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新進芸術家海外研修制度一年研修員［美術分野／現代美術］としての一年間のまとめ 
水谷一 

研修目的 

アーティスト・イン・レジデンスの先駆的施設『キュンストラーハウス・ベタニエン』での作品制作を軸にした

生活を通じ、未だ「壁の記憶」を残すドイツ・ベルリン社会における《コミュニケーション》や《芸術》の質

について調査する。そしてこの調査を基に「人の表現」とその輪郭を形作る「環境」の相関に対する認識を深め

た上、普遍的有用性を備えた表現についてのこれからの展望を示す。 

研修先の名称及び研修期間 

研修施設名称：Künstlerhaus Bethanien（キュンストラーハウス・ベタニエン） 

研修期間：平成 31年1月1日～令和元年12月15日（西暦2019年1月1日-12月15日／帰国日：12月16日／350日間） 

研修成果 

研修目的達成の度合い 

本滞在における研修目的に対し達成の度合いを前もって想定することは不可能かつ不必要なように思う。内容にしても量にして
も全く未知の要素が多いからだ。見通せない。現地での経験は純粋に発見であり驚きだった。研修期間の350日間休むことなく
様々に試行錯誤し、アイディアに応じて手を動かし、足を運び、生活を送った日々からの収穫は成果として十分に「大幅に達成
できた」と言っていい充足感がある。しかし一方でそれが故に制作という私の思考のフィールド、そしてこのベルリンという土
地において、やりたいことの湧出は止め処なく、今だに続いている。表現とはその時々の制約、キャンバスのような枠・限定を
どう自覚的に捉え挑むかにかかっていると考えるが、350日間は完結すると同時に351日目からに開かれ続いている。ドイツ・
ベルリン社会における《コミュニケーション》や《芸術》の質について、たくさんの機会に応じて体感し、そう体感する自らを
省みることを繰り返す事で、理解へのスタート地点に立てたように思う。しかしまだスタート地点である。例えば男女混浴であ
るサウナは日本人に敬遠される場合が多いようだが、私は複数回訪れ、様々示唆を得た。男女混浴が当たり前の世の中における性
の感性は当然日本で生まれ育った私の感性とは異なるにも関わらず、少しも現地では卑猥な気分にならない。ナチュラルにその状
況を受け止めている自分を発見する。この感覚や考え方のメカニズムについて、そしてドイツ・ベルリンの性の考え方、感性につ
いてもまだまだ結論を出すには早すぎる、経験が足りなすぎるように思う。研修目的に挙げていた「普遍的有用性を備えた表現」
とは言語をはじめとした様々な壁を乗り越えることの可能な表現のことを指す。つまり「誰かにとっては有用で、また誰かにとっ
ては有用ではない」という表現ではなく「誰にとっても有用である」という表現である。それを私は異なる文化、習慣、人種、日
常の中での違和感、つまり「日本に暮らして来たことで身について来たものとの違い」に焦点を当て、構造的に分析し、人間や社
会、環境、状況などと言った事柄への理解を深めることで可能にしようとしているのである。11月に訪れたベニスビエンナーレで
行列をなす人気パビリオンが普遍的なものであるのかと言えばそうは思えない。上記の意味、つまり「誰にとっても有用であ
る」という意味で普遍的である状態を目指してはいないのかも知れないし、それで良いのかも知れない。しかし私は私の目指す
場所としてのそれに、この350日間における様々な人、社会、作品、業界に触れたことで確実に近づけたと感じる。人は死角を
たくさん持っている。私たちは私たちが見ている世界が世界の全てだと思い込みがちだが、前を見てれば後ろは見えず、表が見
えれば裏は見えない。認識においても同じ。と言うより世界の半分も見えてはいない。自分自身についてもそうで、後頭部が見
えないどころか、知らない自分を周りのみんなは大量に知っている。おそらく。「全部」からしたらささやかかも知れないが、
私の視野は今回の滞在で間違いなく広がった。そう感じ、普遍的有用性を備えた表現についてのこれからの展望として現地にて
作品を作り発表することが出来た。またその展望故に次を早く作りたいと思いを抱きつつ12月16日月曜日に帰国した。 
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月毎の内実 

１：種々の店舗、市場を歩き、土地勘を養う 
（平成31年1月1日～平成31年1月31日） 

2019年元日のベルリンに到着。着いたその日より施設に入っての研修スタートを計画していたが、施設側の都合により、1月2
日に施設入りをした。老舗アーティスト・イン・レジデンス施設『キュンストラーハウス・ベタニエン』（※）の所属アーティス
トになったのだ。非常に寒いが、北海道よりも北に位置するベルリンの平均気温を念頭に想定していたほどではなかった。トラ
ンク二つでの渡独。生活備品の不足が多く、それらを補うことを一つの切っ掛けとして周辺地域の土地勘を鍛え、種々の店舗、
市場の分布及び、内容についての把握に努め、日本との価格差（野菜やビールなどは日本よりもずっと安価な印象の一方で、文房具や画
材、工具などは非常に高価。また、飲食店も総じて安くない）や公共交通機関の乗り方、金銭感覚に順応してゆくなどしつつ当地の環境
把握を行なっていく。ベルリンの街の印象を一言で語るのは難しいが、研修地周辺をはじめとした少なくない地域では、ビルの
外壁への落書きが非常に多く、またそれらの予防を目的として外壁に巨大なアートワーク（壁画）を施すことが常態化しており、
全体にスケール感の大きな建物の並ぶ街は一見とても賑やかで、それを助長するようにゴミやタバコの吸い殻が路上に溢れてい
る。この時期、住民登録（長期滞在者は必須）を行ったが、手続きした施設はオフィス街にあり落書きもなく整然としていて、一筋
縄ではいかないベルリンの街を思わせた。 

（※）https://www.bethanien.de/ 

２：滞在許可申請と最初のオープンスタジオ経験から当地の感性の在り処を学ぶ 
（平成31年2月1日～平成31年2月28日） 

断続的にドイツの歴史や現在の政治状況についての知識を主に日本から持ってきた書籍から仕入れたり確かめたりしつつ、当地
で知り合ったドイツ人の友人やベルリンに長く在住する日本人アーティストなどと意見交換をする中で、街の在り方や様々な施
設の対応、人々との対話の印象などに傾向を見出してゆくも、そうしたある結論は観察や把握の目を濁らせかねないと思い、考
えつつも保留をし続ける態度を再確認。2月11日、長期滞在許可申請を当地外国人局に研修施設のインターンに同行してもらっ
て赴くも却下される。同行してもらったのは「通訳者がいた方が申請に有利だ」との情報からだったが、けんもほろろに却下さ
れた。許可されるかどうかは申請した役人の「人による（人により判断基準が異なる）」という噂は聞いていたが、運が悪いという
のか。申請予約をキャンセル待ちで取り直し、運良く翌々々日の2月14日に再申請出来た。条件は全く同じ、全く同じ書類で臨
んだが、全く問題なくすんなり滞在許可が下りる。こうした状況、つまり判断基準が曖昧で個人裁量の範囲が大きいことに関し
ては皆「そういうものだ」と諦念しているのか、現場でのやり取り以上に発展することはないように見受けられる。2月の末日
（28日）、この年初めてとなる研修施設のオープンスタジオが開催されることから、同月半ばより施設全体がにわかに活気付
く。私もとにかく作品と共にスタジオを見せられる状態に整え当日を迎える。3時間のこのイベントでは体感的に300人超の来
場があり、この地の鑑賞のリテラシーのあり方についての一端を垣間見ることができた。制作を開始することは部屋に閉じこも
る時間を長く持つことでもあるが、一つの部屋からでも「制作を行うこと」は環境を観察するたしかな物差しを自身の中に持つ
ことで、たくさんの情報を得ることができる。この研修地ベルリンの環境の多角的把握、またこの地に住む人たちの表現（コ
ミュニケーション）の質について認識を深める適切な第一歩を踏めたように思う。 

３：芸術の普遍性についてのおさらい 
（平成31年3月1日～平成31年3月31日） 

研修施設である『キュンストラーハウス・ベタニエン』には基本的に外国人アーティストが所属する。インターナショナルプロ
グラムを主軸の事業としているためだ。合計25のスタジオに、3ヶ月、6ヶ月、或いは1年間、それぞれがそれぞれのタイミング
で滞在し、各々が各々の目的に応じて活動をし去ってゆく。イラン、トルコ、カナダ、オーストラリア、韓国、香港、ボリビア、
サイプラス、実に多様、様々で、隣人同士会話と笑いとパーティの絶えない者たちもいれば、ずっと引きこもって制作している
者もいる。こうした事業に参加すると、異国の彼らとの出会いが美術の重要性を再確認させてくれることがしばしばある。イス
タンブール出身のサバシ（Savas Boyraz）は紛争地帯の荒涼とした風景をビデオや写真として撮影し、また、痛ましい事件を主題
とする。状況があり、そこに居合わせたアーティストがいて、創作行為を行なった。私が目の当たりにした、ただそれだけの事
実がどうしてか美しい。3月、私は2月に引き続き、同タイプの鉛筆によるドローイング作品を作り続け、サシャ・ヴァルツの公
演を観覧し、クーニッヒ・ギャラリー（ミュンスター彫刻プロジェクトのアーティスティックディレクターで知られるカスパー・クーニッヒの
ご子息の運営）の展覧会、リニューアルしたマーティン・グロピウス・バウのオープニング・レセプション（「And Berlin Will 
Always Need You」ベルリンの今を代表するアーティスト達が一堂に会すると言われる）に赴き、また、研修施設ではローマとベルリンを
拠点とするインディペンデント・キュレーター、ヴァレンチナ（Valentina Galossi）のスタジオビジットを迎えた。それぞれの向
かっている方向はどこでもそうであるように多岐にわたっていて、そのことがよくよくわかるほど、たとえ展覧会や公演を行っ
たアーティストやダンサー当人と知り合いでも感想さえなかなか勇気のいるようになってくる。私の立場を主張、表明すること
にどれだけの意義が相手にとって存在するのかということの再考の大事さが身に沁みる。 
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４：居住空間、及び居住空間とその周辺環境との関係性について／著名な美術館や数多あるギャラリーの実見か
ら知見を深める 
（平成31年4月1日～平成31年4月30日） 

先月後半からこの月、ほぼ一ヶ月の時間をかけて、私が描画体と呼んで15年来展開している作品（255×550cm）の制作、完成。
これは今回の自身のスタジオそれ自体を額縁としたサイトスペシフィックな作品であり、部屋の梁や柱で囲われた凹みの空間に
木炭によるオールオーバーなドローイングを施した凹凸のある紙を設置したもの。これはまた逆にスタジオの構造や環境の額縁
としても機能する作品であり、この作品の設置によって周囲を構成しているさまざまな要素に気づき、場をよりクリアに、そし
て深く観察することが可能になる。毎日目を覚ますと、まずこの作品／部屋の状況が視界に開ける。それは自身を見つめる行為
につながってゆく。またギャラリーウィークエンドと呼称されるイベントを切っ掛けに多数のギャラリーを巡り、ギャラリーの
展示作家や展示される作品の傾向についての把握に努める。地震災害の多い日本とは異なり、建物が頑強であり、景観維持的な
意思も働いてか古い建物が多く、ギャラリーも歴史を感じさせる建築の内部をリノベーションして作られた場合がほとんどと
言って良いほどに多い。壁を白く塗る。或いは追加で白い壁を設営した場合など、そのリノベーションのあり方にはいくつかの
パターンが見られるが、部屋とは何か、展示空間とは何か、示唆を多く含む実見だった。もともとは地上防空壕として作られ、
現在は現代美術のコレクターの持ち物で予約制の美術館として人気が高いボロス・コレクション（※1）でもまた、防空壕だけに
壁の分厚い頑強な造りのよくわかる内部空間を持っており、窓がほぼなく階段の天井高が低い。やはり白い壁が多く現代美術風
の設えとなっているが、その密閉感、閉鎖感は他のギャラリーのリノベーションを軽快と形容しても良いほどに重々しく、それ
は作品の質も多分に変容させているように感じられた。ハンブルガーバンホフ現代美術館では、これまで写真でしか見たことの
なかったヨーゼフ・ボイス（※2）の巨大ないくつものインスタレーションの持つ圧倒的な唐突さや切実さと、大戦当時ナチスに
共感し、ナチ党員でもありつつ退廃芸術として批判されたエミール・ノルデ（※3）との対比にうならされた。3月に逮捕された
電気グルーブのピエール瀧の事件から派生した問題（作品と作者は切り離して考えべきか否か等）と比較して語られてもいるようだ
が、そうした二分した考えで対立するのではなく、第三、第四の選択肢についてを考える。 
（※1）第二次世界大戦中の防空要塞で、2008年以降はクリスチャン・ボロス氏によるプライベート美術館: https://www.sammlung-boros.de/ 

（※2）Joseph Beuys, 1921-1986 
（※3）Emil Nolde, 1867-1956／特別展「Emil Nolde - Der Künstler im Nationalsozialismus」 

５：メーデーの体験、ジョン・ケージ「オルガン2/ASLSP」の体験から／ベルリンの壁一周踏破から境界につ
いて思索を巡らせる（１） 
（令和元年5月1日～令和元年5月31日） 

５月１日は日本では令和が始まった日だが、ベルリンはメーデー（May Day）一色。滞在するクロイツベルク地域は特にイベン
トが至る所で行われる特殊とも言える場所で、もともと人の多い通りは「どこにこれまでここまでの」と思わせるほどの人の波
が夕方に向けて生まれていく。メーデー、「労働者の日（Labour Day）」であるこの日は多くの店が閉まり公共交通機関もス
トップしているにもかかわらずベルリン中の誰もがこのクロイツベルクに集まって来ているような気がした。ある公園周辺では
至るところで音楽イベントをやっており、一番人気と思われるレイブイベントではラッシュ時の満員電車のごとくぎゅうぎゅう
と鮨詰め状態が広く長く何十メートルも続き、皆が踊り、ビールを飲み、タバコを吸う、そうした光景がどこまでもある。その
日の夜、大量のゴミで溢れかえった街は前日までの景色とは全く違う臭いがした。メーデーは私の今回のベルリン滞在における
大きなカルチャーショックな出来事の一つであった。ベルリンから電車でおよそ３時間半ほど行った田舎町、ハルバーシュタッ
トの廃教会にて現代音楽の巨匠、ジョン・ケージの壮大なプロジェクトを感じたのも同月。2001年より639年間かけて演奏さ
れる作品「オルガン2/ASLSP」。ケージによる「ASLSP=As SLow As Possible（できるだけゆっくりと）」という指示を元
に計画され実施されている悠久とも思える時間を抱き込んだ企画だが、その演奏時間の長さよりも、正に教会内部で響く和音で
奏でられるドローン、この訪れた一瞬に悠久の存在を感じた。また、この月半ばより、渡独以前より計画していたベルリンの壁
の痕跡を歩いて辿ることを開始した。ベルリンの街の全てが掲載され、それなりに細かな道も確認可能な大きな大きな地図を購
入し、ベルリンの壁のあった場所を調べ、マーカーで歩く指針を立て、その地図を頼りに（携帯電話のマップ機能などは使わずに）歩
くことに決めた。また、道中での記念碑をはじめとした「気になる存在」には立ち止まらない、メモはしない、写真は撮らない、
これらをルールとして自らに課して、とにかく歩くこと、歩いて考えることに特化し、歩き始めた。 

６：ベルリンの壁一周踏破から境界について思索を巡らせる（２）／ヴァルトビューネとサシャ・ヴァルツ 
（令和元年6月1日～令和元年6月30日） 

壁一周、西ベルリンの輪郭は約161キロ。つまり数日かければ歩ける距離である。体力的に行けるところまで行って、その地点
から近いバス停などの公共交通機関の停車地から拠点である街に帰ってくる。また続きは後日その地点まで公共交通機関を利用
して行き、そして歩く。その繰り返しによって、６月中旬を過ぎた頃に一周した。ベルリンの街もいろいろである。森深い地域
では10匹ほどの小さなウリ坊を連れた大きなイノシシが目の前を駆け抜けて肝を冷やした。こんなところにも壁を設置したのか
と思えるほどの何もないような場所も多い。そうやって簡単に歩ける輪郭があり、内側と外側があり、全く異なる価値が定めら
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れた社会がそれぞれにあった。それは現在でも近隣諸国との差異をきっと肌で感じているドイツ国民の感性について思いを巡ら
せるに足る道のりであった。高さ3.6メートルの超えられぬ「壁」という現実を日常に宿した生活を、その境界をひたすら歩く
ことで想像した。一方でベルリンに住む人種は多種多様であり、数も多い。クロイツベルクにはトルコ系、ベトナム系の方々が
たくさん暮らしている。彼らは同じ地域に住んでいるが、同じ価値観で暮らしているかといえばそうは考えられない。毎年恒例
のベルリンフィルの野外コンサート「ヴァルトビューネ」では二万二千人の観客と演奏家たち、皆が皆でその場を楽しい空間に
しようという「思い」の詰まった場所で、クラシック音楽の垣根の低さ、芸術文化の敷居の低さを感じた。しかしその場にトル
コ系の方がどれだけ居たかと言えば記憶にない。コンテンポラリー・ダンスの最重要振付家とも呼ばれるサシャ・ヴァルツの国
立歌劇場での公演はまるで人間の「原型」を見せられているようだった。ダンサーは様々な国の男女で、ドイツ人はいない。目
の前のダンサー達の肉体や動きが肉体や動きではなく人の感情や生命そのものであるようで、演目の文脈とは関係はないが、ア
ポロドーロスのギリシア神話やパルテノン彫刻（神々）を連想し、さらに公演が行われているのはパルテノン神殿をモチーフにし
たような国立歌劇場。最終、ラオコーンのように圧倒的な肉体の裸の女性が肉感的に踊り、叫ぶ。「芸術家はもっともっと深刻
でなくてはならない」そう改めて考えることの多い月であった。備忘録として、月末には39度に迫ろうという異常気象で、この
まま夏を迎えては生きてはいけないと背筋を凍らせたが、この状況への周囲の対応行動にもさまざま思う。価値の違いといえば
サウナ文化、混浴文化にしても日本とは全く異なる価値観、自然や人間という存在への考え方がまるで異なっていることを肌で
感じることが出来、カルチャーショックを覚えた。これも継続して考える必要のある一つである。 

７：展覧会のための制作・準備を通じた自身の表現と研修地域・施設の検証（１） 
（令和元年7月1日～令和元年7月31日） 

6月末の記録的猛暑から一転、7月初旬はしばらく涼しい日々となる中、研修先の持つギャラリースペースにて同年10月に開催予
定の個展のプランの作成を開始する。いくつものプランを作ってはボツとしながら、展示ギャラリーの“作り”について認識を深
めていく。白い壁面を持つギャラリーをホワイト・キューブと呼ぶが、この10月の個展の舞台もそう。個展ではあるが、この研
修先施設に滞在する四人のアーティストと広く様々に仕切られた会場を分け合い、つまり五つの個展が同時開催されるという形
を取る。区切られた部屋の壁のほとんどは元々のビル設計時からのものではなく、後に展示室利用のために仮説的に作られたも
の。展覧会と展覧会の間のごく僅かな期間、ギャラリーが空になる瞬間が訪れる。それを私はとても美しいと感じる。なぜなら
この空間はこの施設の美術の解釈、美術への思いそのものと感じられるからだ。その思いはこの老舗アーティスト・イン・レジ
デンス施設の44年間のベルリンにおける歴史の中で育くまれて来たものに違いない。それをどこでどうやって最大限顕然化する
ことが可能かを考え、展示計画書を数パターン作成した。同時期に個展をする四人のアーティストと共にミーティングを行った
この月の中旬から徐々に蒸し暑い日が続くようになっていたある日、オンライン・アート・マガジン（Coeur et Art）の取材を受
け、メールでのやり取りの末、掲載（※）。8月1日に行われる予定のオープンスタジオと、その日をオープニングとする研修施
設のアートディレクターが企画する企画展に向けて施設全体が生き生きバタバタと活気付く7月下旬、当の研修先のアートディレ
クター（クリストフ・タナート）による企画展「Milchstrassenverkehrsordnung (Space is the Place)」が展覧会開催の正に直
前だというのにも関わらず「白人男性中心主義」的であるとして活動家によりインターネット上で問題とされ、一部の研修先滞
在アーティストにも問題追及の機運が一気に高まっていく。 

（※）Coeur et Art: https://coeuretart.com/studio-visits-hajime-mizutani-at-kunstlerhaus-bethanien/ 

８：美術の所在を巡る同時多発的に生じた二つの問題 
（令和元年8月1日～令和元年8月31日） 

前項（７：令和元年7月1日～31日）最後に触れた研修先の企画展の問題は有名オンライン・マガジンでも取り扱われ、一部の滞在
アーティストからも「問題の実情の説明と話し合いの場を設けて欲しい旨を希望する手紙」が同施設及びクリストフへと出さ
れ、8月1日に開催されるオープンスタジオのボイコットまで話題として出た。ボイコットの話題はごくほんの僅かな声であり、
対してかなり多くの来場者が見込めるこの催しに対して期待する滞在アーティストは多かった。オープンスタジオでは私は4月に
制作した大作をようやく公のものと出来た感覚を持てた。多くの方から感動の声を頂けたのは大いに励みになった。また、15年
前にアメリカ、ネブラスカ州のオマハの美術施設に私が設置した大きな作品を実見した方が来場されていて「今もそこに在る」
という言葉を頂けたのもサプライズであり、嬉しい一コマだった。その一方で企画展における問題は解決したわけではなく、ま
た、その日オープンした当の展覧会もすぐに確認できず、何となくどこかに重いものを抱えたままにその日は終わっていった。
実際のところ私見としてはその展覧会から差別的な意図や裏は感じられなかった。確かに批評記事を出した活動家の方が主張す
るように、展覧会タイトルはアフロフューチャリストのミュージシャンの曲から引用されたものであり、出品アーティストに女
性は少なく、有色人種は一人だけだった。それはもちろん展覧会以前からわかっていたことでもある。私にはそこに存在する問
題の本質が理解出来ていないのかも知れない。忙しい毎日の中における本件に関してのリサーチも、言葉の壁も大きくはだか
り、ままなっていない。わからないことだらけである。何を持って作品を、展覧会を理解できたとするべきか。活動家やそれに
賛同したアーティストは展覧会スタート以前に理解出来ていた、つまり展覧会を見ずにして理解できるものであったのか。わか
らないことだらけである。そうこうしているうちに日本における「あいちトリエンナーレ」に問題が起こる。これに関しても
様々な声が遠い日本から届き、たくさんの文章を書いて考えた。しかしやはりおそらく得た情報は微々たるもので偏りもあるだ
ろう。また「あいちトリエンナーレ」でも話題となっていた “韓国の彫刻” が出品されているということで、ベルリンでこの8月
開催されていた展覧会「Toys are us」（at GEDOK BERLIN）を実見。この企画は2018年、業績不振によりアメリカの全店舗を
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閉店した企業「トイザラス」の外面と内面（そとづらと実状）について言及する形でテーマが設定されていて、「Toys are us」
というタイトルは「おもちゃは私たち」という直訳的意味と、発声が「トイザラス」に似ていることから付けられている。「メッ
セージ性の強弱」というものがあるとしたら、ほとんどの場合において対象に関わる者の所有する情報や知識の有り様が反映する
ものであろうというようなことを考えた。 

９：展覧会のための制作・準備を通じた自身の表現と研修地域・施設の検証（２） 
（令和元年9月1日～令和元年9月30日） 

9月初旬、10月開催の展覧会のタイトルを決定する。「Behavior as Nature」、「自然としての振舞い」という意味である。展
示会場も決まり、いよいよという気持ちが高まる。私は二つの大きな部屋の使用を決定出来た。それぞれ異なるインスタレー
ションを展開する。制作の日々。オンライン・アート・マガジン（Coeur et Art）による私のインタビュー記事は英文で、今の私
の考え、私の声を広く伝えられる媒体をいいタイミングで持てたことはありがたく、時折感想を頂き嬉しい反面、知人ですら長
文を読み込んでくれる人は実際には少なく、暖簾に腕押しという気分にもこの時期なった。制作はとにかく作業。研修開始から
これまで体験し身に染み込ませて来たこと、考えて来たことによる制約と、そして自由が生まれる。そういう風に「方法」を作っ
て来た。制約が自由を生む。私はそう考えている。制約とは「制限や条件をつけて、自由に活動させないこと（Weblio辞書よ
り）」である。人は不自由を得ることによって自由を生んでいる。まず言葉という制約（≒不自由）により人は自由な対話を実現
している。社会ごと、時代ごと、世界は不自由だらけ。私は “アーティストとして” 表現の土俵であるギャラリー、地域、社会と
はいわばキャンバスのようなものであるとし、表現の土俵に対して不平を言うことはキャンバスの質が悪いから良い絵が描けな
いと言っているに等しいように思っている。どんなにぬかるみでもそこでパフォーマンスをするのがアーティストである。そん
なことを制作しながらこの9月、考えた。9月10日、万年筆で有名なモンブランの主催するパトロネージ・アワード（芸術文化の
発展に寄与した個人に与えられる賞）に研修先施設のアートディレクターが選出され、授賞式と授賞パーティが先述の問題となった
展覧会会場で行われた。9月23日より個展の搬入、設置作業スタート。時に繊細な、細々とした技術者とのやり取りと実作業、
考えては手を動かし足を動かす日々にひどく疲労を蓄積させながらも充実感を覚える。展示空間の隅々まで意識を巡らせ、展示
空間と繋がる施設の様々な場所、場面、そして窓からの景色までを作品を額縁として見ようとし、またそれらを作品の額縁とし
て機能するよう、丁寧に、時間をかけて設置状況を確認し、手を入れる。大きな作品と小さな作品。合計二点。それぞれに一部
屋ずつ。同時期開催の四人のアーティストの展示室も充実して来ると、また作品が変化して見えてくる。 

１０：設営と開催、そして撤収から考える 
（令和元年10月1日～令和元年10月31日） 

9月23日に設営作業開始して四日目の9月26日には作品設置はほぼ完了したが、展覧会前日の10月1日まで微調整とライティン
グの試行錯誤、清掃の徹底、会場壁面の細かな汚れの修正（ペンキ塗り）を行うことで、作品の狙いを徐々に、そして着実に先鋭
化してゆく。二つの部屋のそれぞれの作品はどちらもドローイングの設置によってその設置された空間自体を鮮明に感じられる
ように目論まれた。一つは通り（コットブッサーダム）に面した会場。エントランスを含む通りに面する壁面はガラス張りで、道を
歩く人々は設営作業をする私を幾度となく目にし、巨大なドローイングに目を留め、ガラスの向こうで立ち止まり、私に向かっ
て親指を立てる。研修施設であるキュンストラーハウス・ベタニエンのある地域、クロイツベルクはトルコ人街であることもあ
り非常に多国籍的な雰囲気の漂う場所で、ドイツ人よりもむしろトルコの方やベトナム系の方と多くすれ違う。レストランや
スーパー、バー等が本当にたくさんあって、週二回（火曜・金曜）野菜や果物、肉、花、様々な雑貨などがずらっと立ち並ぶトル
コ市場も立つ。にも関わらず、このギャラリーに彼ら／彼女らの姿を見たことがなかった。通りから見える私の作品には夜間も
ライティングを施し、ギャラリーのオープン時間だけでなく夜中も朝もガラス越しではあるが観覧が可能なようにして、普段こ
のギャラリーに馴染みのない方々を一人でも多く引き込むことを考えた。作品は4月に自室に展開した「部屋の梁や柱で囲われ
た凹みの空間に木炭によるオールオーバーなドローイングを施した凹凸のある紙を設置した作品」と同シリーズで、同じように
建築を強調するサイトスペシフィック作品。それは天候や時間帯で変化し続ける外光との言わばコラボレーションとして立ち現
れ、展示空間の構造や特質を浮き彫りにする。設置状況がドローイングの額縁として機能することで場の様々な要素に焦点が当
たり、そしてドローイングは場の状況の額縁として機能し始める。この作品を今回「Nostalgia」と名付けた。またもう一つの
別の部屋での作品は縦100センチ、横70センチの鉛筆によるドローイング（額縁：縦132センチ、横102センチ）を幅6メートル、奥
行き12メートルの部屋に一点のみ設置したインスタレーション。ドローイングは無数の1センチほどの筆致で埋められている。
それらは丹念に、時間をかけて見えると見えないの間、ぎりぎり見える／見えない状態を目指して描かれている。それ故ぱっと
見では何も描いていないように見えるが、じっくりとその気になって目を凝らすと白い、普段は順応することのない特異なレベ
ルに目を慣らしてゆくことではじめて作品世界が見えてくる。それが白く四角いミニマルな部屋にミニマルに設置してある。こ
こでも空間が単に背景ではなく、ここでしかない固有のものであり、一期一会のタイミングで立ち上がったものであるというこ
とを実感出来るよう作り込んだ。各ドローイングは空間をはじめとした状況、そして鑑賞者個々の肉体的、精神的状態と等価に
取り扱われ、ホワイトキューブを背景とする従来型の美術表現の在り方に批評的視点を提供するものであったが、「きわめて日
本的である」との声も多く聞いた。オープニングはどのくらいの人が来ただろうか。誰も数えていないし、数えるには入れ替わ
りが激しくごった返し過ぎていたため正確にはわからない。印象としては500名ほど。ベルリンに来て知り合った方もとても多
く有難い。皆、感想はまちまちだが総じて僕の作品体験の感動を伝えてくれると共にいわゆる現代美術とはどうも違う何かを感
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じているようだった。会期中、たくさんの人たちにお越しいただき、ガーナの美術大学の先生・学生グループを案内し、コーチ
ビエンナーレのキュレーター（Kochi Biennale curator, Shubigi Rao）の訪問に応え、実に様々な方と対話、交流を行うことが出来
た。また、24日にはギャラリートークイベントも行い、贅沢な日々を過ごさせていただいた。 

１１：新シリーズ考案 
（令和元年11月1日～令和元年11月30日） 

10月の展覧会の最中から11月14日（木）・15日（金）のオープンスタジオまでの間、新シリーズの展開を考え、没頭し、試行錯
誤を繰り返した。ここまでのベルリン滞在において私の作品に共振していただいた方々のほとんどが私や私の作品とマーケット
との関係を私に尋ねて来ていた。どのように販売に結びつけているのかということであり、どのように経済活動として私が活動
を成立させているのかを問うて来ているのである。私の作品展示のほとんどがまるで恒久展示のように存在し、見られていた。
実際私自身も恒久展示されることを前提にはしなくとも、設置するその都度の特定の場所、そしてその場所の将来というものに
密接に関わることを念頭に作品を作っていたし、経済活動のその方法が一般的でなはいと思われていたかも知れない。ひょっと
したらどこかギャラリーを紹介してくれようとしてくれていた方もいたかも知れないがわからない。幾度か作品が欲しいと打診
を受けたこともあったが、販売に至るまでの体制は私に出来ていない故、残念ながら見送るしかなかった。梱包や配送といった
引き渡しまでの諸工程もさることながら、サイトスペシフィックな作品ともなると購入希望者の設置希望場所のリサーチや設置
に伴う経費の計算、時間の捻出、様々なことが関係し、同年12月15日に本国に帰る身としては何も出来ないというのが正直な
ところであり、なんとも心苦しい気持ちになった。もちろん前提として本滞在は文化庁の助成による研修であり、滞在許可証の
限定事項もある。私に所属ギャラリーがないこと、販売はこれまでのおよそ20年のアーティスト活動の間ほとんど叶わず作品は
廃棄することが多いこと。それらを言うと、多くの方は非常に残念がってくれた。これは私がマーケットの存在を度外視した制
作によってある特殊な自由を獲得し、作品を実現して来たことに起因しているのは明らかだったが、しかしこの機会、そうじゃ
ない可能性、違う未来、マーケットを射程に入れた方向性というものをベルリンという土壌を心に留めた上で模索してみたい気
持ちが高まった。そしてオープンスタジオまでのおよそ一ヶ月強の間、その制作に没頭した。表現に対してコンセプトを複数存
在させてしまっている状態に自分を投入するのはひどく苦しくつまらない。ずいぶんと疲弊する時間を超え、コンセプトの単一
化に腐心し、トライ＆エラーを何度も繰り返した結果、直径2メートルの円形の作品（作品：Landforms Formed from Volcanic 
Activity）を二点作ることが出来た。 

１１-［イタリア国外研修］祭典で見るべきもの 
（令和元年11月18日～令和元年11月22日） 

120年の歴史を誇り世界的に著名な芸術の祭典、ベニスビエンナーレ（※1）への興味がこの時期殊更大きくなり、11月18日
（月）からの四泊、国外研修としてイタリアで過ごした。90の参加国の各パビリオン（展示館）と企画展で構成されるこの2019
年の祭典は、私にとって初めてのベニスビエンナーレだった。同月12日に暴風雨に見舞われ、観測史上2番目となる高潮の影響
で浸水したベニスにおいて、果たして観賞がどれほど可能か危惧したが、幸いなことに私が訪れた期間、流石にずっと水位は高
かったが長靴の必要はなかった。しかし浸水の影響で閉鎖しているパビリオンも散見し、また祭典最終週であったこともあり金
獅子賞を獲得したリトアニア館など既に公開を終えている所もあった。残念。しかしそれにしても膨大な展示、作品数で、回る
のに骨が折れた。映像を使用した作品が多く、それぞれの拘束時間もそれなりに長い。全てを見切ることは体力的にも忍耐的に
も時間的にも叶わず、5分から10分見てその後を続けて見るかを判断することを繰り返した。しかしこの判断とは恣意的なもの
と言わざるを得ない。映画仕立てのものも多く、出だしだけ見て作品の質を判断するという自身の行為にストレスが溜り、疲労
も観賞に影響を与えた。おそらくどの来場者もそうとしか見れなかったのではないだろうか。作品を見るには体力が要る。時間
が要る。また近隣の小学生などが遠足で来ている現場にも何度か遭遇した。日本館でもそうだった。ワーーーーーーと展示室に
雪崩れ込んで来て派手なもの以外には一切目もくれず、どこにも立ち止まらず、周囲の観賞の邪魔だけしてまたワーーーーーー
と出てゆく。こうした子供の美術鑑賞を模した行為を情操教育として優れているとする語り口も一般にあるようだが、あの暴力
的な作品の多さは誰にとっても正直良くないことのように感じた。美術をいい加減にしか見れない。いい加減に見ることが常識
となり習慣となってしまうような気配がある。映像は次々とキャンセルされ、絵画は壁紙化する。一つの作品の前でじっとして
いることは出来なくなる。そしてそうした情操教育を受けて育った子供が作る美術はやはりいい加減な物なものであるような気
がしてしまう。また、現行の美術もそうした、いい加減に見られることを前提にすることで、美術の美術以外の側面に意識が傾
き、煮立ったホットチョコレートのように甘々なコンセプトが許容されるような傾向があるような気もしたがどうだろうか。ま
た、構造が見えない、理解できない作品が多いのも気になった。これは私のリテラシーレベルの問題もあるとは思うが、たとえ
ば環境音楽的、あるいはヒーリング的な音が会場に響き鳴っているが果たしてどういう仕組みなのか、鳴らさなければならない
必然はどこにあるのかといったことが明示されず、さっぱりわからないというケースが多いように思えた。もちろん構造とは必
ずしも明らかにしなくてはならないものではないし、明らかに出来る構造ばかりでもないとは思うが、ただただ受け手の趣味嗜
好にしか響かないものが多いように感じたのだ。既存イメージに曖昧に漠然と結びつけるという作品の見方にどれだけの意味が
あるとも思えない。ベニス滞在の目的の一つでもあったドイツ館の展示（Natascha Süder Happelmann（※2））もまた私にはどう
その質や内実を判断すべきかわからなかった。寡黙で存在感の強いその空間はそれだけで多くの言葉を紡ぐに足ると考える向き
もあるだろう。それは来場者一人一人のリテラシーを試しているかにも見える。しかしあまりにも開かれ過ぎているような感触
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は拭えない。ブラジル館、フランス館、エジプト館、それから企画展に登場したアメリカ人アーティスト、クリスチャン・マー
クレー（Christian Marclay, b.1955-）の展開など、高度な作り込みとサービス精神が目を引く一方で、この場所はいま世界でドイ
ツの美術が、日本の美術が、或いはどこかの国の美術がどういうものとして位置付けられているかを明らかにするものではない
ように思えた。自明のことではあるがこの場を世界の美術の今として考えるのは間違っていることを再認識したのだ。偶然の、
或いは一期一会な集まりとしてそれはそこにあった。他方、現代美術の歴史の分厚い国々とそうでない国々、資本的に潤沢な
国々とそうでない国々、そしてベニスビエンナーレ初参加の小国など、ある特定の窓口から見る世界地図がそこにあったことは
確かだろうし（世界地図とはそういうものか）、それはこの祭典で最も見るべきものだったと言えるのかも知れない。 

（※1）La Biennale di Venezia: Biennale Arte 2019, May You Live In Interesting Times 
11 May > 24 November 2019: https://www.labiennale.org/en/art/2019/information 

（※2）https://www.koeniggalerie.com/exhibitions/20175/natascha-sueder-happelmann-deutscher-pavillon/ 

１２：帰国に含まれるあれこれ 
（令和元年12月1日～令和元年12月15日） 

ベニスビエンナーレは国別のパビリオンがあり、金獅子賞などを競い合うオリンピックと似た形式が採用されている。一方でベル
リンの美術を見渡すと、私の研修施設がインターナショナルプログラムを行っているということを差し引いても、実に様々な国を
母国に持つアーティストがこの地を活動拠点とし、出自に向き合いながら多岐に渡る表現をそれぞれ行っている印象があり、ベニ
スビエンナーレとは対照的とも感じる。もちろん私も含め多くのアーティストは経済的に苦しい状況からの脱却を夢見つつ、独自
の表現探求に向き合っているが、アーティストがアルバイトとして他のアーティストの作品制作を手伝い自身の活動や制作の糧にし
ている場合がとても多いことに驚かされた。日本ではない現象である。そしてそうしたアルバイトが継続してベルリンに滞在し活
動するためのビザ取得の助けにもなるのだ。当然彼ら／彼女らも作品販売が十分に出来ればアルバイトなどもする必要がないのだ
ろうが、しかし販売、つまりマーケット上に自身の立脚点を置く以外にもアーティストとして生きていく、アーティストとして認め
られる生き方というものがこうしたアルバイトをはじめとして存在すると言うのは興味深い。結局私はこの年に制作した作品のほ
とんどを廃棄せざるを得なかった。私の場合、パフォーマンスとして、つまりそこでしか生じ得ない一期一会の行為として自身の
ドローイングがあると考えている故、恒久展示と出来ない場合、廃棄は仕方ないこと、必然とも言えるが、それでもやはり惜しく
哀しい。正に自分の分身のように作った過程から完全には他人事に出来ず、身を削られる思いである。ヨーロッパから日本に大き
な作品を運ぶのには私一人では手に負えぬほどお金がかかる。刻々と帰国の日は近づいてゆく。作品の一つは研修施設に寄贈とい
う形を取ることが出来た。私は比較的に生活にも制作にも物を持たないタイプだと思うが、それでも引越しである。処理しなくて
はならない色々はそれなりにあった。冷蔵庫の中の食材や調味料を作っては食べて連日消化してゆく。また冷蔵庫と同じように少
しずつ部屋を空にし清掃を繰り返した。いよいよ銀行口座を閉じ、住民登録解除の予約を取り、長い間作品を設置していた自室壁
の修繕を行う。帰国二日前、15年前に国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンスに共に参加したベルリン在住のイ
ギリス人アーティストの自宅で昼食を取った。彼は菜食主義者。ワインを飲み、そして雨に濡れる近所の湖畔を歩き、作品や制作
備品で充満した暗く冷たい彼のスタジオに行って小さなドローイングを交換した。もらったのは15年前、紅葉はじまる青森で描か
れた代物。 

今後について 

表現とは何か、表に現れる、表現を知覚する、表現を認識する、表現を発するとは何か。過剰な自意識の果て、こうしたことのカラ
クリに興味を持ち、焦点を当て、美術活動を行って来た。一生のうちに興味を持てる対象、そして得られる情報の量というのは限ら
れていて世界の現象のほんの一握りにも満たないが、その僅かなものだけが私の手掛かりになる。基本的に無駄なものは何一つな
い。出会うどんなことも新たな世界を開く可能性を持っていると考えるのはなかなか実際には難しい場面も多いがとまれ。今回の
350日間の成果は今後の私の活動のフィールドを認識のレベルで大幅に広くした。当然かも知れないが初めての土地、初めてのこと
が多くめまぐるしい日々。知識、感覚共々情報過多で処理しきれぬ問題を多く抱え保留しつつ、滞在が続けばまだまだそれらは山積
するだろうことがわかる。感動が多いのはまだまだベルリンという街に慣れていないとも言えるかも知れない。それは喜ばしいこと
のように思える。350日は非常に示唆の多い毎日であったが、たかが350日。地理的状況、気候変化、生活習慣や政治的状況、性的
感性など種々の関係性に対する思索の広大な余白、空洞を感じる。ベルリンにおける《コミュニケーション》や《芸術》の質につい
て断片を語ることは可能だろうし、それらを糧にした私の思想の現在形も語ることは出来る。それが何らかの人の助けになる際には
語りたいとも思うが、一つ一つは私の認識の質を高め、自作を「普遍的有用性を備えた表現」に近づけるために流れてゆく。自作と
は私の表現である。この文章も同じ。しっかりと影響を受け、進んでいる。近づきたい場所に近寄ったように少しも見えないささや
か過ぎる歩みであるかも知れないが、これまでのいくつかの海外制作体験で知ったつもりになっていた世界の広さと日本の深さ、そ
の地平線の彼方、見えない底の底について今回の経験が気づかせてくれたものは大きい。このお陰でこれまで挑戦をしてこなかった
切り口での展開にも方向付けすることが出来た。たくさんの知人も出来た。これらがこれから何に生かされ活かされていくか。それ
もまた大きな私の死角と共に生み出される作品によって明らかになっていく。
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