染織（染色）に、職人
的気質で研究する意識309が生まれ始めていたのである。エビは M.A 氏を「すごい」「私よりも詳しく（染
織を）研究している」と感嘆し、しかし M.A 氏は「（エビに）聞きたいことがいっぱいある」、「もっと教えても
らいたい」とする、相互に認め合い信頼する意識が生まれていた。
２０１０年から現在も継続しているシンブンシャ、その雑多に散らかった室内には、「こども、おとな、町
の人、外の人、わくわくする気持ちを爆発させたらみんなが表現者だ！！！！！！ わくわくは伝染す
る（、）シンブンシャから世界へ」と、エビの文字が踊る。
エビの主体は、シンブンシャという現場で、さまざまな人々に伝染していったのだ。伝染した主体は、
今日でも、シンブンシャに出入りする誰かしらの行動原理となり、この伝染は続いていく。

足尾の町のところどころで足尾時間で展開する WAP

南橋地区の社宅群では、アーティスト（もスタッフも）不在。
「せっかく暑い中がんばってやってたアレだから寄ってってね」
振り向けばご婦人、手に濡れモップ、エプロンがけ。

訪れる側が、編集し、訪れながら、足尾の日常にいざなわれる、そんな時間。

万人向けとは言いがたいが、地域とアートとの関係とは、本来そうしたものかもしれない。
（中略）

エビは、入口の引き戸を開けると土間があり、一段上がって畳があるシンブンシャの中で、子供たちが自由に「遊んで」いるさ
まを「舞台になっている」と話した（２０１１年８月）。
307 具体的には、シンブンシャの掃除、片付けなど、子供たちの行なったことの後始末をアーティストのエビが行なう、という状態に
もあった。エビは「片付けまでキチンとできるならいいけど」と愚痴めいた発言をすることもあったが、子供たちから見れば、エビもま
た、大人なのに片付けがちゃんとできていない、という認識でもあった。
308 エビ、２０１２年４月。
309 実際にエビは、シンブンシャでの活動や M.A 氏との出会いも起因し、徳島県の藍染工房などへ体験的に弟子入りするなど独
自に研鑽を積んでいた。
306

138

松原地区のシンブンシャで作品化された部屋から少女が出て来た。留守番なのだと言う。
足尾の少女は、ふたたび部屋に。宿題を再開した。
作品と作品ではないものとの境界、アーティストとアーティストではない人との境界、
そんなもの本来どうでも良いのではないか、と、
（山田耕司 『ワタラセアートプロジェクト、開催中。』310）

シンブンシャの伝染は、関わるアーティストや子供たち、地域の人々といった当事者だけのものでは
ない。万人に向けたものとはまだ言い難いが、シンブンシャを訪れる鑑賞者にもまた、主体は伝染する。
シンブンシャを訪れることで「編集」を強いられる。しかしその「編集」によっていつの間にか、鑑賞者でさ
え当事者であることに気付かされるのだ。シンブンシャで表されたことは、シンブンシャの特性でもあり、
しかし WAP が本質的に持っているいくつかの特性が、たまたまシンブンシャへと集合し表出しているの
だ。

5.４.８ アイドル化するアーティスト — 主体の投影
WAP でアーティストたちがつくった作品（プロジェクト）や活動の中には、これまで挙げてきた通り、地
域住民の協働を促し、またアーティストの〈作品をつくる〉という主体性が、地域住民を、鑑賞する―作品
に対しての客体―から、作品を（共に）つくる主体へと変化させてきた。プロジェクトは主体のプラットフォ
ームとなったのだ。
プラットフォーム化を促したのは、もちろんアーティストの行動に起因する場合が多いが、しかし、シン
ブンシャのエビのように、当初からプラットフォームを意識されたものもあれば、《渡良瀬 Camping
、、、、、、、
Train》のように、結果としてプラットフォームとなってしまったものもある。シンブンシャでのエビが、自ら
の主体と子供たちの主体の衝突というジレンマを抱えているように、プロジェクトがプラットフォーム化す
ることばかりが、理想とは限らない。《渡良瀬 Camping Train》は、プラットフォームとして成立した瞬間
にプロジェクトを終了させたが、シンブンシャはプラットフォームとなることのジレンマ、つまり主体、場の
イニシアティブを握る者が乱立した状態を許容する必要が生じているのだ。しかし、このプラットフォーム
、、、、、．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
となっていくことは、今日の、現段階でのアートプロジェクト論としては、ひとつの理想型でもある。
芸術社会学・文化社会学を専門とする社会学者の吉澤弥生は、「各地で行なわれているアートプロジ
ェクトがこうした問い（「なぜこの場所、なぜこの人々か」）と真摯に取り組んでいないとすれば、地域に入
り込んで多様な人々と関わる分だけ、そこに残すであろう爪痕は野外彫刻（パブリックアート）の比では

山田耕司「大風呂敷出版局だより そりゃ、山田耕司だ。」−ワタラセアートプロジェクト、開催中。（２０１０年９月３０日）
〔http://pub.ooburoshiki.com/?eid=４２３〕（最終検索日：２０１３年８月２４日）
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ない。それはアートをかたった詐欺に等しい」311と、アートプロジェクトが場所性、地域性、コミュニティ性
と乖離することで生み出しかねない、暴力性の存在を指摘する。そして吉澤は「まちなかのアートプロジ
ェクト（の）、（中略）その芸術創造のプロセスは、多様な価値の存在を示すだけでなく、従来の組織形態
だけでは実現しなかったようなさまざまな世代・立場・考え方の人たちのつながりをつくるという、新しい
公共性のかたちをも示していることだ。これは（中略）市民自らが選択できる開かれた参加の機会であり、
まさにこれからの時代に必要な機能である」 312とする。言い換えるならば、これはアートプロジェクトが、
地域住民とアーティスト、そして願わくば来場者も含めた、多様な人々のプラットフォームとなることを理
想に掲げているのだ。
、
ウエハラは WAP を代表し「私たちは真摯に傲慢であったと思う」313としている。ウエハラのこの言葉を
意訳すれば、WAP（のアーティストたち）は、それぞれがつくりたいと思う作品に対して非常にストレート
な欲求を持ち、なぜこの場所、なぜこの人々か、という問い
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
に対して真摯な作品をつくることに傲慢であったのである。
また、「桐生再演」の経験や、VS.のように、WAP の根底
には、地域と美術の関係への懐疑的な視点がある。つまり
地域で美術を行なうことに対して必ずしも肯定的とは言え
ず、また地域における美術の社会的価値を、美術そのもの
を善しとする性善説的態度ではなく、むしろ性悪説的な、
美術という毒をもって地域の毒を制す、といった考え方があ
った。
先にプラットフォームの要因をアーティストの行動、とした
が、多くの人々の協働を実現させたアーティストたちは、そ
れぞれに、半ば地域住民にとってのアイドルと化していた。
シンブンシャでのエビも、大人子供、誰からもエビちゃん、
と愛称で呼ばれる。子供たちはエビが足尾に来る日を、首
図 72 ニシカワの制作を手伝う U.A 氏

を長くして待ち、実際にエビが来たとなれば、普段はシンブ
（撮影：２００９年１０月）

ンシャに寄り付かない男子小学生314もこぞって集まる。
シンブンシャと同じ松原地区で、足尾銅山元通洞地区労働組合事務所を制作・展示会場として使い、
内装をすべてリノベーションしたニシカワは、女性アーティストでありながら少年のような容姿で親しまれ、
足尾の人々を次々に魅了していった。ニシカワが大工道具を持って来ずに途方に暮れている姿を見せ

吉澤弥生 『芸術は社会を変えるか？ 文化生産の社会学からの接近』 青弓社, ２０１１年, p.１４８
吉澤弥生 『芸術は社会を変えるか？ 文化生産の社会学からの接近』 青弓社, ２０１１年, p.１５３
313 ウエハラ、２００９年２月（ウエハラへのインタビュー映像より）。
314 シンブンシャでは通常、女子小学生が多く集まり、男子たちにはやや入りづらい雰囲気となっていた。しかし「自分であればシ
ンブンシャでこういうことを行なう」と、男子にもアイデアや意見を持っているものは少なくない。
311
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れば、付近の住民が道具を届ける。寒さに凍えながら夜間に作業をしていればストーブが、休憩と称し
てコーヒーも差し入れされる。さらに展示会場の所有者であった N 氏からは娘のように可愛がられ、ニシ
カワが足尾で制作する際は自宅の空き部屋に泊めさせるなどしていた（図７２）。また、シンブンシャが K
や R といった女子小学生の集まる場とすれば、ニシカワの周囲には小・中学生の男子が集まる、という
現象もあった。
ニシカワはまさに〈足尾町民的アイドル〉となったのである。しかしアイドルと化すアーティストたちは、
容姿ゆえにアイドルと化しているのではなく、むしろ足尾では「化粧もしないし作業着姿で平気で町を歩
いている」315。 こうしたアーティストに概ね共通しているのは、自らの手で制作現場の補修・改修を行い、
現地で資材の調達も行う、可能な限り「自分の手で作品をつくりたい」といった姿勢がある。しかし孤軍
奮闘する姿を見れば地域住民が手助けに表れ、結果として、アーティストはアイドルと化し、その作品は
地域住民との協働プロジェクトへと移行していくのだ。
足尾において、WAP のアーティストたちはかつての足尾銅山坑夫の姿を再演している、とも考えられ
．�．�．�．�
る。男女を問わず、余所から来たアーティストたちが（およそマッチョには見えない 316のに）行なおうとす
．�．�．�．�
るマッチョな行為317に、労働者の町の人々は惹き付けられる。ニシカワやエビといったアーティストがア
イドルと化すさまは、彼女たちの行動や姿へと、地域の人々が自らの主体を投影しているのである。

5.４.９ PARADE（パレード）
２０１２年で WAP は、活動の開始から７年目を迎えた。その間、ゼロ年代と呼ばれる２０００年〜２０１０
年を経て、アートプロジェクトも１.０から２.０が台頭するようになってきていた。「桐生再演」からの流れを
汲めば、WAP はアーティストの自己発信的なアートプロジェクト１.０の条件を持っていたが、地域との関
わり方はアートプロジェクトが地域の社会的価値に変換される２.０的なものであった。こうしたことに自覚
的に、かつ今日の社会状況に対して確信犯的に、２０１２年、「PARADE（パレード）」と題されたプロジ
ェクトが行なわれた。やや長いが、「PARADE」展の公式ガイドにミナガワが記した文章を引用したい。

最初 私たちは ほんの遠足にでも行 318くような軽い気持ちで、しかし大げさなほどに時代
の爪痕が残された【その土地】を訪れました。
時代・格差・都市・郊外・過疎・災害・汚染 — 今日におけるあらゆる問題の相似形を、【そ
の土地】は実に１００年以上も前から経験していました。

H.N 氏、２０１３年１月。
オシャレな服やサンダル履きといった「山登りに行くにはあまりにも軽装な出で立ちの若い子らが、山登りに行くみたいな大き
なリュックを背負って歩いている」（H.T 氏）姿がしばしば目撃され、足尾では WAP のアーティストのアイコンとなっている。
317 建物の補修改修といった作業、町なかの移動が徒歩や自転車であるといった、直接、肉体的な行為から、心理的に「自分の
やりたいことは全部自分で行なう」といった、自己、個人の能力に確信的な態度も含める。
318 ２０１２年の準備段階の２０１１年に行なわれた、アーティストの滞在制作の様子をオープンスタジオとして公開した「イクスカー
ジョン（遠足）/それから」を示唆する。また、WAP の発足当初、強烈なモチベーションを持っているわけではなかったことを表す。
315
316
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本展は ２０１１年からアーティスト・イン・レジデンス319 を行い、約５０組のアーティストが わ
たらせ渓谷鐵道の沿線各地域でリサーチやフィールドワーク、作品制作を行ってきましたが、
本展へと至る過程の中では、私たちをとりまく社会環境にさまざまな変化がありました。
２０１１年３月１１日の東日本大震災は、私たちに おそらく戦後日本史上 最大とも呼べる
転換を迫るものでした。しかしながら、【その土地】におけるその転換は、私たちにようやく、【そ
の土地】が 今日からの「その後」の風景であることを気付かせました。
ただの地方都市や田舎町、そんな雑な区分けのど真ん中にあるような景色が、来たるべきミ
ライの形であることを、この時代に起きているできごとが【その土地】から始まり【その土地】を過
ぎ いま再び【その土地】へと往還してきたことを表しています。

本展は “PARADE（パレード）” のタイトルのもと、そうした幾多の事象を巻き込みつつ、私
たちが向かうべき方角を目指し進みます。
しかし本展は すべてに向けて開かれた「アートフェスティバル」ではありません。それは内
向的なアーティストが内声的な作品を見せている、という意味ではなく、アーティストたちは彼
らでなければ省りみることのなかったさまざまな場に、再び もしくは 新たに 価値を与えまし
た。
例えば 入るのをはばかられられそうな細く密集した路地、誰かのプライベートが置き去りに
され忘れられた家、人々の営みが強烈に匂い立つ集落群 — 開かれることなくそこに在り、ゆ
るやかに【その土地】の時間のなかに没しようとしているそうした場が、本展における展示会場
の大半を占めています。
訪れる者を「部外者」に陥れるそうした場に アーティストたちは入りこんで行き、彼らはそこ
に居る（もしくは在る）誰かと内密な関係を結びました。

暗黙の了解に 自然と入ること、寧ろ 入ってしまっていたこと。
扉を開くのではなく、少しだけ「開かれている」窓を探すこと。
陽のあたる川向こうへと、かろうじて渡れる浅瀬を見つけること。

なぜ、すべてを知っているはずの【その土地】が、これまでの歴史や時代と今日の転換―幾
多の事象とその事実を、声高に叫ぶのではなくただ佇み眺める側にあったのか、その理由が
彼らと誰かの内密な関係の深淵にそっと置かれ、あなたが【此処】へと渡るのを待っています。
深淵に流れる “ひとつづきとなった物語” は 【わたらせ】という場に在りながらも、いつの間
２０１１年の WAP は２０１２年への準備期間として滞在制作のみを行い、一般に向けてはオープンスタジオのみを行なった。こ
れを東日本大震災の影響と思われることが多かったが、震災以前の２０１０年から既に計画されたスケジュールであった。
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にか もうそこだけのものではなくなり、世界を視る・知るための “ものさし” となります。

いよいよ “パレード” がやってくる。 すべてを迎えに、すべてを奪いに。

少しだけ開けられている扉の内へと入るとき、断絶の淵を渡る術を得るそのとき、
私もあなたも彼らであっても、等しく “列伍” の先頭に立つ。
（初出：WAP２０１２ PARADE 公式ガイド 冒頭文より）

この文章が掲載された WAP２０１２「PARADE」の公式ガイドブックは、公式ガイドであり、アカモト320
の写真作品を掲載する媒体 321でもあった。また、このガイドブックの表紙には、ミナガワにより意図され
「“渡り”のための方法論（Methodology of passing）」との言葉が記載される。そして見開きに「わたらせ
渓谷鐵道」のほぼ中間、花輪にある渡良瀬川にかかる橋を「わたらせ渓谷鐵道」の車窓から撮った写真
《ototoi/一昨日》（図７３）が、象徴的に使われた。
パレードとは、メインストリートを進む正史の比喩である。そして、WAP（とアーティストたち）をも意味
する、二重のメタファーである。またパレードの進む道は、社会、歴史や時代の流れであり、「わたらせ渓
谷鐵道」でもあり、また渡良瀬川でもあり、幾つもの事柄が道に喩えられる。

図 73 アカモト 《ototoi / 一昨日》より
２０１２年 写真（葉枚機で紙に印刷） ４０.６×5４.5cm

アカモト：２００８年〜２００９年、２０１１年〜２０１２年、WAP 参加。※２００８年は《渡良瀬 CampingTrain》のスタッフとして参
加。
321 アカモトには作品の展示会場がなく、公式ガイドブックを作品ための媒体と位置づけ、参加アーティストに数えられた。
320
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「わたらせ渓谷鐵道」の沿線地域はかつて近代史のメインストリートを歩んでいたが、次第にサイドへ
と外れていった。美術も社会においてのサイドという状況であれば、「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域でも
（あくまで）WAP はサイドに過ぎない。WAP が地域における社会的価値を得たとしても、それは地方都
市という、社会全体の辺縁での価値に過ぎないがゆえに、メインストリートを歩むことはできなかった。
WAP は「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域の中で、アーティストと地域の協働、文化の創造といった社会
的価値を持ちつつ、また地域そのものの価値を、「この時代に起きているできごとが【その土地】（わたら
せ渓谷鐵道沿線地域）から始ま」ったと、普遍的価値（近代史の発端へ遡ること）へ向けられた。こうして
サイドにあった WAP も地域も、メインストリートを流れるパレードと「ひとつづき」となったのである。
しかし、パレードは「すべてを迎えに」と、価値の創造、主／副（客）の関係の統合を図りながらも、「す
べてを奪いに」もやってくるのである。
ひとつの方向へと向かった近代史の負たる要素が足尾にある。足尾銅山鉱毒事件が今日における
公害や環境問題の原点となったことに近代史の負は代表されるが、しかし労働と産業の構造的変化に
よる地域の疲弊は、桐生や大間々、そして多くの地方都市で普遍的に語られる問題でもある。そして今
日もまた、東日本大震災を経験したことで、何かひとつに向かってものごとが突き進んでいくことの危険
性を再認識する。ゆえに、パレードに加わり一方向に向かって進むことは「すべてを奪」いもするのだ。
時代は何度も繰りかえす。そのさまが「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域に縮図的に描かれていることを
WAP は示唆する。この地域を結ぶ道たる渡良瀬川に架かる橋を、行きつ、渡りつするように。また川の
上流から下流、下流から上流へと、WAP は美術と社会の隔たりを渡りつつ、時代や社会の流れにどう
自らを位置づけるのか、と逡巡してきた。「わたらせ渓谷鐵道」沿線地域のほぼ中間の花輪で、また渡良
瀬川を渡る橋を、そして「わたらせ渓谷鐵道」の車内から窓の外へ向けて、と、いくつもの境界を越えよう
とする瞬間を捉えたアカモトの写真は、７年をかけて WAP が見つけ出した、アートプロジェクトとしての
意義をもっとも表すものであった。

5章５節 “渡り”のための方 法論

5.５.１ 統合された主体の支配者
２００９年から２０１０年、WAP をフィールドワークの対象に、社会学者という立場で観察を行なった髙
橋かおりは、WAP を「AP（アートプロジェクト）のサブカルチャー」322と捉える。これは、WAP が既存のア
ートプロジェクトの枠に収まることを拒む「敢えて空気を読」323まない態度にある。髙橋は WAP のこの態

髙橋かおり『若手芸術家の〈生産〉−−アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』 早稲田大学大学院文学部人文科学専
攻 修士論文, ２０１１年, p.１７７
323 WATARASE Art Project 「WATARASE Art Project 活動経過報告ブログ waplog」 〔http://wap.jugem.jp〕 （最終検
322
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度を、「過激な言葉や挑発的な表現を用いるのは、そのようにして他者の注意を引くことで何とかして閉
ざされた地域や関係での出会いや対話の場所に入り込もうとする意図もあろう。単に押し付けるのでは
なく、上手く摩擦を起こそうとしている」324とする。
また WAP のアーティストの地域との関わりを「（一過性的な）イベントでも永住でもない、第三の『滞
在』する存在」325とし、「WAP を通じて（アーティストどうしで）形成されたネットワークは WAP に参加する
ことだけでなく、WAP の活動から離れたあとも機能する人間関係として、芸術家たちの財産になる」326と
述べる。またこれに加え、《渡良瀬 Camping Train》や、２０１１年からのシンブンシャでのエビ（５.４.７, p.
１３６〜１３９）、またニシカワ（５.４.８, p.１３９〜１４１）などの活動により、地域住民とアーティストの間にも
ネットワークが形成されていった。
しかし、WAP のネットワークは必ずしも財産となることばかりではない。
２００６年に WAP 発足に関わったメンバーは、そもそも WAP というアートプロジェクトの強固な組織化
には抵抗があった。ゆえにリーダー不在というアーティスト・ネットワークとなり、誰の主体であっても容易
に投影することのできるアートプロジェクトであった。しかし裏を返せば、アートプロジェクトとしての社会
．�．�．�
的責任については、誰もが責任者にはなりたがらないといった心理が、誰にもあったのだ。
ハヤマ327は、発足時のメンバーたちの、アートプロジェクトの運営に対する水平性は非組織的である
と指摘328し、より効率的な運営を望んでいた。ハヤマが望んだものは、プロジェクトの運営、現地での（フ
ィールドワークなど予備的な）活動、アーティストの制作といった、WAP が混在させながら段階的に行な
ってきたプロセスを、分野ごとにスペシャリストを選定し分割する、というものであった。発足時のメンバー
らは、確かに水平的な関係にあり、こうした水平的な組織像が新しい、という実感もあった。しかしその水
平的な関係には拘束力がなく、維持し続けるのは困難であった。WAP は表向き美談とされやすい地域
との関わりを多く持ち得ながらも、組織像としては非常に脆く、不安定であった。
しかしネットワークによる水平性の中にも、ウエハラ、ミナガワとった、WAP におけるイニシアティブを
強く握るメンバーが、一種のヒエラルキーを形成していたとも考えられる。ハヤマによる指摘は、こうした
〈実質的な代表者〉が現れはじめている状況の中で、それでも水平性を謳う、といった矛盾が、客観的に
見受けられていたことを示唆する。ミナガワもまた「WAP を辞めるのが競争のようになっていた」329と述
懐するように、WAP を生み出してしまったことへの社会的責任を、特に２００６年の発足メンバーはそれ
ぞれが自認しながら、いかに WAP を早く抜け出し〈自由に〉なるのか、といった、水平的なネットワーク
が持つ、ゆるやかながらも穏やかならない牽制と束縛があることを意識していた。

索日：２０１３年８月２６日）
髙橋かおり『若手芸術家の〈生産〉−−アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』 p.１６５
325 髙橋かおり『若手芸術家の〈生産〉−−アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』 p.１７７
326 髙橋かおり『若手芸術家の〈生産〉−−アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』 p.１７８
327 ハヤマ：２００８年〜２００９年、WAP 参加。
328 ハヤマ、２００９年３月 定例会議において（議事録より）。
329 ミナガワ、２０１０年１１月。
324
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２０１２年の PARADE 展終了時点で、過去の参加アーティストの総数は１００名330を超えるが、年度毎
に参加アーティストの大半が入れ替わる。特に２０１０年からは参加アーティストの公募を開始したのだが、
この背景には、２００９年までの参加アーティストの大半が、以後、WAP への参加を行なわなかったこと
があり、肥大し続ける WAP が、継続して参加してきたアーティストたちに一種の負担としてのしかかって
いたことを表す。
今日、WAP の初期段階から継続して関わるアーティストは、ミナガワとイシイ、キタダ331の３名のみで
ある。イシイは次々と表れてくる新たなアーティストに対し「私がお姉さん役をやらなきゃいけなくなった」
332とする。継続して参加するアーティストの役割は、新たなアーティストに対して徐々に指導的立場とな

り、それは、当初の WAP で否定していたヒエラルキーを生み始めていた。古参メンバーが去って行く中、
実質的に運営の中枢にいたミナガワが、表面的にもヒエラルキーの頂点に立つこととなってしまった。
WAP のこれまでは、表向きはアートプロジェクトの革新、しかしその裏、内情はミナガワという〈支配
者〉が成立する歴史である。
ミナガワに対して唯一意見できる存在と目されたのはウエハラで、２００８―２００９年はウエハラを代表
としたが、ウエハラは本人が当初志していた、美術史という学問への復帰のため、２００９年末をもって代
表を辞退した。ウエハラにとって WAP に関わった数年間は、「東京生まれ東京育ちで、毎日かわいい
洋服を着ていたくて、手や洋服や靴が埃で汚れるなんてあり得な」333 かった自身の日常とは真逆の世
界へと旅する冒険であった。
ウエハラの去った２００９年以後は、名実ともにミナガワの独裁となり、WAP を「ミナガワ帝国」334と揶揄
することもできよう。しかしこの傾向はウエハラが去る以前からすでにあった。２００８年からは、通称「ミナ
ガワ・チルドレン」と揶揄されもした、ミナガワの指導で美大・芸大に進学したシバタ 335、オノ336、ニシカワ、
ヤマザキ337、ウノ338などがいて、こうしたアーティストたちとミナガワとの〈主従関係〉は強かった339。
ヒザタテは、２００６年の WAP 発足から常に、WAP がミナガワ帝国と化していくことを予見し、危惧し
ていた。今日の WAP を表すミナガワの権力を取り去ることについて「（ミナガワは）自分では気付いてい
ないみたいだけど、最初（２００６年）からものすごく影響力が強かった。ミナガワなしでは WAP は成立し
ていないでしょ。（２００６年の）シズメみたいなブレーキ役はもういないし、たぶんそういう役目を担う人は

２０１２年の終了時点で、個人として参加したアーティスト総数は１１９名。ただしユニットや演劇などのプロジェクトへのゲスト参
加、スタッフ参加は含めない（参照：http://www.watarase−art−project.com/artist−file/list.html, 最終検索日：２０１３年８月
２６日）。
331 キタダ：２００７年〜現在 WAP 参加。
332 イシイ、２０１０年８月。
333 ウエハラ、２００９年８月。
334 髙橋かおり『若手芸術家の〈生産〉−−アートプロジェクトに見る現代美術の文化生産』 p.１５９ （引用元では「ミナガワ王国」）
335 シバタ：２００８年、WAP 参加。
336 オノ：２００８年、WAP 参加。
337 ヤマザキ：２００９年の演劇作品（５.５.４で後述）にのみ出演。
338 ウノ：２０１０年〜２０１２年、WAP 参加。
339 ニシカワはミナガワに対して「いつも甘え過ぎて本当に申し訳ないと思っている」（２０１３年３月）とし、ウノはミナガワとの背後関
係を「あまり言わないでください」（２０１０年６月）としている（ウノについては５.５.２で後述）。
330
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これからさき出て来ないと思う。最初だけ少し力を与えてあげて、あとは勝手に回っていくのを見てるだ
けでいいと思う。私たちは元から、誰からの依頼もなくプロジェクトを始めたわけだし、でも自然と町の人
たちの中に入って（WAP を）やってきたでしょ。もうミナガワから何かをしようってしなくても、自然と（町に
住んでいる）回り（の人）からこうしよう、ああしよう、って意見も出てきてると思う。今はもうそういう時期にな
ってきてるんじゃないかな」340と話す。
誰もが主体を持ち得る水平的なネットワークという理想像の中には、バラバラになりがちなアーティスト
たちを束ね纏める、結節点が必要であった。結果、それはミナガワというヒエラルキーの頂点をつくりあ
げた。また、ネットワークによりお互いの〈WAP 離脱〉を牽制し合う束縛があった。
しかし、このネットワークによる束縛を、結束と捉えるアーティストもいた。ヤマグチ 341 は、２０１２年
「PARADE」展の裏で、地域住民への日頃の感謝を謳い自ら企画した《スナックあずさ》において、ウエ
ハラが地域住民の接待役として久しぶりに登場したとき、「ミナガワさんとウエハラさんの間には（新参者
の）私（ヤマグチ）が入りこむことができない」342ほどの結束力を感じていたという。
初期の水平的なネットワークは、ネットワークに元から属する古参の者たちには牽制的な束縛感を与
えつつ、これを外側から見れば結束となる。しかし結束は、新たに参入した者へ疎外感を与える要因と
なり、結果、ミナガワという〈支配者〉によるヒエラルキーが確定的になっていくのであった。

5.５.２ ウノとモリの物語 — 「大きな物語」の代替
WAP はミナガワによる独裁となったが、それでもまったく異なる見解を示す例もある。それらは WAP
や地域の問題点を、ミナガワとは違う視点で物語る。
ウノは、２０１０年の WAP（アーティスト・イン・レジデンス）参加時点では、まだ東京藝術大学に入学し
て半年も経っておらず、自作のプレゼンテーションさえままならない状態であった。ウノは「ミナガワ・チル
ドレン」と目される１人であったが、しかし徹底的に、ミナガワの影響下に置かれることを回避しようとして
いた。アーティスト・イン・レジデンスに参加した他のアーティストらに積極的にコンタクトを取り、また極力、
ミナガワら古参のメンバーから提供される地域情報とは異なるものごとへフィールドワークの対象を据え、
足尾町の属する日光市を超えて、隣の栃木県鹿沼市などへも足を運んだ。
ウノは、地域へと外から静かに忍び寄り、いつの間にか地域の内に蔓延っていく、足尾をはじめ「わた
らせ渓谷鐵道」沿線の各地に咲き誇るオオハンゴンソウ343に、自身、そして WAP を重ねた。鮮やかな、
しかし実際にはその地域のアイデンティティを覆す暴力性を持ったものとし、帰化植物をモチーフに作
品化することを試み、自身と地域、そして WAP と地域の関係を考察していた（図７４）。

ヒザタテ、２０１３年８月。
ヤマグチ：２０１０年〜２０１２年、WAP 参加。
342 ヤマグチ、２０１２年１０月。
343 明治時代に外国人の保養地であった奥日光に、北アメリカから持ち込まれたとされる。８月中旬から２週間ほど、見事な群生
が見られるが、地域固有の生態系を崩す恐れがあり、駆除作戦が検討されている。
340
341
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図 74 ウノ 《よそもの》
２０１０年 トレーシングペーパー、透明水彩
サイズ可変

ウノの考察は２０１２年 PARADE 展にてさらに発展する。ウノは集団性による暴力的側面を回避する
術を、自らの作品により表した。中才地区での会話を録音し、それらを FM 電波として同地区の長屋の
一角から発信。集落内の各所に隠されたラジオ、または手持ちのラジオをあるチャンネルに合わせると、
中才地区の人々の〈個〉の音声を聞くことができる仕組みであった（図７５）。
足尾銅山旧鉱山住宅群のひとつ、中才社宅 344のほぼ全棟に１人で展示を行うに際し、丹念に地域
住民とのコミュニケーションを重ねながら、しかし、〈中才地区の人々〉という集団性がそこにあり、また自
身も WAP という集団性の中に属していることを認識する。ある集団性の中に属していることによって、そ
の集団の〈個〉の声・視点は見えなくなっていく。中才地区の人々とコミュニケーションを図ることで、こう
した事実に行き当たりつつ、それは内省的に、WAP においても同様のことが言えるのだ、とした345。
アートプロジェクトは地域住民に対して参加を強制するといった側面もある。吉澤は「作家や主催者に
も、地域でのアートプロジェクトのなかで参加という言葉がはらむ全体主義的的な要素を認識し、民主主
義のなかに潜む暴力性を注意深く回避しようとする立場がある」346とするが、ウノは、自身が中才社宅で
展示を行なっていくことが、中才地区の自治会によって承認されたことであり、民主主義的プロセスには
則っているものの、実際には住民全体の総意ではないことを指摘していた。また、WAP は地域活性化
という善意的な題目や大義名分を掲げてはいないが、ウノが中才地区を訪れた時点ではすでに住民ら
に WAP が認知され347ており、これは言わば地域における WAP の社会的価値が認められていることに
相当するものであった。社会的価値を認められた WAP という集団性に属している限り、自身が目指す
本来の美術表現の追求が行なえない、アーティストの自由を強制する可能性も考えられ、地域住民へ
美術を受け入れろ、と強制する暴力性にもすり替わっていく。

現在は日光市営住宅 中才地区、現存する最大規模の、長屋式の鉱山住宅群である。
ウノ、２０１３年１１月。
346 吉澤弥生 『芸術は社会を変えるか？ 文化生産の社会学からの接近』 青弓社, ２０１１年, p.１５０
347 ２０１２年の展示（実際には準備期間の２０１１年）にて中才社宅は始めて会場として使用されたが、WAP の活動などはすでに
ある程度情報が周知されている状況であった。
344
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図 75 ウノ 《SASAYAKI Project》
２０１２年 寒冷紗、単管、音声（CD を FM トランスミッターにより出力、ラジオにて受信） サイズ可変

ミナガワ帝国という WAP の状況への危惧だけが、ウノの思考を展開させていったわけではないが、
中才地区のコミュニティに入る、ということをきっかけに、中才地区、またミナガワ帝国化した WAP の双
方に、集団性による暴力的側面が生まれていることを発見していたのである。
．�．�．�．�
ウノの考察のように、わたらせでは、地域住民らの集団性による暴力的側面の犠牲者となったアーテ
ィストがいる。シンブンシャのエビ、またニシカワといった、アイドル化していったアーティストたちには、地
域住民、つまり自身のファンたちの期待に応えなければならない義務が生まれていた。
宇野常寛は、インターネット上などでマンガやアニメといったキャラクターが二次創作的にパロディ化
、、
されることを、キャラクターの共有と存在の強化とし、「キャラクターの共有によって新たに発生する共同
、
性 は、そのキャラクターの設定を承認するための小さな物語によって強く規定されている」 348とする。外
見的な衣装といったキャラクターの記号的諸要素が集合し、さらに人格的な設定が与えられ、そうした
、、、
諸々の設定が集団により承認される、この共同性によってキャラクターが成立する。
WAP の初期段階において、地域住民との関係性を構築するうえで大きな功績のあったシズメやヒザ
．�．�．�．�
タテなどが、「オシャレな服装でわたらせにやって来る」「わりと気さくで話しやすい」「大工仕事などを一
生懸命やっている」といった、外見に反する行動的な〈マッチョ〉要素により、アイドルの原型が成された。
それに準ずるエビやニシカワといったアーティストが、言わば二次創作的に毎年何人も訪れる。このこと
で WAP における〈アーティストたち〉という集団性は、地域住民による集団によって、ある程度規定され
てきたのだ。加えて、たとえば足尾で、かつての坑夫らの様相が根底にあったとすれば、そもそも WAP
のアーティストたち自体が、足尾銅山坑夫の再演、二次創作なのである。こうしたアーティストによる作品
．�．�．�．�
制作の過程に、地域住民の多くが（不可避な状態も含め）関わることで、〈アーティストがわたらせで作品

348

宇野常寛 『ゼロ年代の想像力』 早川書房, ２０１１年, p.５４
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、、、、
をつくるという物語〉を共作（キャラクターの共有による物語の共同制作）することになる。
、、、
宇野はこうしたキャラクターを承認する共同性は、あてはまらないものを強く疎外する、とも指摘してい
、、、
、
る。こうした共同性が働くことの要因を、「大きな物語の喪失」―経済の低迷や災害などにより、誰もが同
、、、、、、
じ方向を見て 未来を描けなくなったこと―が起きた２０００年以降の社会構造と挙げている。誰もが「大き
な物語」に向かって進めず、同好のコミュニティに収まり、小さな、しかしそれゆえに強固な縛りを伴う物
．�．�．�．�
語を共作する349 。 しかし、わたらせ における「大きな物語の喪失」は、２０００年よりずっと以前に、足尾
銅山が閉山したことや桐生などでの産業衰退によってすでに生じていた。
本当の意味で、アイドル化―「大きな物語の喪失」に応答する、オルタナティブな物語の主人公の創
造―の犠牲者となったのは、エビやニシカワではなく、またシズメやヒザタテ、そしてウノでさえも、地域住
民から見た〈理想的な〉アーティスト像に収まらずとも触れていれさえすれば、〈彼女〉たちはアーティスト
というキャラクターを認められてきた。
そう、〈彼女〉たち、つまり、WAP における「大きな物語」を代替するアーティスト像を成立させてきた存
在は、すべて女性アーティストたちであったのだ。ミナガワは男性であるが、図らずもこの女性アーティス
トたちを取りまとめる存在であったことで、アーティスト像としての規定に反する（つまり男性である）ことが
許されたのだが、しかし多くの男性アーティストらは、集団性が孕む「大きな物語」の代替のための犠牲
となった。
．�．�．�．�
モリ350は外見的にも恰幅がよく、かつバイクに乗って深夜でも構わずわたらせと東京を行き来する体
力・行動力があり、アーティストたちの中でもリーダーシップを発揮していた。しかしモリのその外見に似
つかわしい行動的な〈マッチョ〉さが災いし、モリのもとには多くの、地域住民からの依頼が舞い込むこと
となった。まつりの設営といった地域の催事への参加要請から、（WAP の主催ではない）ワークショップ
の開催といった企画・実施そのものの要請もあった。
〈彼女たち〉は、「大きな物語」を代替するアイドルであることで、地域住民による物語の共作により育
てられていく。そのため〈彼女たちの物語〉には、作品の完成という幸福な結末が最初から用意されてい
た。しかしモリは、真の意味で、喪失した「大きな物語」を代替する〈ヒーロー〉に仕立て上げられた。その
〈ヒーロー〉たる期待に少しでも応えられない351だけで、〈彼〉は、アイドル化した〈彼女たち〉とは違い、地
域住民から非難される。モリだけではなく、WAP では、多くの男性アーティストが少なからずともこの影
．�
響を受けていたのである。〈彼らの物語〉は、作品の完成というだけでは結末を迎えらず、それ以上の何
．�
かを期待されるも至らずに、〈ヒーロー失格〉という烙印を押されてしまう（図７６）。

宇野常寛 『ゼロ年代の想像力』 早川書房, ２０１１年, p.４８〜５６
モリ：２００８年、２０１０年〜２０１２年 WAP 参加 ※２００８年はスタッフとして参加。
351 モリの場合は、地域のまつりでのワークショップブース設営の段取りの悪さ、請負仕事に対してモチベーションが上げられない
といった様子などが地域住民から非難された。しかしそもそも作品づくりが主である、多くのアーティストの WAP 参加目的からす
れば、こうした地域住民からの非難が妥当であったとは考えにくく、余所者としてのアーティストの立場的な弱さが表れている。
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図 76 モリの作品展示予定地（小夜戸）
モリは地域住民との交流を図るワークショップを取り仕切ったが、ワークショップの際、手に大ケガを負い、制作を続行することが不可
能となる。２０１２年の展示期間中は、制作途中の材料だけが置かれた状態を公開することとなってしまった。 撮影：２０１２年９月

、、、、、
アーティストと地域の協働の内側には、アーティスト像を共有した地域住民らによる物語の共作という
、、、
共同性が働き、これによって〈アイドル〉や〈ヒーロー〉は生まれるものの、規定に反した瞬間から疎外され
るのだ。しかしこれは裏を返せば、ある種の主体性、そして当事者意識が、WAP によって地域住民の
中にも確かに生まれていた、ということも意味する。〈彼女たち〉がアイドル化する物語の創作者は地域
住民であり、地域住民という集団性の前に敗北する〈彼ら〉の物語も、地域住民があったからこそ生まれ
るのだ。
このとき、ミナガワは〈帝国の支配者〉ではなく、〈彼女たち〉や〈彼ら〉、そして地域に生まれる無数の
物語から、個人を抜き出してくるストリーテラー—傍観者—でしかなかったのだ。

5.５.３ タクヤとタクミの物語 ― 居場所として
WAP では、アートフェスティバルの際に展示される作品の大半は現地での滞在制作によりつくられる。
この、WAP ではごく当たり前となったこのプロセスを、２０１０年からはプロジェクトのステートメントに
「A.I.R（アーティスト・イン・レジデンス）と現代美術のプロジェクト」352と明文化した。これは前述したが、
２０１０年からアーティストの公募を開始する必要があったことに起因する。フィールドワークなどからなる、

WATARASE Art Project「WATARASE Art Project OFFICIAL WEBSITE」−About WAP
〔http://www.watarase−art−project.com/TOP/about−wap.html〕 参加アーティストの公募開始に際して掲載（２０１０年１月）。
（最終検索日：２０１３年８月２４日）

352
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WAP`の一連のプロセスを対外的にもっとも分かりやすく伝達する言葉が、アーティスト・イン・レジデン
スであった。また、アーティスト・イン・レジデンスが、滞在制作施設を指してしまうこともあるように、WAP
のプロセスや概念を正確に伝えるよう、現在では「アーティスト・イン・コミュニティ」353と称している。
フィールドワークは、地域住民という集団性の中から、キーパーソンとなる個人を浮かび上がらせてく
る。赤倉旧マルサン食堂の K.A 氏（５.４.２, p.１１８〜１２１）や旧桑原利平マンガン工場の I さん（５.４.３,
p.１２１〜１２４）など、地域の高齢者は、商工業などが大いに賑わっていた時代に第一線で活躍してい
た人々でもあり、経済の低迷と産業喪失など、「大きな物語」を失くした今日の状況とは異なる原風景を
持つ。そのため営利でもなければ、地域に大きな富をもたらすことも目的としていない、WAP のようなア
ートプロジェクトをも受け入れる、精神的余裕があったと考えられる。
しかし、現在の地域の３０代〜５０代などの中間世代が、WAP を受け入れていないのではない。彼ら
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
は WAP に、流出した地域の若年層を補完する役割を見出していた。時にそれは、モリ（５.５.２, p.１４７
〜１５１）のような、半ば地域の中間世代の〈舎弟〉のような捉えられ方をする場合もあるが、過疎化と高齢
化が高度に進行する東村や足尾では、交流人口を誘発する要素として、また WAP のアーティストその
ものを交流人口と見なして積極的に招き入れようとする姿勢を持つ 354。 しかし、３０代から５０代の人々
は、シンブンシャ（５.４.７, p.１３６〜１３９）などのように、子世代（高齢者から見ればひ孫世代）355に対し
て、アーティストや WAP の価値を強く認識していた。

花輪（みどり市東町花輪）に住む、畳屋の跡継ぎ息子のタクミは、２００７年、フィールドワーク中のキタ
ダ、タナカ、ヒザタテに出会う。花輪の町かどでひとり、壁にボール当てて野球の練習をしていたタクミは、
当時は小学校３年生、坊主頭の「いかにも田舎の少年って感じ」356であった。同じく少年時代に野球の
経験があったキタダは、気さくに話しかけてきたタクミと「友達」357になり、タクミは花輪における最大のキ
ーパーソンとして、キタダらを花輪の各所へ案内した（図７７）。子供ゆえに、「〇〇さんは怖い」「〇〇屋
は友達の家だよ」といった、ディープな住民情報や、「あそこは霊が出るからみんな近づかない」358とい
った子供らしい観点での地域にまつわる情報を、包み隠さずアーティストたちに教えもしたのである。
タクミの影響により、WAP は花輪の子供たちにいち早く浸透していった。親世代はまったく顔を見た
こともなければ知りもしないアーティストと、子供たちはいつの間にか「友達」となり、この状態が親世代、
またその上の世代を WAP へと引き寄せるに至った。

WATARASE Art Project「WATARASE Art Project」−Project/Artist in Residence
〔http://www.watarase−art−project.com/TOP/a−i−r.html〕 ２０１２年５月から掲載 （最終検索日：２０１３年８月２４日）
354 ２０１１年〜現在、桐生市観光交流課における移住促進関連事業のオブザーバーとして WAP が選ばれる。また同様に、日光
市でも、WAP を移住促進や地域福祉に関する行政事業への参画させるなどしている。
355 高齢者から見れば、アーティストは孫世代であり、小学生〜高校生などは、さらにその下のひ孫世代となる。
356 ウエハラ、２００７年７月：タクミはウエハラの名を「呼び捨て」にするほど、姉弟のように親しくなっていた。
357 タクミはキタダのことを「キタ兄」と呼び、キタダが花輪を訪れる際は、現在でも必ず顔を見せに来る。
358 花輪の渡良瀬川対岸地区から、渡良瀬川に下りていく林道状の道を指す。実際、過去に水害のあった際は犠牲者の遺体が
多く流れ着く場所であったりと、タクミの情報は、地域の大人たちからの話と総じてある程度の信憑性があった。
353
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図 77 花輪で渡良瀬川を覗き込むタクミとキタダ
撮影：アカサカ、２００７年４月

、、
足尾には、２００６年から２００８年の期間、アーティストらと特に親しかったタクヤという少年がいた。２０
０６年当時は中学２年生、タクヤは「女の子と見間違える」 359ほどの「美少年」360 で、甲斐甲斐しく、まだ
小学校にも入っていない弟を連れていた。タクヤは WAP のスタッフを自負し、率先してさまざまな現場
に赴いた。アーティストの制作中の様子を記録するカメラマンとなれば、制作補助を行なうこともあった。
しかし、タクヤが WAP に出入りすることの問題も指摘されるようになる。タクヤはいわゆる不登校、しか
し引きこもりとは逆に、朝、家を出ても学校には行かず、町なかで遊んでいる〈不良少年〉であったのだ。
WAP との接触は、タクヤをより一層、学校から遠ざける要因361とも言われ、そもそも、制作のために徹夜
も辞さないスケジュールで動いているアーティストと行動を共にすることは、タクヤが未成年であることも
加味して非常識なものであった。無論、深夜にタクヤが WAP へ出入りしていたことはないが、そうなる
危険性を指摘されて362もいた。
しかし、タクヤには、住民でさえ知り得ない、足尾の暗部が隠されている。タクヤは当初、学校に行か
、、、、、、
ない理由を「どうせ高校なんて行きたくないし」としていた。２００６年には、足尾には栃木県立足尾高校
があった。しかし２００６年度末をもって足尾高校は（旧）日光市の別の高校に統合され、足尾の校舎は
、、、、
廃校となる。こうした変化を受けてか、２００７年のタクヤは「高校なんて行けないから」に変わっていた。タ
クヤの家庭にはさまざまな事情があり、兄弟間の歳が離れ、タクヤの上にはすでに成人し、実家を離れ
ている姉兄もいた。タクヤは「うちはお金（の余裕）がないから、（遠方にある）高校には行けない。それに
全然勉強もしてない俺が、高校なんてそもそも行けるもんじゃない。俺がいまワガママを言ったら、ヒロキ
（弟）が高校に行けなくなる。だからヒロキにはちゃんと学校行って勉強するよう言ってる」363と言った。

タナカ、２００６年６月：実際にタクヤに会ってから数日間、タナカはタクヤを女の子と思っていた。
コクブン、２００６年９月：足尾に来るのはタクヤに会いたいから、と冗談まじりにコクブンに言わせるほど、タクヤは美少年であっ
た。またウエハラは、２００７年、１５歳になったタクヤを「そのまんまジャニーズ系」と評している。
361 ２００７年、当時タクヤが住んでいた渡良瀬社宅の近隣住民からは、WAP にタクヤが来ても追い返すよう伝えられた（シズメ、２
００７年７月）。これに対してシズメは「平日の日中にタクヤが来た場合には学校へ行くよう追い返し、夕方は１８時には一度自宅へ
帰す。その後、親の許可を仰ぎ、２１時まではタクヤの出入りを認める」とした。
362 ２００７年６月、当時タクヤの住んでいた渡良瀬社宅の住民から、シズメらが注意を受ける。内容は「年頃の男の子が若い女の
人たちのところにしょっちゅう入り浸ってるみたいで、もしも何かあったら…」というものであった。
363 タクヤ、２００７年８月：なぜ高校に行きたくないのか、というタナカの発言に対して。
359
360
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２００６年に WAP のアーティストと出会ったタクヤは、その中でもとりわけイシイと親しくなっていた。イ
シイの後をついていっては、イシイからカメラを借りて写真を撮っていた（図７８）。タクヤはイシイとの出会
いで写真を撮る楽しみを知り、そして、タクヤは「カメラマンって、どうやったらなれる？」 364と、たびたび
聞いてくるのであった。
タクヤのこうした状況に対して、タナカは「やっぱり他人の家の事情だから、あまり突っ込んだことを言
ってはいけない」とし、イシイもまた「それはタクヤが考えてどうにかしないといけない」とする。しかし半ば
WAP において、タクヤのお目付役と化していたシズメは、「タクヤのことはみんな、なんとかしてあげたい
と思ってる。でも私たちには（まだ学生という立場上、責任を負うことができないので）どうすることもでき
ない。それがもどかしくて」365と話す。
タクヤは２００８年、中学校を卒業すると足尾の町を離れた。この年、タクヤはミナガワに「足尾の町は
好きだよ。ずっと住んでいたい。でもここ（足尾）じゃ（働く場所がなく）生活できないから、出て行くんだ」
366と言った。タクヤにより突きつけられた現実は、美術を行なう、という目的のみでは到底知り得ないこと

であった。

図 78 タ ク ヤ の 写 真 ： 渡 良 瀬 川
（松木川）に立つイシイ
撮影：タクヤ、２００６年１０月

２０１３年８月、中学３年生となり、中学校の野球部で真っ黒に日に焼けた花輪のタクミは、「K（ウエハ
ラの名）はどうしてる？ あいつ元気かな？ キタ兄はまだ変な服367着てんのかな」と屈託なく笑う。毎夏
「わたらせ渓谷鐵道」に乗ってやって来て、そして去っていくアーティストたちを、花輪駅のホームで見送
ってきたタクミは、彼にとって夏の風物詩になっているアーティストたちの影を、今でも探している。タクミ
は来年から高校に進学し、初めて花輪の外（おそらく桐生市、または前橋市などの高校）へ進学するこ
ととなる。この先、という未来に期待を寄せつつ、このまま野球を続けるのか、といった迷いも抱く。

364
365
366
367

タクヤ、２００６年１１月。
タナカ、イシイ、シズメ、２００７年８月。
一時的に足尾に帰ってきたタクヤは、２００８年８月、《渡良瀬 CampingTrain》にスタッフとして参加する。
キタダはタクミなど花輪の子供たちに、しばしばファッションセンスをからかわれることがあった。
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また、２０１３年９月、すでに成人した足尾のタクヤは、職場のある埼玉県春日部市から一時的に足尾
へ帰省していた。もはや白んだ金髪に不健康そうな肌、そして耳はおろか瞼、鼻、唇にまでピアスをつ
け、両腕にタトゥーを施したいでたちで、ミナガワの前に現れる。タクヤは久々に会ったミナガワの話から
WAP の変化を感じ取りつつ、しかし「WAP は俺の成長物語みたいなもんなんだよ」368と言う。彼にとっ
て WAP は、足尾で（地域から疎外されたことのある）自分を出迎えくれる居場所なのだ。
外から地域へ入る余所者ゆえに、WAP は地域の内へと積極的に入ろうと試み、地域もまた WAP を
受容する姿勢を見せ始める。地域の内から外へと夢を見て飛び出て行こうとする少年もいれば、地域の
内で疎外され、外へと出て行くしかなかった少年もいた。彼らは WAP の現場でにわかに交わる。彼らに
とって WAP は、ミナガワのものではなく、彼ら自身の〈物語〉なのである。

5.５.４ 透明な主体 — 結論へ向けて
WAP で、水平的なネットワークが破綻しミナガワ帝国と化していく状況、アーティストらがアイドル化す
る現象などを予兆的に表す、WAP 内でのひとつの別動プロジェクトがあった。
２００９年５月、大間々で行われた演劇プロジェクト《はる凄惨》は、出演者それぞれが行った〈彼〉を題
材とする作文を原案とし、脚本がつくられた。脚本や演出を担当したシマによると、すべての出演者の作
文が採用されているのではなく、また、作文をそのまま採用しているのでもなく、シマにより改編された内
容で構成されていた。出演者のうち、モチダは自身の作文の痕跡が脚本になく「（シマに）嫌われてる」
369と話せば、ニシカワは、プライベートな事情を書いた作文を、意訳的に解釈されていることに傷ついて

いる様子370であった。
この演劇プロジェクトでは、一見すればシマがリーダーのようであったが、実際には、モンマ、フルサト
が企画・立案し、出演者らを集め、シマも集められたメンバーの１人であった。また主要な WAP メンバー
の多くにも協力が依頼され、ウエハラは制作として携わり、ヒザタテが衣装、ミナガワは舞台美術を担当、
《渡良瀬 Camping Train》に参加してきた H.T 氏などが設営に駆けつけた。
演劇の内容としては、劇中、人物的には特定されない〈彼〉にまつわる、各出演者らの独白めいた長
台詞が続く、純文学的な美しさはあるものの、１２０分以上に渡る、長く難解なものであった。
劇中冒頭、約２０分以上を費やして、キタダの独白、そしてヤマザキとの噛み合わない会話が続く。こ
のシーンの最後に、椅子に座るキタダに重なり合うように、キタダの脚にヤマザキが座り、語りかける。

タクヤ、２０１３年９月。
モチダ、２００９年５月：モチダとシマのコミュニケーションは完全に断絶し、《はる凄惨》に関わるメンバーの離散の原因のひと
つとなったと考えられる。
370 ニシカワやヤマザキなどがたびたび泣いている様子を、モンマ・フルサト、またウエハラが気にかけていた。
368
369
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（ヤマザキの台詞）
ある日、私は父さんの仕事の都合で島を離れなければ行けなくなった。
私が飛行機に乗ってあの島を去る日、当然、〈彼〉は見送りになんて来なかったけれど、今日はもし
〈彼〉が来ていたらの時を想像してみる。
ほら、今 飛行場の隅っこで私と妹に手を振ろうとしている。けれどもそれもできずにグーのままの拳
が震えているのが見える。
どうしたの？ って声をかけてあげたいけど、もちろんそんな声届くはずがない。
待合室のドアがサッと開いていつかのように父さんの手が私の身体を向こう側へ引っ張っていく。
（中略）

あの頃、まだ海も山も川もみんなひとつのオモチャに過ぎなかった私にとって、〈彼〉はたった１人の
私の共犯者だったの。
いつの間にか飛行機は青空の中に消えていく、頭に描いた彼の分身はあの島に取り残され、窓の
外では飛行機のエンジンが唸って、私の住んでいた町を小さくしていく。
もう子供の時代が終わる、私の少女時代が消えていく——
（シマ、《演劇 はる凄惨》脚本371より、２００９年）

このシーンをはじめに、出演者ごとに視点も設定は変わるが、その都度、繰り返し台詞の中だけに登
場する〈彼〉は特定されず演劇は進行する。〈彼〉と関係した人物それぞれのストーリーが巧みに交錯し
．�．�．�．�
ながら、バラバラであった人物もストーリーも、ラストシーン（図７９）ではひとつの〈箱〉に、それぞれとして
収まる。

図 79 《はる凄惨》ラストシーンより
（撮影：フルサト、２００９年５月）

シマ 『《演劇 はる凄惨》 脚本』 −第一幕より, ２００９年 ※本番直前まで脚本の改編が行われたため、実際の公演時の記録
映像を元に引用。

371
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《はる凄惨》は、出演者、脚本・演出、その他のさまざまなセクションでの関係者が、水平的な関係のも
とで相互に意見を出し合い進められてきた。しかし出演者らの大半はシマの指示に従わず、またミナガ
ワやウエハラといった強力なイニシアティブを持つ人物らが演出に介入し過ぎたがあまり、水平的関係
は急速に崩れていき、誰がリーダーなのか分からないまま、大半のメンバーに「もう二度とあんなことはし
たくない」372と言わしめた。
しかし、この演劇を機に、モチダ、ムラカミ 373 は映画や舞台での俳優活動 374 へ、ニシカワはこれが
WAP の始まりとなるなど、一時的に集まった〈彼〉〈彼女〉らは、困難を抱え困惑のままに離散しながらも、
それぞれに次の段階へと進んでいった。また演劇作品としての評判は良く、すでに WAP を離れていた
が、過去、演劇、ダンス作品の制作も行ってきたコバヤシは「面白かった」と評し、また多くのコンテンポ
ラリーダンサーなどと親交が深く、自身はコミュニティ・アートなどを行う清水永子 375は、演劇作品として
意欲的なものであったことを認める。また髙橋（５.５.１, p.１４４〜１４７）が、数あるアートプロジェクトの内
から社会学としての研究対象を選ぶきっかけとなったのも、《はる凄惨》であった。
《はる凄惨》はひとつの演劇作品であり、モンマとフルサトによる WAP の別動プロジェクトであったが、
しかし WAP の内情を図らずも露呈していた。この演劇のあった２００９年を境に、WAP 初期から関わっ
てきたメンバーの多くが離脱し、《はる凄惨》は奇しくも WAP そのもののメタファーとなってしまった。また
《はる凄惨》の舞台美術を行ったのはミナガワであり、ミナガワがつくった場で上演された演劇作品であ
ることは、何の因果であろうか。

《はる凄惨》で語られた〈彼〉とは誰であったのか、それは劇中、最後まで明かされない。
２００９年の末に WAP から離脱したウエハラは、２００９年までを振り返り、「私にとっては終わらない夏
．�．�．�．�
休みみたいなもの」376だったとする。「夏休み」という好奇心に駆られて、わたらせ まで旅に出る。しかし
「夏休み」の終わりが近づくと、当たり前に過ぎていく日々になぜか焦燥感を覚える。しかし「夏休み」は、
ノスタルジアを残しこそすれ、確実に終わるものだ。多くのメンバーが一時的に交わり、そして離れていく
のが WAP であり、いつの間にか物語が蓄積され、ひとりでに動き出す。ミナガワは初めから WAP を「モ
ンスター」（５.２.７ p.１０３）と称し、ウエハラもまた「飼い馴らすことは難しい（生き物）」377と評してもいた。
．�．�．�
ミナガワという視点で語れば、WAP はミナガワ自身（ミナガワ帝国）を表すものであるが、しかし、ミナガ
．�．�．�．�．�．�．�．�．�
ワ＝〈彼〉＝WAP というわけではない。

モチダやヤマザキ、ウエハラなどは《はる凄惨》への嫌悪を示した。モンマ、フルサトはこうした状況を招いたことを悔やんでい
た。しかしニシカワは経験、と捉え、またキタダ、カネタには達成感が残り、シマは出演者を替えることを示唆していたが「いつかま
た再演したい」（２００９年５月）とした。
373 《はる凄惨》出演後、ムラカミは「村上キヌコ」の芸名で、舞台俳優として活動を開始、タレント事務所に所属する。
374 モチダは２００９年以後、俳優活動を開始。映画制作会社/俳優事務所に所属し、『闇金ウシジマくん』（２０１２）などの映画に出
演。
375 楽の会、「墨東まち見世」（東京都、東京文化発信プロジェクト室、特定非営利活動法向島学会）などに関わる。
376 ウエハラ、２０１２年１０月。
377 ウエハラ、「WATARASE Art Project ２００９ AZUMA」パンフレットでの挨拶文より、２００９年８月。
372
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〈彼〉は誰にでもなり得る流動体であり、WAP は〈彼〉のような、誰のものにでもなり得る媒体であった。
．�．�．�．�
わたらせが移り行く時代を反映し、また渡良瀬川の水に映される景色が移ろいゆくことと同様に、強固な
〈なぜ、ここで〉という目的や概念に縛られない WAP は、ひとつとして同じ像に結ばれることのない透明
な主体であったのだ。
２０１３年現在、WAP は本来、表面上での活動であったアートフェスティバルとしての印象は薄くなり
はじめ、むしろ、行政事業への参画や、地域内で恒常的に継続されるシンブンシャのようなコミュニティ
との協働的なプラットフォーム、また中核にあるアーティスト・イン・レジデンスなどが活動の大半を占める。
アーティスト、地域住民らの、ままならぬ現状を映すことで始まり、地域性という限定性を超えた社会シス
テムの中に投じられた。４章で述べたアートプロジェクトの次元の更新がゆるやかに成されている、とも考
えられる。
〈彼ら〉が「現代美術をやる」ことを前面に出して始めたアートプロジェクトは、「夏休み」が終わらないこ
とを願うノスタルジアとして継続される中で、別の〈彼ら〉のノスタルジアを統合した。そのノスタルジアは
ゆるやかに、〈明日に向けて〉という社会的普遍性の中に流入し、いつの間にか現実へと姿を変えてい
たのだ。

WAP については、更なる観察が望まれる。また他のアートプロジェクトとの比較検証といった、アート
プロジェクトを論じることの一種の呼び水のようなものでもある。しかし本章で導き出されたのは、アートプ
ロジェクトという集団性の中に埋もれがちな、個人としてのアーティスト、または地域住民などの関係者ら
が図らずとも行っていた、〈主体〉の行方・遷移の術である。また、都市ではない〈地域〉という呪術的景
色の中で、必ずしも著名とは言えないアーティストたちが、都市／地域／社会／美術などの境界を“渡
る”さまが述べられたのである。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
しかし、これらすべてを総じて“渡り”のための方法論とするには、まだ不完全である。本論の結論へと
向けて、ミナガワは〈私〉へと戻る、最後の“渡り”を開始する。
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6章 星 座 的 鏡 面 体 — 結 論

6章１節 星座的鏡面体
本論のはじめに述べた通り、本論は絵画論である。しかしながらこれまで述べてきた内容は、絵画と
いう枠組みを越境したものであった。これは本論の副題にある“渡り”ゆえであるが、絵画の向こう側、外
．�．�．�．�
側にあったものごとをいかにして絵画の内へと映しとるのか、といった問題意識から生まれたのである。
ここまで述べて来た“渡り”は、社会の〈メタ〉としての呪術的景色（死のリアリティ）・呪術的論理（憑依の
リアリティ）を収集する方法の例示であり、これらの総体が私の絵画論〈星座的鏡面体〉である。
しかし、物質的かつ形式的な絵画を置き去りにして、本論を締めくくるつもりではない。私の絵画論は、
．�．�．�．�
絵画という枠の内や鏡面的性質による表層のみで完結するものではなく、表層に映されることのなかっ
．�．�．�
．�．�．�．�．�
た不可視の存在—〈メタ〉—を、絵画のオモテへと移してくるものだ。〈メタ〉と表層との境界を“渡り”、物質
的かつ形式的な意味から絵画を更新する、私の〈絵画〉について論じていきたい。
．�．�．�．�．�
これは絵画の外にあったものごとを〈メタ〉として絵画の内に移し替える、もうひとつの“渡り”であり、憑
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
．�．�．�
依のリアリティによって不可視を不可視のままに、〈星座的鏡面体〉へと可視化する。

6章２節 絵画の呪術化

6.２.１ 表層 — 《ドローイング・シリーズ》
絵画を制作するその前段階として、３章、また５章（WAP）などで行われたフィールドワークは、まさに
．�．�
ドローイングにも相当する。しかしフィールドワークで得られた情報、また私自身が直面してきた他者たる
ものごとの現実そのままに、出会っただけで私自身のリアリティとすることは、形骸的なものであった。
これらを私自身の内に取り込む作業としてたびたび行われてきた《ドローイング・シリーズ》（図８０・８
１）
がある。フィールドワークにおいて撮られた写真の表面に油彩を施したものである。ゲルハルト・リヒター
378にも同様の手法のドローイングが存在し、その影響は否めないが、リヒターがむしろ報道写真といった

社会的中心性を対象としたことに対し、私はむしろ、フィールドワークにより向かった辺縁（３章）のような、
特定性の薄いイメージが対象となる。特定性は薄いながらも、むしろ逆説的に、そこで起きている事象そ
のものに注視が働き、普遍的かつ根源的な呪術的法則性へと導かれる。

378

ゲルハルト・リヒター（Gerhard Richter, １９３２年〜） ドイツ人アーティスト。
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図 80 《ドローイング・シリーズ》より
２００４年 写真に油彩 １２.７×１７.８cm

図 81 《ドローイング・シリーズ》より
２００８年 写真に油彩 １２.７×１７.８cm

《ドローイング・シリーズ》は、１章２節で述べた、写実的絵画のリアリティや、絵画の鏡像的性質への
懐疑から生まれたものであり、また、イメージと物質という絵画の二面性への働きかけでもあった。しかし、
本来であれば乖離していく二面性は、むしろ撮影された呪術的景色の中（辺縁やアートプロジェクト）へ
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私を向かわせた。そして《ドローイング・シリーズ》の絵画制作上での位置づけは、イメージと物質の二面
性から、写真の表層に描画を施す行為—化粧、入れ墨、そして能やまつりにおける面—へ変換される。
．�．�．�．�．�．�．�．�
言わば《ドローイング・シリーズ》は、仮面をつけた景色なのである。また見られるための客体であった写
真が、仮面によって主体と化す、主／客の反転も行っている。
しかし同化のプロセスを辿る行為として、概念上での呪術化は果たすものの、形式的には既存の絵
画の内に留まらざるを得なかった。絵画という形式、そこに鏡像的性質を見出したとき、鏡は鏡のままど
こにでも存在できる。それは存在として揺るぎないさまであり、また透明な主体と言える可変性にも富む。
しかし物質的には鏡でしかない、と、イメージと現実とは同化はできないのだ。そこにあるべき必然を必
要とせず存在できるものの、関係を切り離された〈孤独〉という、絵画の“渡り”得ない現実に直面したまま、
揺らぎようがないのである。

6.２.２ 絵画における〈場〉の必然 — 《re-pray》から《Twin Peaks》へ

図 82 《re-pray》より、男湯
２００８年 アルミ板にアルキド樹脂塗料、油彩 １２０×２４０cm

絵画としてそこにあるべき必然という問いは、辺縁やアートプロジェクトといった、呪術的景色をめぐる
フィールドワークへと、私の制作の現場をシフトさせていった。２００６年から始められた WAP をはじめ、
私は何度かアートプロジェクトの内で絵画の制作を試みたが、その都度、必然性の希薄さという問題に
直面しなければならなかった。
しかし、２００８年、大間々（群馬県みどり市）にある銭湯：千代乃湯での制作からは、明らかな変化が
訪れる。千代乃湯は前述した I さん（５.４.３）に所在を教えてもらった小さな銭湯である。２００８年当時、
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数年前にペンキ絵を依頼していた塗装業者が廃業したことで、湯船の上に描かれているはずの絵がな
かったのである。千代乃湯との交渉の結果、空白となったペンキ絵を替わりに描く（《re-pray》、図８２）こ
ととなった私は、銭湯のペンキ絵としてもはやお決まりとなっている、富士山や海原に替わるものを探し
た。なぜならば大間々からは富士山は見えず、また海のない土地柄だからである。地域の人々にとって
リアリティのない絵空事ではなく、ごく当たり前の日常の中で見過ごしていたイメージから、富士山や海
原を代替するイメージを探索したのである。結果それらは、大間々から見える山並みや、渡良瀬渓谷の
景色といった、ごくありふれた自然美であった。富士山や海原ではないことは、銭湯の客に一種の驚き
を与えつつ、そのごくありふれた景色が銭湯に提示されるという逆説的な思考は、人々の中に静かに浸
透していった379。

図 83 《Twin Peaks》
２０１０年 木枠に綿布（ガーゼ）、墨、油彩
１３０.３×１６２cm

千代乃湯での経験は、サイトスペシフィックな絵画の存在と同時に、統計的多数派により選び抜かれ
たイメージが、そのリアリティの所在に関係なく、社会の中を遊離しているという状況への気付きをもたら
した。描かれていたイメージが絵画から離れ、漂泊しているのだ。こうした着想から、麻によるキャンバス
織りの布から透過性のある布に変え、支持体としての地塗りを施さずに描く方法を始める（図８３）。
支持体という、絵画の物質的側面での〈メタ〉の変化は、呪術的景色を“渡る”ことによって得られた経
千代乃湯店主からは、利用客の驚きぶりを聞かされつつ（２００８年８月）、その１年後（２００９年５月）には、親しみに変わった
様子を報告されている。

379
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験に起因する。それらは連綿と続いてきた、絵画の物質的永遠性への批判的姿勢でもありつつ、また漂
．�．�．�．�
泊しているイメージを映しとるための支持体ではなく、憑依させる依り代として機能させることを意味して
いる。強固な鏡像的性質とは異なり、また物質的永遠性でもない、漂泊するイメージのための依り代で
ある。
また、６.２.１で挙げた《ドローイング・シリーズ》から通じて、支持体を依り代として機能させることで、漂
．�．�
泊しているイメージは、見られるための客体、つまり鏡の内の自分自身といった状態から、依り代に降り
．�．�．�
てくるもの―仮面をつけ、まつりで神に扮すること―と同等の、主体を持った景色となるのだ。

6.２.３ 信仰起源の類型 ― 《道祖土神社》
先にいくつかの、絵画的形式に則った自作での〈呪術的絵画の実践〉を述べたが、これらと並行しつ
つ、主にアートプロジェクトで行ってきたサイトスペシフィックなインスタレーション作品がある。アートプロ
ジェクトなどを行う地域において、絵画を描くことに困惑（６.２.２）があったように、こうした困惑から、形式
的な絵画に替わって制作されてきた作品群と位置づけられもするだろう。しかし、むしろ呪術的景色に
おけるフィールドワークを私の〈絵画〉へと繋げる、重要な実験的作品でもあった。

群馬県みどり市東町、渡良瀬川の上流部に位置する渡良瀬渓谷で、河岸段丘のようにやや平地が
広がった場所に、小夜戸（５.３.４, p.１１１〜１１２）という集落がある。この小夜戸で私が行なったひとつの
作品がある。はじめは本当に気まぐれな思いつきだったのだが、小夜戸という集落の、渡良瀬渓谷にお
ける特殊性を垣間見ることとなった。
たまたま道を通っていて、田畑の境界となる畦道の向こう側に見えた雑木林がふと目に入った。こん
もりと木々が茂り、竹が風になびいて揺れていたのだ。そのさまがまるで〈ここに土地の神がいます〉と示
しているように思えてしまったのだ。
小夜戸の字を他に当てると「道祖土（さやど）」380となる。また「道祖土（さいと）」と読むこともあり、この
ケースは「道祖土焼（さいとやき）」（図８４）381 に見られる。文字の通り、道祖神にまつわる何らかの意味
性を持った土地なのではないか、「道祖土」の音が転じて小夜戸になったのではないか、と推測してみ
たのだ。道祖神は路傍の神、賽の神とも言う。集落の境界や、道の辻に石碑や石像の形態で祀られ、
集落の守り神であり、子孫繁栄、旅などの神とされる。小夜戸には道祖神はないが、同様の意味合いを
持つとされる「石造五重塔」382 や「庚申塔」、小夜戸にある「豊郷神社」の「金精様と女陰杉」383といった
石碑や神社が連なる様子は、まさに、かつてそこが重要な道であったことを示している。

「道祖土」という地名は、栃木県真岡市、埼玉県さいたま市緑区に実在する。
東日本でいう「どんど焼き」にあたる風習で、小正月に門松や注連飾りを焼く道祖神の火祭り。
382 群馬県みどり市指定重要文化財 石造五重塔
383 群馬県みどり市東町小夜戸の豊郷神社には、子孫繁栄、五穀豊穣の象徴として男性器をかたどった石が鎮座し、すぐ近くに
は女性器に見立てた杉が生えている。金精様は同じくみどり市東町神戸（ごうど）の太郎神社でも祀られている。
380
381
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図 84 どんど焼き
（別名では「さいと（道祖土）焼き」）
群馬県吾妻郡草津町（撮影：２０１２年１月）

小夜戸で私が行なった作品《道祖土神社》（図８５）は、こうした意味合いを持たせつつ、人が何かを
祀る、という心理をコンセプトとしていた。畦道―隣の田畑との境界に設けられた水路が奥にある森〈神
域〉へと繋がっている―を参道に見立て、神域との境界を示す、小さな、赤く塗られた社を参道の途中に
置いた。
実際に、道祖土と小夜戸との関係に論拠はなく、未だ不明のままであるが、面白いことに、集落の住
民には〈人が何かを祀る心理〉は容易に受け入れられた。半ば強引なこじつけの《道祖土神社》には、訪
．�．�．�
れる人々から賽銭が置かれ、伸びてきた雑草は丁寧に刈り取られ、さながら本物の神社のように近隣に
住む人々の手で整備された。《道祖土神社》は一定期間のみの限定されたプロジェクトだったが、もしも
．�．�．�
．�．�
恒久的に設置されていたら、本物の神社になってしまっていたのかもしれない。いや、偽物か本物か、と
いう議論もされない、人が何かを祀る心理というのは、古代からさほど変わっていないことを、《道祖土神
社》は示していた。

図 85 《道祖土神社》
２００９年 木材、カシュー、鉄、プラスチック、紙、天然石、ほか サイズ可変
WATARASE Art Project ２００９あずま（群馬県みどり市東町）
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土地の持ち主に《道祖土神社》の設置を交渉しに行った際に、「あの向こう側に見える山の下に広が
る森に、カミサマみたいなのが潜んでいそうな気がして」と言った私の一言に対し、所有者は「ああ、いる
かもね。大きなイノシシがあの竹やぶのあたりに潜んでいるみたいだしな」と、答えた384。田畑を荒らすイ
ノシシは集落の人々にとって害獣であるが、こうした脅威の対象を鎮めるのもまた、祀ることによる。駆逐
しようと狩るのではなく、畏怖の対象に置き換えることで、心理的に脅威との共生を可能にするのだ。
《道祖土神社》は明確な根拠をもって設置されたものではなかったが、この作品が呪術的必然性をも
ったのは、設置した後からのことだった。小夜戸には、一本の道が、隣の桐生市黒保根町（旧黒保根
そ う り

村）からみどり市東町沢入まで続いている。足尾銅山の鉱石を運ぶためにつくられた「銅（あかがね）街
道」385と「わたらせ渓谷鐵道」に並行するように、それらからすれば、ちょうど渡良瀬川を挟んだ対岸に１
本の道が走っている。小夜戸にある数々の史跡が示すように、その道は古くから人が歩いたことによっ
てできた道であり、本道である「銅街道」が土砂崩れなどで通行できない場合の裏街道であった。
豊郷神社と同じく、小夜戸地区にもうひとつある神社、稲荷神社の配置を見ると、今日と現在とで、そ
の道が少し変わったことがわかる（図８６）。

図 86 小夜戸：稲荷神社 略図

稲荷神社は、現在の道すじから見れば、まったく逆さまの状態での配置となっているが、鳥居を正面
としたとき、かつての道すじが分かるのだ。稲荷神社の案内板には、小夜戸の石灯籠や石碑などは、周
辺地域とは異なる様式で造られていることが記されている。日光東照宮の建立に携わった石工や木彫
師が、峠を越えて足尾へとやってきて、小夜戸に住み着いたと言われている。

384
385

２００９年７月。
現在の国道１２２号線。
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6.２.４ 仮想する ― 《M r. & M s. Mist》
《Mr. & Ms. Mist》（図８７）は、群馬県吾妻郡中之条町での「中之条ビエンナーレ２０１１」で、沢渡温
泉地区で発表した作品である。中之条という町がどういった町なのか、と十分に知り得る機会のなかった
．�．�
私には、中之条に対してリアリティが持てなかった。たとえば足尾に見るコミュニティ性（５.３.３）や、わた
．�．�
らせ 全体の歴史的な意味性に比べたら、中之条のそれらは目には見えにくい状態であった。美しい森
林に山々、広がる田畑と、美しい「田舎」そのものであった。また富岡製糸場に関連する群馬県の農村
における養蚕集落といった伝統性もあった。これは小夜戸地区（５.３.４, ６.２.３）にも似ていた。しかし違
ったのは、中之条での余所者の受け入れ方であった。

図 87 《Mr. & Ms. Mist》より
２０１１年 ポリエステルにレーザー出力 サイズ可変
中之条ビエンナーレ２０１１（群馬県吾妻郡中之条町沢渡）

中之条には大小さまざまな温泉が湧出し、また東日本で最も有名と言ってもよい草津温泉（吾妻郡草
津町）と隣接している。江戸時代以前から、療養のために温泉を訪れる湯治客が絶えなかった。つまり、
中之条という町に入りこむ余所者は、温泉を目的とする〈旅人〉なのだ。
中之条ビエンナーレで美術を行なうという使命を帯びさせられながらも、私もまた旅人という余所者で
あった。私とこの地域の関係は旅人として訪れる者と、それを泊める温泉宿の人々、といった関係が相
．�．�
応しいと感じ、私は徹底して旅行客を演じ続けた。アーティスト向けの滞在施設の利用を一切行なわず、
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ごく普通に、温泉宿に泊まり、作品を設置していったのである。
．�．�．�
演じることは、何かを自分の身体に憑依させることでもある。温泉に入ること、温泉宿に泊まることは、
．�．�．�．�．�
旅人でも住民でもない、第３の目的（美術）をもったアーティストを、旅人へと同化させることである。実際
に、どこの温泉宿に泊まっているか、ということを地域住民に伝えるだけで、温泉というキーワードを通し
て、地域住民の態度は一気に私を受け入れるものに変わっていった。これは憑依のリアリティで示したこ
．�．�．�
とのように、旅人を演じることで、そもそもアーティストに馴染みのない人々が、余所者を受け入れる糸口
をとなったのである。これは地域住民の余所者観というリアリティを、私自身に憑依させることであった。
、、
そしてさらに《Mr. & Ms. Mist》では、中之条での歴史上、最も偉大な〈旅人〉の若山牧水386を憑依
させる。牧水は「みなかみ紀行」で、長野県小諸町から群馬県水上町までの道中、草津温泉の後に、花
敷温泉、沢渡温泉、四万温泉と中之条町に点在する温泉を訪れ、これら温泉への雑感と道中の自然美
に短歌を詠むなどしている。無論、牧水はこうした温泉すべてに賛辞を述べているものではないが、自
然美の中に、旅人とそれを受け入れる温泉宿の人々や、旅人である牧水一行の滑稽とも思える問答が
繰広げられる場面もあった。

帽子に肩にしつとりと匂つてゐる日の光をうら寂しく感じながら野原の中の一本路を歩いて
ゐると、をりをり鋭い鳥の啼聲を聞いた。久し振りに聞く聲だとは思ひながら定かに思ひあたら
ずにゐると、やがて木から木へとび移るその姿を見た。啄木鳥である。一羽や二羽でなく、廣
い野原のあちこちで啼いてゐる。更にまたそれよりも澄んで暢びやかな聲を聞いた。高々と空
ま

に翔ひすましてゐる鷹の聲である。

白木なす枯木が原のうへにまふ鷹ひとつ居りて啄木鳥は啼く

溪向うもそゝり立つた岩の崖、うしろを仰げば更に膽も冷ゆべき斷崖がのしかゝつてゐる。崖
から眞横にいろいろな灌木が枝を張つて生ひ出で、大方散りつくした紅葉がなほ僅かにその
小枝に名殘をとゞめてゐる。それが一ひら二ひらと絶え間まなく我等の上に散つて來る。見れ
ば其處に一二羽の樫鳥が遊んでゐるのであつた。

樫鳥が踏みこぼす紅葉くれなゐに透きてぞ散り來わが見てあれば

昨日の通りに路を急いでやがてひろびろとした枯芒の原、立枯の楢の打續いた暮坂峠の
大きな澤に出た。峠を越えて約三里、正午近く澤渡温泉に着き、正榮館といふのゝ三階に上
若山牧水（１８８５年〜１９２８年） 歌人。余談ではあるが、牧水は息子に旅人（たびと：若山旅人も歌人）と名付けるほど、旅を
愛していた。

386
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つた。此處は珍しくも双方に窪地を持つた樣な、小高い峠に湯が湧いてゐるのであつた。無
色無臭、温泉もよく、いゝ湯であつた。此處に此の儘泊らうか、もう三四里を歩いて四萬温泉
へ廻らうか、それとも直ぐ中之條へ出て伊香保まで延ばさうかと二人していろいろに迷つたが、
終に四萬へ行くことにきめて、晝飯を終るとすぐまた草鞋を穿いた。
（若山牧水『みなかみ紀行』より 抜粋）387

私は牧水のように、中之条の温泉を廻っては、彼が歌に詠んだであろう景色を見て、彼の詠んだ歌の
内から名詞のみを抜き出し、それらをその景色へと戻していく。「双方に窪地を持つた樣な、小高い峠」
の脇を通る細道には、雨が降れば沢となる、湿った谷間がいくつもある。その谷を廻る白い無数の布の
帯には、抽象化、概念化された景色―言葉―が綴られ、白布とともに谷を渡る風に揺れるのだ。
風が吹けば雨が降り、雨が降れば沢ができる。沢によりいくつもの境界ができるが、白布の帯（とそれ
ま

に綴られた景色）は、風に吹かれ優美に「翔ひすまして」、風が谷を渡り、沢を渡ることを知らせる。
ま

私が旅人を演じることなど仮想に他ならない。しかし、面をつけた私が「翔ひすまして」いるのではなく、
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
布という物質が、私（と憑依した若山牧水）のリアリティからなる概念を纏い、旅人の態を演じたのだ。

6.２.５ 〈メタ〉の可視化 — 《閾／threshold》
WAP（５章）で述べたのは、アーティストという人物がいかに地域の人々の主体を取り込み、また地域
の人々へと主体が遷移していくのか、という、協働とも言われる呪術化のプロセスである。その前提とし
て、WAP という主体は限りなく透明であった。これは絵画の鏡像的性質が拡張的に、アートプロジェクト
へと転用されたことによる。そして鏡像的性質の深部には、憑依のリアリティが存在する。
《閾》（図８８）は、アートプロジェクトに対するこうした考察と並行しながら行われた、完全にサイトスペ
シフックなインスタレーションである。
閾（しきい）とは敷居のことであり、つまり何かと何かを分ける境界であり、作品へ、生者の視界と死者
の視界の差異・境界という意味で名付けた。また、これは見える／見えないといった境界でもある。こうし
たテーマを受け、本作は風景のための葬送（の場）、というコンセプトをもつ。
《閾》は、写真のみでは、その作品の中核へと迫ることは不可能であり、また言葉でそれを補完しても
不完全である。鑑賞者の〈見る〉という行為によって発生する体験性自体が作品でもあったからだ。
一見（とはいえ暗闇なので実際には何も見えない）すると、何も物が置かれていないように見える空間
．�．�．�
に鑑賞者は入る。目が慣れてくれば、無数の白い線が部屋の中に見えてくる。しかし、線に触れようとし
．�．�．�
ても実体がなく触れない。白い線は室内で焚かれた香の煙が、壁面に施されたピンホールから映し出さ
れた太陽（の光の連続が線となって見えている状態）なのである。そしてさらに目が慣れてくると、徐々に
「青空文庫」 − 『みなかみ紀行』 − 若山牧水（２００４年）（底本：「現代日本紀行文学全集 東日本編」 ほるぷ出版、１９７６
年）〔http://www.aozora.gr.jp/cards/０００１６２/files/４６４９_１５５６２.html〕 （最終検索日：２０１３年８月２４日）

387
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周囲の壁面や床、天井へと、無数のピンホール映像が映っているのがわかるようになる。
暗室となった部屋は、言わば、墓場の棺の内であり、その中に映し出される像は棺の内で、わずかな
隙間から漏れ入ってくる光によって映し出された、死者が見ている映像である。しかしピンホールにより
映し出されるのは、左右上下が反転したとはいえ、現実の、（室内から見た）外の世界なのである。

図 88 《閾/threshold》
２０１０年 光、寒冷紗、煙、ほか サイズ可変
WATARASE Art Project ２０１０ サイドストーリー −現代美術どーのこうの−（栃木県日光市足尾町掛水）

内にいながらにして外を見る。内／外も、生／死も、この部屋では反転するのだ。
しかし、この空間全体が、言わばピンホール映像を投影するスクリーンの内部にもなっている。像を映
．�．�．�
すために必要な平面の中に鑑賞者は入ってしまうのだ。ゆえに平面に映されれば、白い線は点となり、
太陽であることが容易にわかるのだが、このスクリーンとなる平面に奥行きをもたせ、横から見ることで太
．�．�．�
．�．�．�
陽の光は白い線 となる。これは光が連続した点、つまり無限の時間が連続することで白い線 となってい
るのだ。
．�．�．�
《閾》は、触れ得ることのできない時間の可視化（白い線 ＝時間の連続）でもあり、また閾（＝境界）そ
のものの内に入る。これは像を映す平面の裏に潜む奥行きへと入ることである。《閾》をしつらえた場自
体が、境界の内、となっているのである。そしてこのことが、境界そのものが無くなった状態、つまり境界
と同化している状態なのだ（図８９）。
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図 89 《閾/threshold》 の図解

平面に映された像、つまり私たちが網膜を通じて認識する表層は、本

２０１０年のプランドローイングに加筆

来はこうした光の連続の一瞬を切り取っている。
すなわち、客観という、外から見たもの・ことに対する認識は、表層に映る一瞬（停止した時間）なので
ある。視覚に依存した写実的なリアリズム、また、実存型のリアリティ（劇場のリアリティ, ２.４.１）は、停止
した時間を可視化する表層がなければならない。しかし《閾》は、表層に隠されていた奥行き―時間の連
続―といった〈表層の内側のものごと〉を可視化し、かつ停止した時間という表層の内に入る。すなわち
絵画の鏡像的性質のみでは表すことのできなかった〈メタ〉を可視化しているのだ。
客観、つまり〈見られる〉という客体面は、現実から切り取られた表層に過ぎず、それは現実からの分
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
化、すなわち流動的な現実（不可視な時間の連続）と、可視であるが静止したものとに分けられてしまう
ことを意味する。《閾》は、棺の内で見ている死者の視覚のメタファーでもあり、棺の内にいる死者の〈見
る〉という主体領域でもある。しかし死者は棺に隠されていることで、〈見られる〉という自身の客観・客体
を伴わずに存在してしまうのだ。可視性に依存しない死者は、透明な主体でもある。
現実の認識（リアリティ）は、こうした境界の内に入ること（境界そのものとの同化）によって、透明な主
体―死者のリアリティとしての視覚―を手に入れることができる。これは憑依のリアリティを具体化したもの
であり、境界により成立するもの―表層・客観・見られている側・行為の対象―による証明を伴わず、可視
性に依存しない。また時間の停止という客観の虚偽性をも暴く。
憑依のリアリティは、表層（可視）の向こう側—〈メタ・不可視〉の世界—への“渡り”を可能とし、私たち
が可視であることによって認識してきたこれまでの世界の虚偽性を表し、また表層の向こう側から、これ
までの世界を見ることができるのだ。
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6.２.６ “渡り”の絵 画 ― 《reverse mountain》

図 90 《reverse mountain》より
右 《reverse mountain ０２》 ２０１３年 木枠に綿布、墨、油彩、シリコン １８１.８×２２７.３cm
左 《reverse mountain ０３》 ２０１３年 木枠に綿布、墨、油彩 １８１.８×２２７.３cm

絵画における鏡像的性質への懐疑は、端的に述べれば、鏡に映った自分は本当に自分なのか、と
いった疑問である。鏡に映る私が真実である、と証明する術はなく、鏡には（左右が逆になっているが）
私が映っていることを前提条件としなければならない。本来はリアリティを構築するための前提、言わば
仮定的な条件であり、そうではない―鏡の前に立っても私が映るとは限らない―可能性もあったのである。
．�．�．�．�．�．�．�．�．�
しかしこの、そうではない可能性は、宗教絵画に始まる写実的絵画など、聖書の内の見えざる世界を可
視化する方法を、また、写真や映像というヴィジュアルを伝えゆくメディアの発生を経て、認識の内から
．�．�．�．�．�
忘れ去られてきた。鏡像的性質は、現実をほぼ正確に映しとっている、とされ、可視化されたヴィジュア
ルの正確性が、すなわちリアリティ（劇場のリアリティ）であるとされた。しかし、私がここまで長く述べて来
た辺縁やアートプロジェクトでのリアリティは、可視のリアリティではない不可視のリアリティがあることを示
唆している。本論では、リアリティの前提条件—可視以前の段階—へ、と視点を向け、そこから憑依のリ
アリティがあることを見出してきた。
《閾》（６.２.５、図８８、８９）では、こうした憑依のリアリティの所在は、客観（という表層）の内にある主体
領域に存在する、時間の奥行きといった〈死者の視覚〉へ結ばれたが、この思考を再び鏡の表層、つま
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り形式的な意味での絵画という枠の内に戻す。可視の対象としての客体的な絵画ではなく、むしろそれ
自体が主体を持つ、つまり私という主体が絵画の表層に憑依したものへと帰結する。
こうして《Twin Peaks》（６.２.２、図８３）による、支持体が依り代となった〈絵画〉を経て、《reverse
mountain》（図９０）を描いた。山々を描いていることは、信仰の類型である山岳信仰が下書きとされて
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
いるが、同時に、いくつもの景色を通り過ぎてきた私が、辺縁へと近づき、辺縁を憑依させて、鏡の前に
．�．�．�．�．�．�
．�．�
映っている姿 でもある。可視の像として定着 されるわずかに手前の、また、可視のわずかに後、面を着
脱する瞬間の時間的奥行きが意図された〈絵画〉である。
面をつけるその瞬間に、死者の視覚—憑依のリアリティ—へと移行する。面をつけ、誰もが見ることの
できる可視な〈神〉の姿になる直前、または面を脱ぎ人へと戻るその瞬間の、憑依というリアリティによる
“渡り”を行う姿である。これは表層と〈メタ〉を行き来する、“渡り”の境界から見ている景色なのだ。

6章３節 映るから移すへ ― アリスという結末

１章で、鏡像的性質への懐疑の呼び水となった谷川の論考では、アリスのファンタジー 388とナルキッ
ソスの神話も挙げられている。

アリスはやすやすと（鏡の）向こう側へ移って遊ぶことができたけれど、ナルキッソスの場合
にはそれはかなわなかったということである。移ることは鏡面が水面と化すとき可能だが、水面
、、
、、
が鏡面と化すときには不可能になる。これは、いうなれば、映ることが移ることに直結しない悲
劇なのである。
（谷川渥 『鏡と皮膚』 p.４２）

アリスとナルキッソスに共通するのは、それはどちらも鏡面を介していることだ。この２人の人物は架空
．�．�．�．�．�．�．�．�
の存在でありキャラクターである389が、２人の物語はそれぞれに実在する。しかし鏡面の認識の違い に
よって、結果が異なったのだ。
ナルキッソスは水面に映った自身の姿に、自身と知らずに恋をする。しかしそれが自分自身であった
ことに絶望する。ナルキッソスは水面という現実に絵画の鏡面性を見出す390が、それが再び現実には引
き戻されないことを知る。水面の鏡面化は、例えば絵画において、絵画が現実を映すといった媒体性
（鏡像的性質）に似る。しかし鏡面化は、この映された現実という可視化が孕む虚偽性の罠に陥るのだ。

388
389
390

ルイスキャロル『不思議の国のアリス』 １８６５年、 『鏡の国のアリス』 １８７１年
実際のアリスにはモデルとなったアリス・リデルという少女がいた。
谷川はまた、アルベルティが『絵画論』（１４３６年）でナルキッソスを「絵画の発明者」と書いたことに言及している。
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確かに絵画は現実を映すのだが、絵画そのものの現実として物質性があることで、鏡面というイメージの
内へは入っていけないのである。つまり物質的側面での、絵画／現実という境界を新たに成立させてし
まうのである。
しかしアリスは、そもそもアリスが見ていた不思議の国での冒険物語はすべて夢であり、夢であること
によって鏡面を水面と化して、その水の奥深くへと入ることができたのだ。アリスにとって鏡面とは、現実
の中で自らを取り巻く水や空気のような、可変性があり不確かなものであったのだ。アリスにおける鏡は、
もはやアリス自身を取り巻く皮膚そのものである。アリスが夢から目覚めで安堵する391ように、アリスの鏡
は自らの主体の内にあり、アリスはこの主体の内で、鏡面性との同化を果たすのだ。もちろん、これはア
リスに一種の架空性、偶像性があることで可能となっていることかもしれないが、アリスは鏡面という客体
に依拠するリアリティを、自己の皮膚へと同化させるリアリティがあることを表しているのだ。
ナルキッソスの場合、皮膚の認識は、鏡像は自己の身体という皮膚を映したものであることから、自己
のイメージが他者（客体）にはなり得ないことを表してもいる。主体はどこまでも行っても主体といった、ナ
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
ルキッソスの自己認識は、孤独という絶望になるのだ。しかしアリスの場合、鏡に皮膚を映すのではなく、
．�．�．�．�．�．�．�
鏡を皮膚に移すのである。アリスは客体を主体に与える、または客体を主体へと移す、主体の透明化を
果たすことにより、物質的にも絵画の表層をすり抜けられることを表したのだ。
アリスは鏡に自己の像を映すことではなく、鏡そのものを皮膚として纏うことにより、どこにでも行けるよ
うになったのだ。しかし鏡を纏うにはどのようにすればよいのか。この疑問に、アリスはこう答えている。
、、、
つもりごっこよ。そこに抜けていく方法があることにしましょうよ、キティ。この鏡がガーゼみた
、、、
、、
いに柔らかくなって通り抜けられるつもり よ。あらっ、ほんとに、鏡がもや みたいになっていく
わ！
（ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』 高山宏訳より）

アリスが発見したのは、鏡面がガラスであり、ガラスはまた透明でもある、という物質としての透明性な
のである。鏡面の反映性、つまり現実を映す媒体としての絵画の機能を示したものではない。またアリス
、、
が手に入れた皮膚化した鏡面も、実は透明なガラスに似たもやなのである。つまりアリスは皮膚も透明で
、、、
ある。つまり、透明とは、ここにはあるがここにはない、仮想による「つもり」なのだ。
アリスという透明な皮膚を持った主体は、もちろん容易に絵画（鏡面）をすり抜けていくが、アリス自身
．�．�．�．�．�
が絵画のような媒体（鏡面体）となるには透明過ぎるのである。アリスは決して鏡には映らないのだ。
繰り返しになるが、アリスは鏡の向こう側を夢見てすり抜けていくものの、その結末が夢であったことに
安堵するのだ。アリスの鏡は夢の中にしか存在しない。つまり、アリスが鏡の向こう側へ“渡り”を行なうの
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『不思議の国のアリス』の結末は、アリスが夢の国で絶体絶命の窮地に立った時に、夢から目覚める。
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は、夢—現実とは向き合わないままの絵画—の中でのみ可能なこととなる。これは絵画の内であれば、
イメージはどんな物質にも、物質はどんなイメージにも同化することができる、とする、絵画のイリュージョ
ンの肯定でもある。しかし、それは絵画の内でのみ成立することであり、それらが現実へと拡張すること
はない。
、
絵画の内に潜む、呪術的な憑依のリアリティは、アリスが語るように鏡の向こう側へ「通り抜けられるつ
、、
、、、
もり」という、仮定のうえで成り立つ危うさなのである。絵画の「つもり」によって発生するリアリティは、まさ
、、、
に呪術が呪術として、不可視なものをそこに在る、と、平然としてしまうことに通じているが、「つもり」によ
って出現する像は透明で、鏡には映らないのである。
、、、
ニライカナイの伝承は、海の向こう側に理想郷的な島などないのに、そこに在る、という「つもり」が、な
いものを在ること—現実—としてしまう。しかし劇場のリアリティ（写実性による主客を伴うリアリティ）は、こ
れをそんな島などない、と否定するために存在してきた。この劇場のリアリティへの虚偽を唱えた今日、
、、、
私たちは認めなければならない。「つもり」の上で成り立つ憑依のリアリティもまた、現実である、と。
．�．�．�．�．�．�．�．�
仮にアリスが本当の人であって、鏡面を、ある何か魔法のようなもので水とすることができたとしよう。ア
リスは水の中へと入る。アリスは呼吸もせずに水の中で夢を見る。そしてこの夢を見ているアリスを誰も起
こしはしない、アリスが永遠に夢を見ていられるように。すなわちこれは、アリスの死である。
、、、
向こう側へ「通り抜けられるつもり」とすることが、呪術による絵画の始まりであり、実際に向こう側へ行く
、、、
ことは死である。この死の国からの視線になることもまた、「つもり」に他ならない。
、、、
、、、
すなわち絵画による“渡り”は「つもり」、向こう側を見ようとすること、向こう側へ行った「つもり」、なのだ。
でなければ、本論の結末は、現実のアリスが水底で彼岸の地へと“渡り”を行なうこと―アリスの死―となっ
てしまうのだ。

―――――――――

アリスは、鏡の向こうに不思議の国を見た。この不思議の国へと行く方法をなんとか考えてみようとし
たが、いっこうに分からない。時間ばかりがどんどんと過ぎてしまう。アリスは招待された不思議の国での
お茶会の時間が迫っていることにヤキモキしながら、鏡の向こう側へ抜ける方法をいろいろと探った。
ゴージャスな額に縁取られた鏡には、自分の姿は映らずに、不思議の国が映っている。アリスはどうし
てもこの不思議の国へと行きたい。しかし、その方法がわからず終には途方に暮れ泣き出してしまった。
しかし泣き出してみて、はじめてわかる。
鏡に映っていた不思議の国は、アリスの涙に濡れてドロドロに溶けていったのである。そして表れた真
．�．�．�．�
の、そう本当のただの鏡には、美しくなくそして少女でもない、アリスには到底見えない人物が映ってい
た。
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アリスはその姿を見て絶叫する。「誰だ、これは」と。しかし鏡に映る人物もまた、孤独という涙に濡れ
ているのだ。そしてアリスは、その人物こそ自分であることに気付く。そしてよくよく見てみれば、アリスは、
．�．�．�．�
鏡に映ったこちら側の景色もまた、悪いものではないな、と思う。

アリスの物語の結末は、本当はこんなところだったのだろう。
では、アリスとはいったい誰か。
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よぎ

過 りの こと ― お わ りに
もうひとつの結論
アリスという、唐突な結末に困惑していることを想像する。これは本論の結論ではなく〈物語〉のあるひ
とつの結末である。ここまで書いたところで、私の中でも当初は予定していなかった結末で終わらなけれ
ばならなくなったのである。どこで道を誤ったのか、と考えてもみるが、それは過ぎたことでもある。誤りと
あやま

よぎ

は 過 りでもあるのだ。そして通り過ぎてきた道を思い返そうと、記憶の景色を過らせる。
、、、
私は本論を絵画論である、と称した。つまり、本論は絵画論という「つもり」をまず行なったのだ。そして
最後には再び絵画へ帰結するとの予言も行なった。
、、、
しかし、この「つもり」によって、劇場のリアリティと憑依のリアリティを表出させた。３章における呪術的
景色への旅は、憑依のリアリティの現場めぐり、またいくつかの美術表現の類例を示した。道の途上で、
まつりという行為と精神性に、ディアスポラ（故郷流離性）の発生に、また聖と俗の反転―といった、境界
に接することで行なわれる数々の事例は、まさに、他者のリアリティに自己を溶け込ませる、または自己
のリアリティを他者へと移していく憑依、つまり“渡り”の事例である。
これらを元に、４章でアートプロジェクトを俯瞰しつつ、５章で WATARASE Art Project（WAP）の実
践を述べた。WAP では、ことさらに呪術を取り出す必要はなかったが、WAP で、また WAP の背景とし
て、協働といったキーワードが現代における呪術といっても過言ではないほど、自己と他者の同化を可
能にしていった。また協働性といったキーワード以上に、アーティストと地域の、主体レベルでの関係性
に軸を置いた、アートプロジェクトの論考としてはこれまでにないものであった。
しかし５章についてもっとも重要なのは、実際の現実としての話でありながら、私は私自身であるミナ
ガワという人物を、本論の中で仮想したのだ。よって５章はミナガワという人物の物語を、私が見ている、
という状況であったのだ。物語そのものは仮想ではなく、またミナガワという人物も実在する私なのだが、
、、、
ミナガワという一種の仮想—「つもり」—の視点が、まさに〈私が映る鏡の内（ミナガワ）へと“渡る”こと〉を
生み出した。同時に、５章から６章へと跳躍するさまは、その真逆の“渡り”であったのだ。
、、、
そして「つもり」という仮想のまま、アリスの死—絵画は夢の中でしか同化できない—という不条理な結
末へと至る。

本論は絵画に向かって進んでいる、との方向性を示しながらも、およそ、絵画らしくないことばかりを
述べ煙に巻いているかのような遠回りをしながらも、絵画とそれ以外の結節点を探してきた。
これは私が人にものごとを話す時に似ていて、私には結論が〈見えている〉が、他者にはそれが〈見え
ない〉。その状態のまま突き進むことで、大概の人は眠気を覚える。私にはそれとなくアリスの死が見え
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ていたのだが、それはアリス自身も気付かないまま、同化と憑依の〈物語〉はどんどんと進行していく。
延々と、呪術、境界、辺縁、協働といった、絵画には何ら関係の無さそうなものごとを提示したのは、
、、、、、、、、
それが絵画の外であったからだ。そして呪術、境界、辺縁、協働といった、絵画には何ら関係の無さそう
、、、、、、、
なものごとは、絵画の外、とされていたが、本論によって絵画の内となり、また表層へと表された。
ラス・メニーナス

しかし、１章で谷川の論考を引用しベラスケスの《侍女たち》を挙げたが、実は既に結論めいたものは
ラス・メニーナス

提示していたのである。私は《侍女たち》について、「〈見えないモデル〉は、画中の画家に〈見られてい
る〉ことで〈居ること〉になってしまっているのだ。それどころか、画中の登場人物の大半、犬の視線でさえ
．�．�．�．�．�
も〈見えないモデル〉へと注がれている」や「〈見えないモデル〉が誰であったのか、すべてはオモテを隠
．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�．�
されたキャンバスのオモテに隠されている」392 といった考察を行った。このときすでに絵画そのものが主
体を持った存在となり、「この絵を〈見る〉という行為は、彼ら画中の人物に〈見られる〉ことになる。本来
〈見られる〉対象、つまり客体のみであった絵画が、〈見る〉主体に変化している」393としていた。〈見えな
いモデル〉とは、絵画の鏡像的性質への懐疑の象徴でありつつ、絵画の内からの視覚をも意味する。疑
惑と同時に、絵画の内からの視覚を絵画として描く、という可能性を提示していたのだ。
６章での自作の展開はこの〈見えないモデル〉を描こうとしたとも言える。私の絵画はこうした不可視の
景色を（認識的に）可視化したものである。
谷川は、「気をつけなければならないのは、そのこと（表層の崩壊と呼ぶべき兆候がいたるところに現
れている）で『本質』へ、『深み』へ、『内部』」へ、『内面』へ、あるいは『背後世界』へ還ろうとする安易な
動向に与することだ。避けるべきはもっともらしい二元論への信仰と一方から他方への逃走である」394と
している。本論は、ともすれば「もっともらしい二元論」や「『背後世界』へ還ろう」としている論考もあるが、
〈鏡〉という表層の内／外に執着しつつ、それらの内／外の認識を変えることで、内／外でさえなかった
ものまで〈鏡〉へ取り込んだ。この〈鏡〉とは絵画の表層のことである。同時に「もっともらしい二元論」の境
界により分けられた内／外の内ではなく、それらを隔てる境界（／）そのものの表層へと“渡った”のだ。
冒頭で川辺の話を出したように、私は向こう岸へと渡ろうとした。しかし気付けば、いつの間にか川を
渡っていた。いや、むしろ川など渡っていない。渡る術を探そうと川の内の浅瀬に足を入れてみたもの
の、向こう側への肉体的移動（move）は行わずに、視線の認識的移動（warp）を行っていたのである。
境界との結節点に生じたある種の論理の歪み（鏡像的性質への懐疑）を利用し、向こう側へと視線の
、、、
み移動する。そして向こう側からこちらを見る、という「つもり」によって、絵画の内／外、始まり／終わりも、
絵画という表層に憑依させたのだ。
、、、
この結論は、やや強引で暴力的なものかもしれない。しかし呪術的見地では「つもり」は正当であり、
今日のリアリティの基底層として存在し、かつ平然と行われてきたことである。

392
393
394

１章２節 p.１５
１章２節 p.１６
谷川渥 『鏡と皮膚』 筑摩書房, ２００１年, p.２７０
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最後に示した、アリスの物語の本当の結末は、完全に私が創作したものである。しかしこれが本論す
．�．�
．�．�．�．�
べてを言い含めている。〈鏡〉は現実を映すとは限らないが、それでもそこに移されるものは現実なのだ。
すなわち、絵画という〈鏡〉の表層は、“渡り”という憑依によって、リアリティの境界ではなくなる。

ルナの物語
これは WAP（５章）の後日談のようなものである。
２０１１年の秋から、私は自分の住まいを足尾（栃木県日光市足尾町）へと移した。これまでは WAP の
ために行く、向こう岸であった場所が、今は私の住む、此の岸となっていた。
折しも、この文章を書いている２０１３年８月末は、子供たちの夏休みが終わる頃と重なっていた。足尾
の子供の数は、現在、小学校の生徒数は全学年合わせて１００人程度、中学生は３０人に満たない。２０
１３年に足尾中学校の１年生になった子供の数は、わずか６人。しかし小学校の卒業時点では１１人で
あった。この、ほぼ半減してしまう理由は主にスポーツである。足尾中学校には個人競技であるテニス、
卓球しか部活動がない。これを理由に、他のスポーツ（たとえば野球、サッカー、バレーボールなど）を
やりたい生徒（特に男子生徒）は、他地域の中学校へと学区の越境入学をする。
そんな中、足尾中学校に〈残る〉という選択をとった子供に、ルナという少女がいる。彼女との出会い
は２０１１年、K や R といったシンブンシャ（５.４.７、p,１３５〜１３９）に集まる子供たちのひとりで、K などか
ら見れば、一学年上の「お姉さん」395であった。
２０１１年当時小学５年生であったルナは、写真を撮るのが好きな少女であった。母親の職場の友人
からもらったコンパクトデジタルカメラを持って、よく写真を撮って歩いていた。しかし彼女の写真は奇妙
なのだ。
２０１２年「PARADE」展においてルナは、私のもうひとつの顔（WAP ディレクター）にとって、秘策の
ひとつであった。年齢を伏せることを条件に、本人の意志から「PARADE」展にアーティストとして参加さ
せる。６年生になったルナの写真は、花や動植物といった身の回りの鮮やかな自然を映していた１年前
から進化し、影に彩られていた。しかし陰鬱なのではなく、影はおよそ小学生が撮ったとは思えない艶
かしいツヤを帯び、また彼女はそれを意図的な構図396により引き出していた。死に体となった足尾の町
で、その死の翳りを携えながら、それでも生きている生命―鮮やかな色―を引き出す。色とは、ものの色
でもありながら、生命の象徴でもある。
ルナは、「PARADE」展において、当初「写真を全部切り裂いて展示したい」397と話した。最終的にそ

ルナの他に、ルナの同級生らもシンブンシャにはよく出入り、シンブンシャのリーダーとされていた K や R の保護者（H.T 氏や
O.J 氏など）は、ルナら上級生の存在を「お姉さん格がいてくれると（K や R が）いろいろやりやすい」と称していた（２０１１年８月）。
396 本人は構図という意味を知らないが、ファインダーをのぞくときは、本人曰く「はじっこにちょっとコレを入れたり」と、必ず四隅で
見切れてしまうものを意識している（２０１３年１月）。
397 ２０１２年９月、渡良瀬社宅での展示用に出力した自身の写真を見て。気に入らなくて「切り裂きたい」としたのではない。
395
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うしたインスタレーションにはならなかった（図９１）が、彼女が選択したのは、もともと写真を撮ったときと
同じ角度、同じ位置で鑑賞者が写真を見られるよう、彼女自身が展示作業を行っていった。引き出しの
中の工具を写したものは台所の引き出しに、暗がりの中でマニキュアを塗る少女たちの手元を写したも
のは押入の奥に、洗面器に張られた濁った水に映るエビや他のシンブンシャの子供たちの鏡像の写真
は床に、と。

図 91 「PARADE」 − ルナの展示会場
（撮影：２０１２年９月）

彼女にとって、ファインダーをのぞく398こと、またカメラの液晶に映る、目の前で動き続ける〈もうひとつ
の現実〉にこそ興味があるのであって、紙に出力されたり、また額装された写真、もはや静止した視覚は
〈現実〉ではないことを本能的に理解していたのかもしれない。展示作業を行う彼女は、写真の中で止ま
った時間を現実へ引き戻すようであった。また、鏡像反射を起こしている物質や状態を撮ることがしばし
ばあるが、その時、必ず自分の鏡像がカメラの画角に入らないよう慎重に撮影位置を調整している。彼
女の〈見る〉主体は、〈見られている〉客体に対しては透明でなければならないのだ。
彼女は写真という物質が好きである、というわけではなく、写真を撮ることが好きなのだ。目の前の現
実はカメラからのぞくことで〈もうひとつの現実〉となる。これは〈向こう側〉をのぞいていることで、カメラか
、、、、、
ら顔を上げれば、それらは再びただの現実に戻ってしまう。しかしだからこそ〈楽しい〉のだ。〈もうひとつ
の現実〉を経て目覚めた後の現実は、いっそう鮮やかな発見をもたらしてくれる。
ルナはアリスもナルキッソスもなし得なかった、鏡の向こう側に入るのではない、ただ向こうを眺めるだ
けで、此の岸も彼の岸も繋がること、〈映る〉と〈移る〉さえも同化を果たしていることを伝える。

２０１３年の８月末、中学生になって初めての夏休み。ゆとり教育の反動で、増える一方の宿題に追わ
れ、ルナは夏休みに遊んでばかりいたことを後悔しているようだった。彼女の宿題である「作文」の面倒
を見ながら、私もまた、本論という夏休みの宿題の「作文」に追われていた。
かつてウエハラが WAP を「私にとっては楽しい夏休み」と語ったが、本論を書き終えることで、私の長
２０１２年１１月に、ルナは小学校内でのマラソン大会：女子の部で優勝し、約束されていた祖母からのプレゼントとして簡易な
デジタル一眼レフカメラを手に入れている。
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い、永遠とも思えた夏休みが終わる。私にとって、かつて足尾は夏休みのような非日常で、WAP を行な
うのはそうした非日常に私の日常を移していく作業であった。そして気付くのは、かつての非日常は、も
はや私の住む日常となっている、ということだ。足尾、という場所を意識した瞬間から、そこがどれだけ非
日常であったとしても、私は、それも現実なのだ、と認識していたのだ。

また２０１３年１１月、ルナは「ゲシュタルト崩壊って何？」と質問してきた。「鏡に向かってね、『お前は
誰だ？』って言うの、そうすると別人に見えてくることがあるんだって」と、中学校の先輩から教えられた
〈都市伝説〉を語った。
〈都市伝説〉は現代における妖怪奇譚であり、不可視を見ようとする、呪術の痕跡である。またゲシュ
タルト崩壊は、文字を長く見続けていると意味を失い、ただの図形の羅列に見えてくることのある知覚現
象のひとつで、全体性を持ったまとまりのある構造から個々の構成部分へとバラバラになってしまうことを
意味する。
本論、そして私の「博士審査展」 399における展示状況は、このゲシュタルト崩壊ギリギリ一歩手前、と
．�．�．�
．�．�
いったものであるのかもしれない。個別なそれらのどれかのみでも私は何か を雄弁に語れると思ってい
る。しかしそれらのどれかのみでは、私の〈絵画〉という全体像を示すことはできない。長く、かつ散漫な
文章となってしまったことを、本論の読者へはお詫びしなければならないが、本論の主題にある〈星座的
鏡面体〉とは、まさにそのようなものだったのである。

昨日あったリアリティは、今日にはもう、私を裏切っている。だからこそ、視覚にまつわるリアリティの旅
として、今日も〈絵画〉を描くことに喜びを感じていられるのだ。

399

２０１３年１２月１５日〜２４日 東京藝術大学大学美術館
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今後の研究課題
本論の、先行きの見えなかった議論の反省点として、今後の研究課題を明示する。
ひとつは、絵画論としながらも、絵画そのものについて言及する箇所が乏しかったことだ。これは意図
的なものでもあるが、ひとつは、私自身が絵画について、深い洞察と研究が足りなかったことにもよる。
絵画を、認識というレベルで語ることはできても、その物質性や現象性といった、絵画が絵画たることへ
の考察が足りないことは、私にとってもひとつの不満となっている。
本論では、絵画から始まり、絵画ではなかったものごとも、認識のレベルで絵画と見なすことには成功
しているが、では「絵画とは何か」といった自問をすれば、その解には行き詰まるのである。しかしこの問
いはやや性急なものでもあり、私が歩んできた“渡り”のように、もうしばらく見つめ続けることが必要だろ
う。
また、本論では相当量の論考を重ねたものの、WAP については、多くのアートプロジェクトとの比較
検証は行なっていない。当初から絵画論としてしまったことで、アートプロジェクトとして WAP を検証す
るには至らないことは予見していたが、当事者である私ゆえの偏った見方であるが、これほど異常であり
得ない（のに在る）アートプロジェクトは他にはないと思われるのだ。また、多くのアートプロジェクトが現
在進行形にあり、その是非については今後も議論されていくと思われるが、アートプロジェクトの反作用
として、より多くのアートプロジェクト否定論も進められるべきである。それは私が WAP というアートプロジ
ェクトの当事者であるからこそ、否定論としての正当性も、より確かなものとなると考えるからだ。また、５
章に登場するミナガワという人物、そしてミナガワのもうひとつの存在である私は、必ずしも幸福な終局を
WAP に求めているのではないことにもよる。幸福な終局とならないよう否定を論じることは、アートプロジ
ェクトという物語を強化するためのものだ。
こうした想像は易いのだが、アーティストとして、またアートプロジェクトの当事者として否定論を展開
することは、文化政策や社会論として価値をつくるのではない、美術としての価値を定義づける重要な
論考にもなるだろう。
いくつもの課題が本論に残されてしまっているが、本論を執筆した充実の時間は、私に確かな手応え
を感じさせた。それはやはり、絵画は私にとって、苦しくとも、真摯に面白さを持てるものだ、という実感で
ある。
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（最終検索日：２０１３/８/２９） ※出典/撮影者：The Prado in Google Erath
− 『三角縁波帯紋四神二獣鏡』 http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:三角縁波文帯四神二獣鏡.JPG
（最終検索日：２０１３/１２/１４） ※撮影者：onaonan（岐阜県）
− 『多島海』 http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:SchärenTurku.jpg （最終検索日：２０１３/８/１１） ※撮影者：Plenz
− 『ノロ』 http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Noro.JPG （最終検索日：２０１３/８/１１）
※原典：岩波書店『沖縄文化の遺宝』より
『wikimedia commons』
− 『ミクロネシア』 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Pacific_Culture_Areas.jpg
（最終検索日 ２０１３/７/２０） ※原典：『Map information based on Vaka Moana: Voyages of the Ancestors』より

〈参照 web サイト〉
内閣府 『日本経済２００６―２００７ ―景気回復の今後の持続性についての課題―』 ２００６
http://www５.cao.go.jp/keizai３/２００６/１２０８nk/０６_０１００.html （最終検索日 ２０１３/７/３０）
竹内直子 『美少女戦士セーラームーンチャンネル』 http://sailormoon.channel.or.jp （最終検索日 ２０１３/８/２８）
WATARASE Art Project 『WATARASE Art Project』
― 『Archive / Artist File』 http://www.watarase―art―project.com/artist―file/list.html （最終検索日 ２０１３/８/２９）
『Arts Vision Network 311』 http://www.avn311.jp （最終検索日 ２０１３/８/２８）
『kotobank』 ― 『モル』 http://kotobank.jp/word/モル （最終検索日 ２０１３/８/２６）

〈初出一覧〉
WATARASE Art Project 『わたらせアジア国際現代芸術祭 WATARASE Art Project ２０１２ PARADE 公式ガイド』
２０１２
アサヒビール株式会社メセナ活動ニューズレター 『アサヒビールメセナ ２１号』 （２００７年７月）
― 『Arts to the future：R(eal) R(ole) P(laying) G(ame) ― WATARASE Art Project ２００７』 ２００７
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補足資料

氏 名 対 応 表 （5 章 ）
文中表記

氏名

来歴など

登場ページ

ミナガワ

皆川俊平

（本論筆者）

p.85〜

アカサカ

赤坂有芽

東京藝術大学大学院修士課程 修了（2009）

p.85〜

東京藝術大学油画専攻 教育研究助手（2013）
美術家
イシイ

石井香菜子

東京藝術大学大学院修士課程 修了（2010）

p.85〜

美術家
コバヤシ

マトバ

ウエハラ

p.85〜

小林加奈子

東京藝術大学 卒（2007）

（作家名：コバヤシ）

WEB・グラフィックデザイナー / 美術家

的場順平

東京藝術大学 卒（2007）

p.40

MOAB DESIGN Inc. 代表取締役（200９〜）

p.85〜

東京藝術大学 卒（2012）

p.85〜

上原和美

東京国際フォーラム 営業部 勤務（2013〜）
イシイ R

石井理絵

東京藝術大学大学院博士後期課程 修了（2011）

p.90〜

美術家 / 美術博士
ニシムラ

西村雄輔

東京藝術大学大学院修士課程 修了（2001）

p.91〜

東京藝術大学油画専攻 助教（2013）
美術家
コイズミ

小泉（澤田）文子

東京藝術大学 卒（2007）

p.96〜

卒業後に進学のため渡米、現在アメリカ在住。
シズメ

鎮目（原田）紋子

東京藝術大学大学院修士課程 修了（2009）

p.99〜

有機農業家 / 美術家
ヒザタテ

膝館理奈

東京藝術大学大学院修士課程 修了（2009）

p.99〜

曹洞宗 僧侶 / 美術家
タナカ

田中（東條）千香子

東京造形大学 卒（2007）

p.114〜

美術家
ハヤシ

林頌介

東京藝術大学大学院博士後期課程 修了（2012）
美術家 / 美術博士
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p.117〜

文中表記

氏名

来歴など

登場ページ

ニシカワ

西川祥子

武蔵野美術大学 卒（2013） / 美術家

p.121〜

アマヌマ

天沼穂乃実

女子美術大学大学院修士課程 修了（2011）

p.121〜

美術家
フルサト

古里麻衣

早稲田大学 卒（2005） / 写真家

p.129〜

モチダ

持田加奈子

東京造形大学 卒（2010）

p.128〜

俳優（有限会社ブレス・チャベス 俳優課）
モンマ

門眞妙

東京藝術大学 卒（2009） / 美術家

p.133〜

タクヤ

田中卓也

足尾を離れ、廃品回収業に従事。

p.129〜

エビ

海老由佳子

美術家 / ダンサー

p.136〜

アカモト

赤本啓護

武蔵野美術大学大学院修士課程 修了（2013）

p.143〜

武蔵野美術大学版画選考 助手（2013）
ハヤマ

羽山まり子

女子美術大学大学院修士課程 修了（2010）

p.145

美術家
キタダ

北田アキシゲ

東京造形大学大学院修士課程 修了（2009）

p.146〜

美術家
シバタ

柴田幸

武蔵野美術大学 卒（2012）

p.146

直島・地中美術館 勤務（2013）
ヤマザキ

山崎安紀子

多摩美術大学映像演劇学科 卒（2012）

p.146〜

オノ

小野真澄

玉川大学 卒（2012）

p.146

デザイナー / テキスタイルアーティスト
ウノ

宇野あずさ

東京藝術大学（2013）

p.146〜

（作家名：うのあずさ）
ヤマグチ

山口貴子

美術家

p.147

モリ

森健太郎

東京藝術大学大学院修士課程（2013）

p.147〜

シマ

島直希

立教大学 卒（2010） / 「劇団しどろもどろ」在籍

p.155〜

WAP へは演劇作品の脚本・演出のみゲスト参加
ムラカミ

村上章子

早稲田大学 卒（2007）

（芸名：村上キヌコ）

俳優（オフィサーエージェント バロックワークス）
WAP へは演劇作品への出演のみゲスト参加
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p.157

文中表記
U.Y

氏名
上村豊

来歴など
東京芸術大学油画専攻非常勤講師（2005,2006 当時）

登場ページ
p.89〜

琉球大学常勤講師（現在） / 美術家
M.A（1）

蓑﨑 昭子

桐生タイムス紙 記者

p.91〜

※WAP / 桐生再演への協力は原則的に地域住民という
立場から。
M.S

松島 茂

わたらせ渓谷鐵道株式会社 代表取締役社長

p.91〜

（〜2010）
退職後は沢入（そうり）地区での市民活動、みどり市観光ガイ
ドボランティアなどに携わる。
K.A

小林 彰

赤倉旧マルサン食堂所有者

p.100〜

喫茶マルサン店主 （2011 年に他界）
Z

—

※プライバシーのため氏名は公表しない。

p.100〜102

Y

—

文筆家 / 桐生市にて書店、ギャラリーなどを経営。

p.101

※プライバシーのため氏名は公表しない。
U.A

上原晃

p.114〜

日光市役所
※WAP への協力は原則的に地域住民という立場から。

F

—

古河機械金属株式会社 足尾事業所 副所長

p.114

※プライバシーのため氏名は公表しない。
H.N

星野直人

足尾の商工業関係者 / 電器店経営

p.119〜

O.J

荻原純

足尾の商工業関係者 / 洋品店経営

p.119〜

I

桑原 イエ

旧桑原利平マンガン工場所有者

p.122〜

H.T

星智久

日光市役所

p.131〜

※WAP への協力は原則的に地域住民という立場から。
K

—

（未成年のため非公表）

p.136〜

R

—

（未成年のため非公表）

p.136〜

M.A（2）

松島昭夫

足尾の商工業関係者 / 板金業経営

p.138〜

タクミ

—

（未成年のため非公表）

p.152〜

ルナ

—

（未成年のため非公表）

p.178〜

なお、エビハラ（p.90）、オカダ（p.90）、ヒラノ（p.90）、オオタ（p.102）、キヨハラ（p.102）、アベ（p.102）、ネギシ（p.102）、テラムラ
（p.102）、タカガワ（p.109）、オオタニ（p.114）、ニシナ（p.121）、タムラ（p.129）、ウエジ（p.129）、コクブン（p.153）については、
本文中で言及していないため割愛。
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WATARASE Art Project 団体および活動概要

WATARASE Art Project （ワタラセアートプロジェクト）

任意団体 / 2006 年 発足
所在地 事務局 〒321-1523 栃木県日光市足尾町松原 5-8
レジデンス 〒321-1502 栃木県日光市足尾町赤倉 5-12
連絡先 090-2171-4878（代表：ミナガワ） info@watarase-art-project.com
web サイト http://www.watarase-art-project.com/

＜事業内容＞
1. 産業遺産・文化財・野外での展覧会を主とした、芸術による観光振興事業
2. 空き家・空き店舗活用による商工業・市民生活の振興事業
3. 空き家・空き店舗活用による、市民活動拠点整備を主とした移住促進・PR 事業
4. 教育機関と連携した、子どもの居場所づくり等の教育関連事業
5. 出版・デザイン・アートコーディネート・ワークショップ事業
6. その他、文化・芸術を用いて文化創造・発掘を行なう地域振興事業

＜発足の経緯＞
群馬県桐生市での産業遺産（織物工場跡）を展示会場とし展覧会を行なう文化活動「桐生再演」（桐生再演 11：2005 年）に作品
出品を行なう作家として参加を行なった 皆川俊平、石井香菜子、赤坂有芽、的場順平、小林加奈子（ともに 2005 年当時 東京
藝術大学油画専攻 3 年）を中心に、2006 年「桐生再演 特別企画『わたらせ渓谷鐵道アートプロジェクト』」を、わたらせ渓谷鐵道
株式会社 および 当時 わたらせ渓谷鐵道 代表取締役を務めた松島茂の協力により開催。
同展覧会終了後（2006 年 10 月）に「桐生再演」から独立し「WAP 実行委員会」の名称で発足する。なお、日光市足尾町赤倉「赤
倉 旧マルサン食堂」を、2006 年当時 足尾地域で喫茶店を営んでいた地域住民から無償提供を受け、以降 活動拠点とし、主
として遊休施設・産業遺産・文化財などを会場として再活用した野外展覧会を行なってきた。

＜組織形態の変化・多様化＞
事業の「企画」を行ない「実行」を外部に委託するのではなく、事業の「企画」と「実行」にわたるすべてを美術作家などの団体構成
員が行なう、自主事業を中心に、現在は、コーディネートや他団体との協働で事業実施を行なっている。
当初はあくまでも展覧会での出品作家のみを組織の構成員に、年 1 回（主に夏期）に野外展覧会のイベントを行なう団体であっ
たが、2009 年までに地域住民の企画参加、参与的協力などが増すとともに、事業の多層化・多様化、また活動期間も足尾地域
を中心にほぼ通年でのものへと変化が見られるようになり、美術作家と地域住民での協働的な組織となり、文化・芸術の視点から、
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幅広く総合的な地域づくりを行なう団体へと発展した。
なお、2006 年から 2008 年までは、東京芸術大学、東京造形大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学など、関東
の主要な美大・芸大の学生らにより組織されてきたが、2009 年以降は 20 代〜30 代を中心としながらも、幅広い年代で組織を構
成している。また、構成員の在住都道府県は東京・栃木・群馬などの関東地区に集中しているが、出身県では広範囲にわたり、
多様な地域を見てきた視点で、地域社会を見つめている。

＜活動の履歴＞

2006 年 「桐生再演 12 特別企画 『わたらせ渓谷鐵道アートプロジェクト』」企画・開催
—「足尾駅 野外演劇『オマツリ』」上演
—「渡良瀬 Camping Train」開催

2007 年 「WATARASE Art Project 2007」企画・開催
—「パフォーマンス公演『モールス』」上演
—「渡良瀬 Camping Train ＋ Cafe」開催
— アサヒビール芸術文化財団 シンポジウム「AAF 学校」-みんな今日は暑いとしか
言わなかった- 講師・パネリスト参加（皆川俊平、小林加奈子、上原和美）
— 足尾町納涼祭 直利音頭 仮装：参加
— みどり市東町花輪地区 八坂祭 水かけ神輿：参加

2008 年 「ワタラセアートプロジェクト 2008」企画・開催
—「鐵道舞踏 ハナノハラハラ」上演
—「渡良瀬 Camping Train ＋ Cafe」開催
—「花輪 ワークショップ ウィーク」開催
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
— みどり市東町花輪地区 八坂祭 水かけ神輿：参加
— 財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団 成果発表会 出席
（四国：直島でのアートプロジェクト、犬島アートプロジェクトの視察等を含む）

2009 年 「ワタラセアートプロジェクト 2009 『桐生/大間々』」企画・開催
—「演劇『はる凄惨』」上演
「ワタラセアートプロジェクト 2009 『あずま』」企画・開催
—「お宿『式と色の家』」開催
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—「住民恊働ファッションショー『記憶』」上演
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
— みどり市東町花輪地区 八坂祭 水かけ神輿：参加
「ワタラセアートプロジェクト 2009 『足尾-日光』 わたらせ社宅展」企画・開催
「ワタラセアートプロジェクト 2009 『足尾-日光』 Vision of Archive」企画・開催
— 桐生ファッションウィーク「住民恊働ファッションショー『宴』」上演
— わたらせ渓谷鐵道イルミネーション事業：参加（通洞駅）
公益財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団 成果発表会 出席
（新潟：越後妻有トリエンナーレ「大地の芸術祭 2009」視察等を含む）

2010 年 「ワタラセアートプロジェクト 2009 『足尾-日光』 松原商店街 春夏冬（あきない）中」企画・開催（2009 年度中の事業）
「WATARASE Art Project 2010 『OPEN DISCUSSION』」企画・開催
足尾銅山発見 400 年記念事業「WATARASE Art Project 2010 『Discovery, After 400 Years』」企画・開催
「WATARASE Art Project 2010 Artist in Residence 『OPEN STUDIO』」企画・開催
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
「WATARASE Art Project 2010 Artist in Residence 『サイドストーリー 〜現代美術どーのこうの〜』」企画・開催
— 桐生ファッションウィーク参加「WATARASE Art Project Archive 2010」開催
— 公益財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団 成果発表会 出席
（四国：瀬戸内国際芸術祭「ART SETOUCHI 2010」視察等を含む）

2011 年 「WATARASE Art Project 2011 Artist in Residence 『OPEN STUDIO -イクスカージョン/それから-』」 企画・開催
— 『シンブンシャプロジェクト』実施
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
— わたらせ渓谷鐵道イルミネーション事業：参加（小中駅、通洞駅※、足尾駅※）
※通洞駅、足尾駅については一部のイルミネーションにて参加
— 公益財団法人 文化・芸術による福武地域振興財団 成果発表会 出席（宮城：南三陸町被災状況視察等を含む）
— アサヒ・アート・フェスティバル ネットワーク団体として参加

2012 年 「WATARASE Art Project 2012 『わたらせアジア国際現代芸術祭 PARADE』」展 企画・開催
— 『シンブンシャプロジェクト』実施
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
— みどり市東町花輪地区 八坂祭 水かけ神輿：参加
— わたらせ渓谷鐵道イルミネーション事業：参加（中野駅、小中駅）
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— 日光市高齢化集落対策事業にてワークショップ講師に一部アーティストが参加
— 公益財団法人 福武財団 成果発表会 出席
（新潟：越後妻有トリエンナーレ「大地の芸術祭 2012」開会式出席等を含む）
— アサヒ・アート・フェスティバル マレーシア視察ツアー 参加
— アサヒ・アート・フェスティバル ネットワーク団体として参加

2013 年 「WATARASE Art Project 2013」
— 公益財団法人 福武財団 成果発表会 出席
（香川：瀬戸内国際芸術祭「ART SETOUCHI 2013」関連シンポジウムを含む）
— アサヒ・アート・フェスティバル ネットワーク団体として参加
— アサヒ・アート・フェスティバル 世界ネットワークチーム 参加
『Gallery SHADDY Project』実施
『Arts WATARASE 01 - Chambres d’Amis / antichambre 桐生』企画・開催
— 桐生市と共同で主催
『Community Program』として地域との協働
— 『あしお T シャツ世界大会』開催
— 『シンブンシャプロジェクト』実施
— 足尾町納涼祭 ブース出店 直利音頭 仮装：参加
— 日光市今市地域 art×音楽イベント「arsic」：参加（シンブンシャ・プロジェクト）
— わたらせ渓谷鐵道イルミネーション事業：アートディレクション（相老駅）
— 日光市高齢化集落対策事業にてワークショップ講師にアーティストが参加
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