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シンポジウム■

総会■

大会アルバム

台風の影響が心配されたが、東京藝術大学にて開催された設立総会
には、会員もしくは入会を検討される方々が全国から集まった。会
場の講議室前のロビーには参加者から寄せられたプレゼンテーショ
ンシートが掲示され、さまざまなジャンルの会員活動が紹介された。
総会では議事団の選出の後、会則の承認、理事・正副会長の選出が
滞りなく行われ、その後のシンポジウム、会場を美術館食堂に移し
た懇親会では、活発な意見の交換や互いの仕事の紹介など会員相互
の交流が図られた。（写真右は初代会長に就任した山口勝弘氏）

パネリストの伊藤隆道氏は「環境」という言葉が芸術の世界で使わ
れるようになった60 年代のような大きなエネルギーによって、アー
ティストとして次の時代を造り上げていく必要性、石山修武氏は、
建築の世界で従来の機能王義を超えた新しい取り組みがなされてい
ることなどをそれぞれ話された。伊藤氏と石山氏の歯に衣をきせな
いユーユモアを交えた応酬には会場からも度々笑いが起こった。趙
慶姫氏はスライドによって、クリストフル・シヤルル氏は音と映像
を使って、各々の活動を紹介しなから環境芸術に関わっている現在
の状況を話された。

第 1 回大会テーマ
「環境芸術・新たなはじまり」

開催要項
日　程	 2000年7月8日（土）
会　場	 東京藝術大学美術学部第1講義室
出席者	 82名（入会申込者108名）
大会プログラム
総会
シンポジウム
「環境芸術・新たなはじまり」

パネリスト
石山修武（建築家　早稲田大学理工学部教授）
伊藤隆道（造形作家　東京藝術大学教授）
クリストフ・シャルル（サウンドアーティスト武蔵野美術大学助教授）
趙	慶姫（デザイナー）

■

■

■

議事
環境芸術学会発起人会代表あいさつ
代表　山口勝弘

設立趣旨の説明
発起人　伊藤隆道

会則提案
発起人　上野久二

理事・選出承認
会長（山口勝弘）、副会長（伊藤隆道、池田政治）選出承認

■

環境芸術学会 第 1 回大会

2000年7月に設立総会が開催された。
新しい学会の設立を目指して、発起人会が組織された
のがその半年以上前であった。山口勝弘筑波大学名誉教
授と伊藤隆道東京藝術大学教授が中心となり『環境芸術』
という判然としない言葉をたよりに、呼びかけに応じた
美術作家、デザイナー、建築家、メディアアーティスト、
大学関係者など、さまざまな領域の専門家たちが、銀座
の料理屋の一室に顔を並べた。その末席に私も加えてい
ただき、一番若輩である私に事務が任されることとなっ
た。学会というものが如何なるもので、どんなことをし
ていけばよいのか、具体的なものを何も見出せず最初か
ら最後まで戸惑いしかなかったと記憶している。しかし、
環境芸術に含まれる領域の広大さを前に、そこに集って
いた誰もが具体的な青写真などなかったのではないか。
ただただ『環境芸術』という言葉に、多くの可能性と魅
力を感じていたのは私だけではなかったと思う。
東京藝術大学美術学部第1講義室において開催された
設立総会では、彫刻の森美術館・鈴木隆敏館長より祝辞
を賜り、「アカデミズムの名のもとに象牙の塔に籠るこ
となく現場での活動や議論を通して方向性を定めていた
だきたい」とのエールを頂戴した。設立趣意書・会則の
承認、理事選出を経て山口勝弘会長が選出された。設立
趣意書では、バックミンスターフラーの哲学にある「宇
宙船地球号」としての地球環境の把握と、情報技術革命
による電子的環境とを視野におき、新しい人間の姿の確

認の必要性が唱えられ、若い創造者の育成、新しい時代
を創り出すという宣言をしている。引き続きシンポジウ
ム「環境芸術・新たなはじまり」が開催された。
パネリストは建築家・石山修武、造形作家・伊藤隆道、
サウンドアーティスト・クリストフ・シャルル、デザイ
ナー・趙慶姫の4名。司会は前田義寛理事。伊藤氏は日
本における60年代の創造的ジャンルの興奮を引き合い
に、その背景となる若いクリエイターを擁護し支えてく
れた影の存在を、いま学会が果たすべきと、若い人材が
活躍できる基盤づくりを学会に託すという思いを披瀝し
た。石山氏は大量生産、大量消費というテクノロジーの
飽和状態を迎えた今、経済成長から成熟・多様化した時
代に環境芸術学会の必要性を重ね合わせた。司会の前田
氏は新しい時代環境創造には新しい世界の枠組みが必要
であると「interdiscipline＝学際」という言葉を掲げ、専
門を超えグローバルに情報を発信する開かれた学会を目
指そうと呼びかけた。設立総会のあとの懇親会には、東
京はもとより、北海道、新潟、京都、神戸、倉敷、三重、
下関と遠方から70名を超える出席があり、池田政治副
会長の進行のもと、和やかな集いが催された。会員それ
ぞれの思いが交錯した宴は纏まるものではないが、環境
芸術という言葉の広がりを強く認識することができた最
初の場となったのではなかったか。参加者それぞれが「環
境芸術」という言葉の意味を反芻し、大きな可能性をそ
れぞれに抱いた一日となった。

10 年前の初志

第 1 回大会を回顧する

事務局長（当時）　高須賀昌志
（埼玉大学准教授／環境芸術学会副会長）

プレゼンテーション■
会場ロビーにおいて、パネルによる会員の活動報告が行われた。

懇親会■
第 1 回大会の前年にオープンした芸大美術館 1 階の食堂で懇親会を
行った。会員、スタッフ合わせて約 100 人が集い、和やかな会となっ
た。
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東京探査「66 再開発」■

展覧会「co-creation 2001」■

大会アルバム

大会開催に先立ち浜松町のコトブキD.I.センターで開かれた展覧会。
作品による研究発表という初めての試みで、実作品、マケット、イ
ンスタレーションなど24 点を展示。また、大スクリーンを利用して、
会員のスライドによる作品・活動紹介も行われた。

六本木六丁目の市街地再開発の見聞というオプショナルツアー。会
場の元東京日産ビル8 階から工事が進む、現「六本木ヒルズ」開発地
を見下ろし、完成模型などを見ながら事業者の森ビル都市企画㈱の
担当者から説明を受けた。

第 2 回大会テーマ
「環境と芸術の共創」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
大会役員	 大会委員長：山口勝弘
	 大会実　行委員長：三田村峻右
日　程	 2001年7月7日（土）、8日（日）
会　場	 東京藝術大学、コトブキD.I.センター
大会プログラム
シンポジウム
「共創の環境芸術をめぐって」

ゲストパネラー
飯島洋一（建築評論家　多摩美術大学助教授）
面出	薫（㈱ライティング	プランナーズ	アソシエーツ	代表）

■

■

■

谷岡郁子（中京女子大学学長）
分科会座長
國安孝昌（筑波大学）
國松明日香（札幌市立高等専門学校）
クリストフ・シャルル（武蔵野美術大学）
司会　山口勝弘
展覧会
「co-creation	2001」

東京探査
「66再開発」

スライドプレゼンテーション
「大江戸線パブリックアート」

パネル発表
研究発表

環境芸術学会 第 2 回大会

設立総会であった第1回大会とは異なり、第2回大会
は三田村大会実行委員長の下、「環境と芸術の共創」と
いうテーマ設定にはじまり、環境芸術学会としての体裁
を整えた大会となり、学会としての活動を2日間の日程
で実施運営するはじめての機会となった。
1日目、六本木界隈のオプショナルツアー〈東京探査〉
での、六本木6丁目市街地再開発組合での開発計画や巨
大な模型等の視察は印象に残るものであった。つぎに会
場を浜松町のコトブキD.I.センターに移しての展覧会
「co-creation	2001」での作品研究発表では、会員の25作
品の鑑賞を通して相互に理解しコミュニケーションを図
る機会となった。また、スライドプレゼンテーションで
は、新しく開通した地下鉄・大江戸線各駅のパブリック
アートが紹介された。1日目の最後を締める懇親会は、
竹芝桟橋からヴァンテアン号で出航して東京湾のサン
セットクルーズを行い、参加者は楽しい一時を過ごした。
2日目は、会場を東京藝術大学に移し、口頭発表、シ
ンポジウム分科会、パネル発表が行われた。作品発表に
ついても研究発表概要集にあるように多くの方の作品制
作に関する説明は、その後の当学会としての独自な研究
成果の発表形態に大きく反映したように思われる。この
ことは一般的な学会論文の形態や内容を踏襲することが
多い中、作品制作に関する方法やプロセス、そして制作
スタッフや環境にまで言及する学会としての発表方法と
形式を示すことになった。

シンポジウム「共創の環境芸術をめぐって」は、午前
の分科会では、3人の会員が具体的に関わった活動の発
表を行い、それぞれが問題点について参加者との議論を
行い、そこでの結果をシンポジウムで報告するというも
のであった。午後のシンポジウムは、飯島洋一氏は、建
築作品を通して環境が人工的になり自然のありようも著
しく変わってきた中で、自然とどのように共創すべきか
という観点からの可能性の模索というお話があった。そ
して、谷岡郁子氏の愛知万博の開催を巡って展開された
会場の環境保護と跡地利用の国際的な議論や市民グルー
プなどの地元での会議に関する報告があった。面出薫氏
からは照明デザインの多様な活動、そして照明探偵団と
いう市民参加による活動の紹介とともに、光と環境や芸
術とのかかわりについて話が展開された。3人のゲスト
パネラーのお話、そしてその後の議論の展開は、環境に
対する我々の新たな見方や21世紀の自然と人間との関
わり方について大きな示唆を与えるものであり、環境芸
術が基本的に持つべき「共創」について考える貴重な機
会となった。
最後に、第2回大会の開催は、開催内容や運営、その
ために必要とされる書類やリーフレットなど、さまざま
な準備が必要であり、実行委員会や事務局関係者が精力
的に活動された結果であり、現在の学会活動や運営の基
盤となった。

現在の学会活動や運営の基盤となった大会

第 2 回大会を回顧する

横川昇二
（都市環境デザイン／環境芸術学会監事）

懇親会■

スライドプレゼンテーション「大江戸線パブリックアート」■
都営地下鉄大江戸線環状線の各駅に設置されたパブリックアートを
テーマとするスライドプレゼンテーション。東京都地下鉄建設㈱の
石村誠人氏の話は、創作や教育・学問活動をする会員、またマネジ
メントに携わる会員両者にとって興味のあるものであった。

客船「ヴァンテアン」での立食パーティがセットされたサンセット
クルーズでは料理や飲み物を味わいつつ、海上から眺める東京の風
景を楽しんだ。

シンポジウム■
建築評論家・飯島洋一氏、ライティングプロデューサー・プランナー
の面出薫氏、中京女子大学学長・谷岡郁子氏の3 名のゲストを含め、
6 人のパネラーが「共創の環境芸術をめぐって」をテーマに語った。
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エクスカーション■

大会アルバム

阪神・淡路大震災復興のシンボルとして従来の県立美術館を継承発
展させた兵庫県立美術館、津名郡一宮町の「パルシェ」で「第 10 回
世界環境芸術会議 環境造形コンクール展覧会」をそれぞれ見学。

懇親会■
夢舞台国際会議場、ドーム型天井のレセプションホールでの立食
パーティーは、淡路島ならではのたまねぎ、瀬戸内の魚に淡路牛な
どの食材による料理と飲み物、名物の「鳴門金時芋」「ちょぼ汁」「淡
路うどん」に舌鼓をうった。二次会会場の瓦屋根回廊のある円形屋
上ホールには、曼荼羅世界を「いけばな」で表現した吉田泰巳の作
品があり、忘れかけていた自然に対する畏敬の念をよみがえらせて
くれた。

第 3 回大会テーマ
「環境と芸術の出会い−くにうみの地より−」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
大会役員	 大会委員長：山口勝弘
	 大会副委員長：吉田泰己
	 実行委員長：藤本修三
日　程	 2002年10月25日（金）、27日（日）
会　場	 淡路夢舞台国際会議場、淡路景観園芸学校、他
大会プログラム
基調講演
ソン・ワンギョン（韓国・アートディレクター）
シンポジウム
「“再び”環境と芸術の共創−“自然”と“地域”との共創から−」

■

■

■

パネリスト
竹田直樹（ランドスケープデザイナー・淡路景観園芸学校）
高須賀昌志（アーティスト・埼玉大学）
谷口文保（立体造形作家・神戸芸術工科大学）
吉田泰巳（華道家・日本いけばな芸術協会）
ゲストパネラー　新宮	晋（アーティスト）
司会　大森正夫（京都嵯峨芸術大学）
エクスカーション
（兵庫県立美術館見学、第10回世界環境芸術会議“環
境造形コンクール”展覧会見学）
作品発表・パネル発表（淡路夢舞台国際会議場）
懇親会・二次会（淡路景観園芸学校）
併設展　「W+ALL」、「空間・時間23人展」

環境芸術学会 第 3 回大会

2002年、兵庫県の淡路島を中心に開催された第3回大
会は、環境芸術学会にとって初の地方大会となりました。
テーマを「環境と芸術の出会い−くにうみの地より−」
とし、10月25日から27日まで3日間におよぶ大会は神
戸からスタートし、くにうみ神話の地である淡路島各所
を巡る大規模なものとなりました。
初日はエクスカーションとして兵庫県立美術館を見学
しました。2日目は淡路島の津名郡一宮町にある「パル
シェ香りの館」にて開催中の環境造形コンクール展の見
学から始まりました。この展覧会には本学会員も多数出
品しており、大型温室や溜め池など施設内外の環境を活
かした展示は見ごたえのあるものでした。その後、淡路
夢舞台国際会議場に移動して総会と懇親会が開催されま
した。懇親会では井戸敏三兵庫県知事からもご挨拶をい
ただき、夜遅くまで環境芸術を語り合うこととなりまし
た。翌日は早朝から兵庫県立淡路景観園芸学校にて研究
発表と基調講演、シンポジウムが行われました。
研究発表は展示ロビーで作品やパネルが展示され、
ホールで口頭発表が行われました。基調講演は光州ビエ
ンナーレ芸術総監督のソン・ワンギョン氏をお迎えし、
光州ビエンナーレの紹介や韓国の環境芸術の取り組みに
ついてご講演いただきました。シンポジウムでは、ゲス
トパネラーとしてお迎えした彫刻家の新宮晋氏から地球
規模のアートプロジェクト「ウィンドキャラバン」につ
いての報告があった後、大森正夫氏の司会で、新宮氏、

高須賀昌志氏、竹田直樹氏、谷口文保氏、吉田泰巳氏が
パネラーとなって議論を展開しました。テーマ「『“再び”
環境と芸術の共創』―自然と地域との共創から―」と題
して園芸、いけばな、教育、まちおこし、ワークショッ
プなど多様な話題が提供されたシンポジウムは、環境芸
術の観点からあらためて地域や人を考えていくことの大
切さを確認する機会となりました。
大会を振り返ると一番に思い出すのが、山口勝弘会長
が病に伏されたことです。前年、第3回大会を関西で実
施することが決まり、関西の会員が神戸に集まって会議
を開き、淡路島を中心とする大会プランが決まりました。
淡路島は神戸からも近く、山口先生のアトリエがある一
宮町では、地域と連携した世界環境芸術会議の活動が精
力的に展開されていたからです。山口先生の体調の急変
はその会議後、しばらくしてからのことでした。リーダー
不在の状況に、大会開催の行方が懸念されましたが、山
口先生の夢であった淡路大会を素晴らしいものにしよう
と実行委員一丸となって取り組んでいったように思いま
す。
今でも、全国から集まった参加会員の皆さんの真剣な
議論や笑顔が忘れられません。神戸から明石海峡大橋を
渡り、瀬戸内海と淡路島の雄大な自然を見つめながら展
開した大会は、まさに「環境と芸術の出会い」を考える
のにふさわしい3日間であったと感じています。

くにうみの地より始まる地方大会

第 3 回大会を回顧する

第3回大会実行委員長　藤本修三
（神戸芸術工科大学教授/環境芸術学会理事）

基調講演■
光州ビエンナーレ芸術総監督のソン・ワンギョン氏は、ソウルの金
浦空港とインチョン空港の地下鉄駅に設置した自作品の壁画や天井
ディスプレイなどをスライドで紹介しながら、韓国固有の伝統文化
を表現する自身の制作手法とそれにまつわる市民反応などについて
語られ、公共的場所での芸術作品の重要性を唱えた。

シンポジウム■
新宮晋氏、高須賀昌志氏、竹田直樹氏、谷口文保氏、吉田泰巳氏が
パネラーとなって議論を展開（司会・大森正夫氏）。『“ 再び ” 環境と
芸術の共創』−自然と地域との共創から−」と題して園芸、いけばな、
教育、まちおこし、ワークショップなど多様な話題が提供された。
環境芸術の観点から改めて地域や人を考えていくことの大切さを確
認する機会となった。

「地球の上で遊び、この星の素晴らしさを伝えようということでこ
れまで作品を作ってきたけれど、地球のバランスが壊れてきた危機
的な環境の中でアーティストはただ作品を作っていて良いのだろう
か」という新宮晋さんは、世界規模のアートプロジェクト「ウイン
ドキャラバン」について、自然との共創は現場での体験から生まれ
ることを印象深く語った。
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エキジビション「環境芸術の現在 2003」展■

大会アルバム

エクスカーション■
五浦美術館（北茨城市大津町）を見学。岡倉天心の業績を紹介する
記念室や、横山大観、下村観山など日本画発展史上の貴重な作品が
収蔵、展示されている。参加者は近くにある天心ゆかりの六角堂な
どを散策した。

会員伊藤隆治氏の発案で小名浜港に昭和 50 年代に建設された6 棟
の倉庫のひとつを借り受け、肥料倉庫をアートイベント空間に変身
させるというダイナミックな展示企画が実現。会場では、立体展示、
パネル展示、映像展示などがさまざまな形態で行われ、パネル発表
4 件、作品発表 14 作品が公開された。

第 4 回大会テーマ
「環境・交流・芸術」

開催要項
主　催	 環境芸術学会、ふくしま海洋科学館
協　力	 いわき建築設計事務所協会、いわきデザイン

会、いわきララミュー、小名浜市民会議、歴
史建築活用委員会

大会役員	 大会委員長：伊藤隆道
	 大会副委員長：三田村畯右、森	豪男
	 大会顧問：安部義孝（アクアマリンふくしま館長）
	 実行委員長：國安孝昌
	 実行副委員長：伊藤隆治
	 実行委員：池村明生
	 広報委員：前田義寛、宮川輝行
日　程	 2003年10月25日（土）、26日（日）

■

■

会　場	 アクアマリンふくしま、他
大会プログラム
基調講演
ドン・ヒューズ（米国モントレー湾水族館デザイン部長）
シンポジウム
「環境・交流・芸術」

パネリスト
安部義孝（アクアマリンふくしま館長）
西	和夫（神奈川大学教授）
石井勢津子（美術家）
司会　國安孝昌（筑波大学助教授）
エクスカーション
懇親会
パネル・作品発表
口頭発表

■

環境芸術学会 第 4 回大会

2003年10月に福島県いわき市小名浜にて「環境・交流・
芸術」をテーマに環境水族館“アクアマリンふくしま”を
会場に第4回大会を開催いたしました。
大会のホスト会場となった“アクアマリンふくしま”
は以前より水族館展示も一つの環境芸術空間として理解
していました。環境芸術を展示の重要な要素として捉え
ていたのです。2000年の開館から1周年記念を機にさま
ざまなジャンルのアーティストやデザイナーを集め展覧
会を毎年開催し、水族館でありながらアートギャラリー
としても展開をしてきました。
このような展開を行っている施設が今後地域とどのよ
うな関係を目指して行くのが良いのか？　そこに施設の
新たな発展と可能性に期待をし、環境芸術学会の大会を
開催することとなりました。これには今後の「地域をアー
トで活性化させる」狙いもありました。
そのためには、地域住民の協力が必要となり、「小名
浜まちづくり市民会議」（小名浜の各種団体を統括した
市民団体）が現地サポート役として協力してもらうこと
になりました。そしてアクアマリンふくしまと地域住民
の共同事業「小名浜国際環境芸術祭」もこの時に誕生し
ました。
学会員の作品展示を行う会場として地元住民に導線と
誘導など効率の良い展示会場を選出していただき、メイ
ン展示会場の小名浜港倉庫の他、港周辺、役所、神社、

教会、銀行、店舗など環境芸術学会らしい展示会場を設
定しました。市内を散策できる地域会場として、学会員
作品を展示した「まちなか散歩美術館」が完成しました。
環境芸術学会大会終了後、開催地はどのように環境芸
術と関わっていけるのか？　小名浜では、この環境芸術
学会終了後の今でも毎年9月より「小名浜国際環境芸術
学会」を開催し続けています。小名浜発のオリジナル企
画「小名浜国際大漁旗デザイン展」、その他各種アート
イベントを同時開催しています。
「小名浜国際大漁旗デザイン展」は、小名浜の地域特
性を生かし、漁港であるこの地に古くから利用されてき
た「大漁旗」の図柄にアート及びデザイン性を感じ、現
代的な新しい表現として、小名浜発の新しいアート表現
を実現しました。
毎年、国内外より公募し、一般部門、学生部門、キッ
ズ部門のコンペを行い、入賞作品を実物製作。招待作家
部門、企業スポンサーの大漁旗も含めて、約60枚のデ
ザイン大漁旗が小名浜港に展示され、海風になびいてい
るのです。大会開催の狙いでもあった「地域をアートで
活性化させる」ことにも成功したことと思います。
環境芸術学会大会がきっかけで、環境芸術の展覧会が
地域に継続開催し続けて行くことは学会活動の理想の一
つではないでしょうか？

「地域をアートで活性化させる」ことに成功した小名浜

第 4 回大会を回顧する

第4回大会実行副委員長　伊藤隆治
（○○○○○○）

パフォーマンスライブ■

キッズワークショップ「漂着物でアートしよう」■
子どもを対象とした環境アートイベント。会員谷口文保、前田義寛
両氏指導のもと、小名浜海岸で貝殻、海藻、木片、陶片などを採集
し作品を作った。出来上がった作品は、倉庫のエキジビション展示
に組み込まれ、子どもたちは大変な喜びようだった。

アクアマリンふくしまの潮目大水槽前で、高原聡子（東京雅楽会、
笙奏者）、石井拓洋（デジタル ･ ミュージック）による音楽パフォー
マンス「笙とデジタル音楽のコラボレーション」が行われた。雅楽
楽器とコンピュータのコラボレーションはまさに潮目の小名浜での
環境芸術学会開催の意義を象徴するものであった。

基調講演■
講師には米国モントレー水族館デザイン部長ドン・ヒューズ氏を迎
えた。「クラゲ：生きている芸術」と題して、モントレー水族館の
展示や空間のデザインにおけるアート性の重視について、具体的な
事例を交えながら水族館とアートのかかわりについての話は大変興
味深いものだった。

シンポジウム「環境・交流・芸術」■
安部義孝（アクアマリンふくしま館長）、西和夫（神奈川大学教授）、
石井勢津子（会員、美術家）のパネリストがそれぞれの立場から「環
境」と「芸術」について、専門の立場から意見や所感を述べ合うとい
うきわめてフランクな討論の形で進められた。
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大会アルバム

第 5 回大会テーマ
「環境・連繋・芸術」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
協　力	 武蔵野美術大学
大会役員	 大会委員長：伊藤隆道
	 大会副委員長：森	豪男
	 実行委員長：クリストフ・シャルル
	 実行委員：伊坂重治、馬場美次、石井拓洋
日　程	 2004年11月13日（土）、20日（日）
会　場	 武蔵野美術大学
大会プログラム
特別対談　「時空を超えて−環境・人間・芸術」
村上保壽（高野山大学文学部教授、副学長）
坂村	健（東京大学大学院情報学環教授、ユビキタス・ネットワーキング研究所所長）

■

■

■

ゲスト講演　「人間の内なる環境とアート&デザイン」
香山リカ（精神科医）
シンポジウム
「芸術と人間―医療の世界と環境芸術をめぐって―」

パネリスト
筧淳夫（建築家、国立医療科学院施設科学部）
照沼秀也（医師、老人の専門医療を考える会、医療法人いばらき会理事長）
クリストフ・シャルル（作曲・映像作家）
エキジビション
「環境芸術の現在2004−ワーク・イン・プログレスの試み−」展
展示イベント／パフォーマンス／トークイベント／
ネットワークパフォーマンス

環境芸術学会 第 5 回大会

大会のキーワードは「環境・連繋・芸術」で、芸術の
みならず医学、建築、科学まで視野を広げた。電子ネッ
トワークが外国とのコミュニケーションを可能にし、さ
まざまな分野の専門家や学生のコミュニケーションの場
となった。身体における「内面的な環境」＝「ミクロの世
界」から、ランドスケープデザインが行っている大規模
の「外面的な環境」＝「マクロの世界」と、それらのさま
ざまな関係について、「ワーク・イン・プログレス」的
なプロジェクト、トークイベントやライブイベント、講
義やシンポジウムなどが開催された。
会員および学生参加の「ワーク・イン・プログレス」
によって生まれた「フィールド作品」は、屋内、野外な
ど大学構内のさまざまな空間で展示された。また、身体、
声、電子音、オブジェという多彩なメディアを駆使し、
空間、パフォーマと観客との相互関係を深く問いかけ、
さまざまなパフォーマンスを行った。その中で、日本（武
蔵野美術大学、多摩美術大学）とフランス（エクサンプ
ロヴァンス）という、9,000キロを経た3地点で3人のアー
ティスト（ジェローム・ジョア、久保田晃弘、クリストフ・
シャルル）を中心に、映像と音楽によって対話するネッ
トワーク・セッションを行い、共通の画像、テキストデー
タスや音のキャッチボールによるインタラクティブな分
散パフォーマンスも行われた。その他に、トークイベン
トとして、クリストフ・シャルル（フランス）、クリス
トファー・キーナ（アメリカ）、孔繁強（中国）、タン・

カイシン（シンガポール）という4人が異文化コミュニ
ケーションのあり方を探り「海峡を超えたネットワーク」
の構築と連繋について語りあった。
ゲスト講演の香山リカは精神科医として臨床を行い、

「現代人の心の病」や「サブカルチャーの心理」など幅広
いテーマの著作やコメンテータとして活躍している。精
神医学の立場で、精神医学や社会心理学の視点からデザ
インやメディアが人間の心や心理とどのように結びつく
のか、どのように影響を与え合うのか、人間の内なる環
境とアートやデザインの関連性などについて語った。
最後に、筧淳夫（建築家、国立医療科学院施設科学部）、
照沼秀也（医師、老人の専門医療を考える会、医療法人
いばらき会理事長）、クリストフ・シャルル（作曲家、
武蔵野美術大学助教授）はパネラーとして、横尾哲生（美
術家、埼玉大学教授）はコーディネーターとして、シン
ポジウムに参加した。医療・福祉の現場では、その機関
の従事者と利用者の双方の人間としての感情、感性に応
ずる、活力ある施設環境が望まれ、試みられている。芸
術が今日まで蓄えた成果としての、芸術作品および行為
としての美術の意識・思考の反映にはいかなる方法があ
るのか、というテーマについて、臨床の現場、施設環境
整備、芸術表現、それぞれの立場から夢と問題を語り合
うことで、今後我々個々人が、芸術界が、社会が取り組
むべき事柄を探るディスカッションを行った。

医学、建築、科学まで視野を広げた大会

第 5 回大会を回顧する

第5回大会実行委員長　クリストフ・シャルル
（作曲・映像作家、武蔵野美術大学准教授、環境芸術学会理事）

パフォーマンス■

エキジビション■
「環境・連繋・芸術」をテーマに、新しい試みとして「ワーク・イン・

プログレス」が実施され、展示会場周辺の屋外で出品作家による制
作と設置が同時進行で行われた。内なる創造性の発現を他者と共有
することが「ワーク・イン・プログレスの試み」であり、作者にとっ
て新鮮な緊張感のある企画であった。

クリストフ・シャルルと霜田誠二（NIPAF 主催者）の授業を受けた
高木峰志、門倉緑、陶山房枝、長尾悠市、北條見和らが音楽や身体
パフォーマンスなどのソロパフォーマンスやコラボレーション作品
を連続して発表した。彼らのパフォーマンスからは、カラフルな音
色による新鮮なエネルギーを受けた。

ネットワークパフォーマンス■

トークイベント■
日本で活躍する4 人の外国人ゲストが「異文化の海峡を超えていこ
う」をテーマに「異文化環境の中でのコミュニケーション」の問題を
多角的に討論。会場からは、ドキュメント映像作品を巡って、アジ
アの戦後史に対する認識の違いを鋭く指摘する意見も出され、トー
クイベントは大いに盛り上がった。

7, 000キロを経た日本とフランスで、数人のミュージシャンが音楽
と映像メディアによるネットワーク・セッションを行った。ストリー
ミングで4 つの音響空間「交差する空間」「即興空間」「対話空間」

「ループ空間」を実験した。１時間以上、約 20 人の演奏者というオー
ケストラがかなり緊張感のある音の空間を作り上げた。

懇親会■
初日から時間刻みのさまざまなプログラム、トークイベントで重い
テーマも取り上げられたため、少々疲れ気味だった参加者も、窓に
囲まれた開放的な空間での懇親会でほっと一息つき、普段なかなか
会えない旧知の会員や、今大会から新しく入会した会員とも会話が
弾んだ。
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大会アルバム

第 6 回大会テーマ
「環境・自然／メディア・芸術」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
協　力	 北海道芸術学会、北海道デザイン協議会、北

海道テキスタイル協会
後　援	 国土交通省北海道開発局、北海道、北海道教育委員会、

札幌市、札幌市教育委員会、札幌テレビ放送株式会社、
北海道新聞社、読売新聞北海道支社、朝日新聞北海道支
社、毎日新聞北海道支社

協　賛	 STV興発㈱、ホクレン農業協同組合連合会、
エー・アイ・エム㈱

大会役員	 大会会長：伊藤隆道
	 実行委員長：國松明日香
	 副実行委員長：伊坂重春、柳英克
日　程	 2005年10月21日（金）、23日（日）

■

■

会　場	 札幌メディアパーク・スピカ／札幌市内
大会プログラム
特別講演
青木由直（北海道大学名誉教授）
山本	仁（モエレ沼公園園長）
ビデオメッセージ
山口勝弘	名誉会員
シンポジウム　「環境・自然／メディア・芸術」
パネリスト
佐藤友哉（北海道県立近代美術館副館長）
藤本周司（早稲田大学ヒューマノイド研究所長）
松原	仁（公立はこだて未来大学情報アーキテクチャ学科教授）
エクスカーション
（札幌芸術の森･石山緑地・モエレ沼公園）

エキジビション
「環境芸術の現在2005」展　ほか

■

環境芸術学会 第 6 回大会

2005年の第6回大会は、北海道札幌の地で開催された。当
初北海道は会員数が少なく、とても大会が開催できる体制で
はなかった。そこで、道都大学を中心に入会をお願いし、一
挙に倍以上の会員数となった。さらに北海道芸術学会、北海
道デザイン協議会、北海道テキスタイル協会のご協力をいた
だき、何とか北海道の体制づくりができた。大会初日に開催
されたエクスカーションは、札幌周辺にある自然環境を活か
したアート空間を訪れた。「札幌芸術の森」から「石山緑地」、
そしてグランドオープンしたばかりの「モエレ沼公園」を見学
した。例年開催している研究発表の「エキジビション」に加え、
第6回大会では、一般参加による作品展「どこでもアート」を
開催した。テーマを「空気、光、大地」として、会場のアリー
ナを取り巻く座席に、共通サイズで制作されたアートボック
スを展示した。授賞式も夜に開かれた懇親会の中で行われ、
懇親会に花を添えることになった。
「エキジビション」は、「環境芸術の現在2005」と題され、ス
ピカのアリーナを会場として開催された。北海道の場合、作
品の輸送にハンディがあり、出品数が少ないことが予想され
たが、考えていた以上の作品が集まり、会場の構成に苦慮し
た。併せてパントリー内では、「食のアート」として会員の長
岡貞夫さんと札幌市立高等専門学校の学生が、ホクレンから
提供された道産の食材でコロッケを作り、揚げたてのコロッ
ケが懇親会参加者に振る舞われた。その後、懇親会の会場を

アリーナに移し、会員のクリストフ・シャルルさんとゲスト
による音と映像のパフォーマンスが行われ、更に続いて「あ
の世の出来事」によるパフォーマンスが参加者を魅了した。
大会最終日は、9時30分から「パネル・作品発表」で始まり、

活発な質疑応答が行われた。10時30分からは4件の「口頭発
表」が開催された。午後に開催された「特別講演」は、2名の講
師をお招きし、「北からの発信」と題して北海道大学名誉教授
の青木由直氏と当時のモエレ沼公園園長の山本仁氏が、それ
ぞれのお立場から北海道ならではのホットなお話しをしてい
ただいた。引き続き、「山口勝弘名誉会員のビデオプレゼン
テーション」が大型ビジョンに映し出された。「環境芸術に期
待する」山口名誉会員の熱い思いがひしひしと伝わるメッ
セージは、大会参加者に強い感銘を与えた。
大会の最後を飾ったのは、「環境・自然/メディア・芸術」

のテーマで開催されたシンポジウムだった。パネラーに松原
仁さん（公立はこだて未来大学教授）、橋本周司さん（早稲田
大学ヒューマノイド研究所長）、佐藤友哉さん（北海道立近代
美術館副館長）をお招きし、学会会員の柳英克さんのコーディ
ネートで、議論が展開された。
盛りだくさんな内容となった第6回大会は、たくさんの方々

によるご協力のお陰で成功裏に終了することができた。北海
道の会員にとっては、きつい仕事ではあったが、忘れがたい
貴重な経験となった。

忘れがたい貴重な経験に

第 6 回大会を回顧する

第6回大会実行委員長　國松明日香
（造形作家、環境芸術学会理事）

エキジビション■

エクスカーション■
札幌芸術の森・石山緑地・モエレ沼公園をバスツアー。札幌芸術の
森では伊藤隆道会長のステンレス製の大きなモニュメントに出迎え
られ、石山緑地での古代ヨーロッパの遺跡を思わせる石山に圧倒さ
れ、モエレ沼公園では、地球を一つの彫刻とみなしたダイナミック
な設計が見事であった。空の高さと清冽な空気、豊かな大地を実感
したツアーとなった。

周囲を観客席に囲まれた円形の多目的空間・メディアパーク・スピ
カに会員の作品を展示。座席を利用した展示方法でアリーナ全体が
作品に囲まれた。「どこでもアート展」のボックス作品がよく見え
る展示構成は大好評であった。

食のアート■

どこでもアート展■
学会大会では初の一般公募の展覧会。誰もが参加できる展覧会には
4 歳から中学校の美術部、一般の方までの応募があり、ボックスの
中をテーマに沿って自由に表現した作品 150 点が集まった。

“ ジャガイモからコロッケ ”。コロッケ学会会長でもある長岡貞夫さ
んをチーフシェフに迎え、國松さんの教え子、デザイン科の学生
13 名が1, 200 個のコロッケを完成させた。長岡さんのデザインによ
る移動式屋台で揚げたてのコロッケが振る舞われ、コロッケを “ 食
べる ” という参加型 “ 食のアート ” パフォーマンスとして大成功だっ
た。

シンポジウム■
北海道県立近代美術館副館長 佐藤友哉さん、早稲田大学ヒューマ
ノイド研究所長 藤本周司さん、公立はこだて未来大学情報アーキ
テクチャ学科教授 松原 仁さんをパネリストに迎え、「環境・自然／
メディア・芸術」をテーマにシンポジウムを開催した。

山口勝弘名誉会員のビデオメッセージ■
「環境芸術に期待する」と題したビデオメッセージが、山口名誉会

員から届き、会場で紹介された。
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エクスカーション■

フィールドアート展■

会員紹介パネル展■

基調講演■

リレートーク■

会場風景■

大会アルバム

ドイツ在住の作家とともに「ヴァルデスランド・プロジェクトチーム（田中智博、
松浦圭祐、さとう葉）による作品展示。「人間と自然の架け橋になるメッセージ」
を発していくアートプロジェクトであった。

樹齢数百年の樹木の枝が堂々と枝を広げる新宿御苑を普及指導企画官遠藤稔氏
の案内で散策した。よく手入れされた庭園景観の美と、植物の生命力のすごさ
を実感、都会の中の庭園を改めて認識。

100 周年記念パビリオン内で会員の活動を写真とデータのパネル（A 3）によっ
て紹介した。日頃はなかなか交流できない会員同士が、パネル展示を通してコ
ミュニケーションすることができた。

講師をお願いした小林光氏は、自宅を改築するに際しエコハウスを設計された。
太陽光発電、太陽熱パネルなどを取り入れた結果、建て替え前と比べて光熱費
を40％も削減できたという話には説得力があった。

都市や地域開発にアートを組み込むことで豊富な実績を持つ本耕一氏、環境問
題に関心を持つ元スパイダースの井上堯之氏、「地球交響曲」を連続制作して
いる映画監督の龍村仁氏が、それぞれの経験や視点から「環境の次代」を語った。

第 7 回大会は100 周年を迎えた新宿御苑の全面的な協力のもとに開催された。
庭園の特色を生かした屋外展示、100 周年記念行事のための仮設パビリオンを
利用した屋外イベントが効果的だった。

第 7 回大会テーマ
「芸術からみる、環境の次代−都市・自然・未来−」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
後　援	 環境省
協　賛	 上海彫刻公園、月圓園、松下電工㈱、ヤマギワ㈱
協　力	 ㈱ユニオン、サクサン東京㈱、シーアイ化成㈱、

東京建物㈱、日本板硝子㈱、森ビル㈱
大会役員	 大会会長：伊藤隆道
	 実行委員長：池田政治
	 実行副委員長：池村明生、高須賀昌志
	 実行委員：前田義寛、横河昇二、宮川輝行、

趙慶姫、小日向千秋、酒井	正、桜井	龍、
	 高橋	綾、馬場美次
日　程	 2006年9月23日（土）、24日（日）
会　場	 新宿御苑	100周年パビリオン他

■

■

大会プログラム
基調講演　「環境への取り組み、そのあり方と課題」
小林	光（環境省地球環境局長）
シンポジウム
「芸術からみる、環境の次代―都市・自然・未来―」

リレートーク1	 「芸術×都市」をめぐって
	 本	耕一（森ビル㈱常務取締役）
リレートーク2	 「芸術×自然」をめぐって
	 井上堯之（ミュージシャン）
リレートーク3	 「芸術×未来」をめぐって
	 龍村	仁（映画監督）

エクスカーション　（新宿御苑内）
フィールドアート展　（イギリス風景式庭園芝生）
会員紹介パネル展
パネル発表
研究発表

■

環境芸術学会 第 7 回大会

2006年の第7回大会は「芸術からみる、環境の次代−
都市・自然・未来−」をテーマに、首都東京の中心で緑
豊かな自然環境が残される新宿御苑において開催されま
した。その昔、内藤家の江戸屋敷として、また農業試験
場として、そして宮内庁所轄の新宿植物御苑として次々
と姿を変え、1906年に現在の庭園様式が整い『新宿御苑』
として改名され、第7回大会は100周年を迎えた記念す
べき年に実現することができました。
9月下旬の2日間で実施された大会プログラムはすべ
て、すがすがしい秋空の下で行われ、屋外パビリオンを
利用して実施された「シンポジウム」や、パビリオンに
併設されたギャラリー空間での「会員紹介パネル展」な
どは、一般の方々に会員の活動を見ていただく絶好の機
会になりました。また都市を象徴する高層ビルと緑豊か
な自然が対比される苑内の芝生を利用して会員公募に
よって実現した「フィールドアート展」は、第7回大会の
オリジナルプログラムでもありましたが、新宿御苑に
とっても開設以来はじめて実現したアート展であり、新
宿御苑の所轄である環境省の協力なくしてはできなかっ
た取り組みであったと感謝しております。
シンポジウムの「基調講演」でお話しいただきました
環境省の小林光氏は、現在、環境省事務次官としてご活
躍されていますが、その後の「トークショー」においても、
森ビル常務取締役の本耕一氏、ミュージシャンの井上堯

之氏、映画監督の龍村仁氏など、各界をリードする方々
によって“環境の次代”が語られ、芸術という枠を超え
て学会のネットワークが広がっていったことが、第7回
大会の最も大きな成果であったと感じています。
学会が唱える環境芸術を「既成の枠組みでは捉えきれ
ない、さまざまなつながりから生まれる芸術の可能性」
と理解する私にとって、年に1度開催される大会は、さ
まざまな分野や立場で活躍される方との刺激的な交流の
場であってほしいと願っています。その意味からもシン
ポジウムに参加いただいた方々との出会いをはじめ、新
宿御苑という歴史と自然と文化が重なり合い、たくさん
の人から愛され続ける場所で開かれた第7回大会は、“環
境”という恩恵を受けながらも、改めてその意味を深く
掘り下げる機会につながったのではないでしょうか。
大会プログラムとして実施された会員対象の「エクス
カーション」では、新宿御苑管理事務所に勤める職員の
アテンドのもと、100年以上の時を超え、堂々と聳え立
つさまざまな種類の樹木を鑑賞し、植物がもつ生命力を
体感するとともに、自然を維持させるための国や人々の
持続的な努力に触れることができました。参加した会員
一人ひとりが大会テーマとして掲げた「芸術からみる、
環境の次代−都市・自然・未来−」を夢想した2日間で
あったと思います。

環境と芸術の次代を語り合った新宿御苑

第 7 回大会を回顧する

第7回大会実行副委員長　池村明生
（東海大学芸術学科教授／環境芸術学会理事）
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大会アルバム

第 8 回大会テーマ
「森の力、芸術の力―人・まち・アート―」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
共　催	 ㈶金津創作の森財団、福井新聞社
	 FBC福井放送、福井テレビ、FM福井
後　援	 ブリティッシュ・カウンシル
特別協賛	 ㈱吉勝重建、新道繊維工業㈱、福井鋲螺㈱
協　賛	 伊藤電機設備㈱、㈱エイチアンドエフ、㈱FBCアドサー

ビス、㈱金津村田製作所、小林化工㈱、坂井森林組合、
東レ・ダウコーニング㈱福井工場、日本電気㈱、花咲
ふくい農業協同組合、レンゴー㈱金津事業所

協　力	 エー・アイ・エム㈱、ナスエンジニアリング㈱
大会役員	 大会委員長：伊藤隆道
	 実行委員長：國安孝昌
	 実行副委員長：趙慶姫
日　程	 2007年11月10日（土）、11日（日）

■

■

会　場	 金津創作の森	アートコア（ミュージアム2）および周辺
大会プログラム
シンポジウム
「創造の森−地域＆アートのコラボレーション−」

Ⅰ部
講演
「英国における地域＆アートのコラボレーション」

講演
ピーター・マレー氏（ヨークシャー・スカルプチャー・パーク	エグゼクティブ・ディレクター）
Ⅱ部
パネルディスカッション
「国内における地域＆アートのコラボレーション」

パネリスト
竹田直樹（兵庫県立大学自然・環境科学研究所「淡路景観園芸学校」准教授）
土屋公雄（彫刻家、武蔵野美術大学客員教授）

エクスカーション　（北前船の里資料館永平寺）
町歩きワークショップ　（あわら温泉街）

■

環境芸術学会 第 8 回大会

福井県あわら市の金津創作の森で開催された第8回大会で
は、いくつかの新しい試みがなされた。中でも最も印象に残っ
ているのは、シンポジウムの講師を学会主体で海外から招聘し
たことである。それまで別の目的で来日された方を講師に迎え
ることはあっても、独自で招聘するのは初めてだった。当初、2、
3人の委員の話し合いで提案があった時は、そんなことが可能
なのかと半信半疑だったが、学会外部関係者の多大な協力と担
当実行委員の尽力により、イギリス、ヨークシャー・スカルプ
チャー・パークのエグゼクティブ・ディレクターであるピー
ター・マレー氏による基調講演「英国における地域＆アートの
コラボレーション」が実現した。
またパネルディスカッション「国内における地域＆アートの

コラボレーション」の資料としてフルカラー 40頁の事例集を発
行したことも、特筆すべきである。戦後日本における環境芸術
の歴史の概観が多くの写真を添えて示され、学会員が実際に参
加した近年のプロジェクトの事例報告とともに、貴重な資料と
して大会終了後も活用されていることと思う。
これらの試みには当然、通常の大会予算を大きく超える経費

が必要であり、学会単独の力では成し得なかった。この大会が
金津創作の森の3つの自主事業（空間に生きる―日本のパブ
リック・アート展／アートドキュメント2007 ／あわら市・環
境アートコンペ）とともに「環境芸術祭inあわら」として位置づ

けられたことで多くの地元協賛が得られ、成功させることがで
きたのであり、このこと自体が「地域とアートのコラボレーショ
ン」であったと言える。また、作品発表としてはやはりこの大
会が初めてだった「屋外展示」では、ほとんどが遠方からの参
加にも関わらず、金津創作の森の広々とした空間を活かした大
きな作品が展示された。これは会場の環境が発表者を魅了した
結果だったのだろう。さらに独特のプログラムとして、通常の
エクスカーションとは別に「町歩きワークショップ」を設けた。
短い時間だったが、参加者があわら温泉街を思い思いに散策し、
地元のまちづくりグループの拠点を利用させていただき、各自
が撮った写真を見ながら感想を述べ合った。
この他に、金津創作の森の自主事業「あわら市・環境アート

コンペ」に学会が協力するなど、大会テーマに則った充実した
大会であったと、実行委員の一人として自負しているが、これ
も金津創作の森による全面的なバックアップのおかげであっ
た。首都圏に会員が多い本学会では、1年おきの地方大会はこ
れまで学会員が多いか、または学会員が関わっている地域での
開催であり、この大会のようにほとんど地元に会員がいない地
域で、純粋な誘致による開催そのものが初めてだったと言える。
初めに森という環境があって、その力が人を呼び、芸術を生

みだしていく。この原稿を書きながら2年前を思い出し、改め
てその力を感じている。

森が人を呼び芸術を生み出す

第 8 回大会を回顧する

第8回大会実行副委員長　趙慶姫
（アーティスト、環境芸術学会理事）

町歩きワークショップ■

エクスカーション■
加賀市「北前船の里資料館」で、江戸から明治にかけて巨万の富を
築いた豪勢な船主邸を見学。永平寺では案内の若い雲水さんから質
素な修行生活の話を聞く。経済と信仰という対比が印象深いエクス
カーションとなった。

学会員だけでなく地元の皆さんも参加され、それぞれの好奇心と目
線であわら温泉を丹念に観察。写メール画像をプロジェクターで映
写しながら、参加者同士が「一言感想」を発表しあう試みも大好評
であった。

口頭発表 分科会■

作品発表〈屋外展示〉■
会場の環境を生かした立体作品とサウンドインスタレーションなど
が展示された。國安実行委員長の作品「森の竜神」が池の中にそび
え立ち、その周辺およびアートコアへの導線に沿って作品がバラン
ス良く配置され、開催のアピールにも役に立った。

口頭発表の分科会は8 回大会の特徴の一つともいえる。少ない地元
会員の中から新規会員も含め2 件、近畿支部からは開催中の神戸ビ
エンナーレの紹介もあって3 件、残りは関東から遠方にも関わらず
5 件あり、計 10 件の発表があった

基調講演■
美術評論家・桜井武氏の協力で実現したピーター・マレー氏（ヨー
クシャー・スカルプチャー・パーク エグゼクティブ・ディレクター）
の招聘。「英国における地域＆アートのコラボレーション」をテー
マに、ランドスケープと芸術との関係性やヨークシャー・スカルプ
チャー・パークの発展など、話は多岐にわたり興味深いものであっ
た。

パネルディスカッション■
「国内における地域＆アートのコラボレーション」として、竹田直

樹氏（兵庫県立大学自然・環境科学研究所「淡路景観園芸学校」准教
授）、土屋公雄氏（彫刻家、武蔵野美術大学客員教授）をパネリスト
に迎えた（コーディネーター：高須賀昌志実行委員）。地域におけ
るアートプロジェクトという役割は可能性にあふれていると感じた
時間となった。
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大会アルバム

第 9 回大会テーマ
「環境・交叉する時間」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
協　力　東京藝術大学	映像学科
大会役員	 大会委員長：池田政治
	 実行委員長：木戸	修
	 実行副委員長：前田義寛、たほりつこ
	 実行委員会：宮川輝行、池村明生、平戸貢児、

高須賀昌志、渡辺五大、高橋	綾、桜井	龍、
市川靖子、酒井	正

日　程	 2008年10月18日（土）、19日（日）
会　場	 東京藝術大学　馬車道校舎及び新港校舎
大会プログラム
基調講演
水沢	勉（横浜トリエンナーレ2008	タイムクレバス	総合ディレクター）

■

■

■

シンポジウム
「環境・交叉する時間」

パネルディスカッション
「時間のイマジネーション」

パネリスト
藤幡正樹（メディア・アート、東京藝術大学大学院映像研究科長）
丸山茂徳（地質学・地球史、東京工業大学大学院地球惑星科学専攻教授）
水沢	勉

エキジビション
「コラボの時間」
「わたしの時間」

研究発表
パネル作品発表、口頭発表

環境芸術学会 第 9 回大会

横浜の地で開かれた大会から月日がずいぶん流れた気
がしています。１年しかたっていないのですが。
取り残され錆びついた岸壁荷揚げ用の大型クレーンが
そびえたつ横浜港大桟橋には、海風の冷たい音だけが吹
き抜け、未だ横浜トリエンナーレの建物の気配もない荒
れたコンクリートの上には、プレハブ倉庫とまばらに停
まった自動車。海を隔てた観覧車には灯りがともってに
ぎやかだけれど、使えるかどうか見当のつかない拝借予
定の芸大映像研究科の施設やスタジオ。ここでできるの
だろうか。初めて訪れた横浜の候補地までの道のりは、
心配と不安の気持ちで足取りは重くならざるを得ないも
のでした。しかしその不安が解消されていくのは時間の
問題でした。
芸大映像研究科の協力的な応対に安堵し、そしてなに
にもまして後日編成された実行委員会の方々の力強い実
行力がこの大会の成功を導いてくれることになります。
横浜中華街、新宿、上野、各地で行われた検討会ではさ
まざまな意見や多くの盃の交換があり、第9回大会の骨
格が出来上がっていきました。美術系大学の研究室に呼
びかけて大勢の学生を動員するという、多大なエネル
ギーを要するそして本大会を特徴づける企画がまとまっ
たのも、今にして思えば何かそこに不思議な力・交叉す

る力が働いていたように思います。
第9回大会の成功は、2日間という短い展示期間に注
ぎ込んだ学生たちの膨大なエネルギーがもたらしたと
いっても過言ではないと思います。隣の横浜トリエン
ナーレに引けを取らない展示で、もう一度このような展
示が見たい、来年もまたやるのかという声もいただきま
した。期間が2日と短いことや事前の広報が十分でな
かったことなど、今後いくつか検討すべき点があるにせ
よ、このような企画としては充分満足できる評価が得ら
れたのではないかと思っています。
むろんその他の各種発表も力のこもったものでした
し、ことにコーディネーターのたほりつこ氏（パブリッ
クアート）によるシンポジウムは、横浜トリエンナーレ
の総合ディレクターの水沢勉氏、地質学地球史学者の丸
山茂徳氏、メディアアートの藤幡正樹氏という個性的な
顔ぶれによる意欲的なものであり、環境芸術学会の今後
の幅広い方向性を探るものでもありました。
「環境・交叉する時間」は第9回大会のテーマですが、
多くの人と人との交叉によって作り上げられ成し遂げら
れた大会でもあったのではないかと思っています。そし
てそれらをまとめあげた実行委員各位、事務局のスタッ
フには改めて感謝の念を表したいと思います。

交叉する力が働いた大会

第 9 回大会を回顧する

第9回大会実行委員長　木戸	修
（彫刻家、東京藝術大学美術学部教授、環境芸術学会理事）

懇親会■

エキジビション「コラボの時間」■
「環境・交叉する時間」をメインテーマに2 種類のエキジビションが

行われた。「交叉する時間」をコンセプトに学会員を中心とする9グ
ループによる共同研究作品の発表と懇親会形式の「ザ・プレゼンテー
ション」によって、さまざまな角度、視点から環境芸術の可能性を
探るエキジビションとなった。

多くの学生が参加した “ コラボの時間 ” の展覧会場で、学生たちに
よる企画と運営によるトークセッションと懇親会を一体化、100 名
以上の参加者を “ おもてなし ” する話題性に富んだ会となった。

シンポジウム■

基調講演■
「タイムクレバスへの探求」と題して横浜トリエンナーレ総合ディ

レクター、水沢勉氏が、横浜トリンナーレのコンセプトである「タ
イムクレバス」について、時代の空気と出展されたアートのかかわ
りあいを語った。

地球史の研究者であり、ユニークな著作も多い丸山茂徳（東京工業
大学教授）、メディアアーチストとして活躍する藤幡正樹（東京藝
術大学大学院映像研究科長）の両氏が参加、たほりつこ実行副委員
長がコーディネーターを務めた。「地球環境問題を踏まえて現代の
時代状況と美術シーンとのかかわり、科学とアートの関係、アーチ
ストの課題と期待など、幅広くまた奥深い討論で参加者に感銘を与
えた。
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大会アルバム

第 10 回大会テーマ
「環境芸術は社会を変える力となりえるか」

開催要項
主　催	 環境芸術学会
協　力	 神戸芸術工科大学、神戸ビエンナーレ組織委員会
大会役員	 大会委員長：池田政治
	 実行委員長：藤本修三
	 実行副委員長：高須賀昌志
	 実行委員：相澤孝司、上野久二、大森正夫、小野裕

子、かわいひろゆき、北野正治、笹谷晃生、曽和具
之、高澤圭一、竹田直樹、谷内眞之助、谷口文保、
橋本忠和、柊伸江、藤本修三、安田雅子、吉田泰巳

日　程	 2009年10月24日（土）、25日（日）
会　場	 神戸芸術工科大学、神戸ビエンナーレ2009

会場、兵庫県立美術館
大会プログラム
パネルディスカッション
まちとアートの未来−環境芸術の視点から−

■

■

■

パネリスト
越智裕二郎氏（兵庫県立美術館館長補佐）
谷口文保氏（神戸芸術工科大学専任講師）
橋本学氏（新潟大学准教授）
山田良氏（札幌市立大学准教授）
シンポジウム
「環境芸術は社会を変える力となりえるか」

第 1 分科会
「環境芸術の領域」

第 2 分科会
「環境芸術と社会」

第 3 分科会
「環境芸術と自然」

エキジビション
「環境芸術		未来への提案」
神戸芸術工科大学と環境芸術学会によるコラボレート展
研究発表　（パネル発表、口頭発表）

環境芸術学会 第 10 回大会

2009年、環境芸術学会は創設10年となりました。7月11
日には東京藝術大学にて「10周年記念フォーラム」を開催。
第10回大会はこの記念フォーラムでの議論や提言をもと
に、「環境芸術は社会を変える力となりえるか」をテーマに
10月24日と25日の2日間、神戸にて開催されました。
1日目は神戸ビエンナーレ2009の見学を行い、パネルディ

スカッションと総会、懇親会を兵庫県立美術館で開催しま
した。「まちとアートの未来−環境芸術の視点から−」と題
して開催したパネルディスカッションは、本学会と神戸ビ
エンナーレ組織委員会との共催企画として実現しました。
竹田直樹氏の司会で、ゲストに兵庫県立美術館館長補佐

の越智裕二郎氏をお迎えし、本学会各支部から谷口文保氏
（近畿支部）、橋本学氏（北陸支部）、山田良氏（北海道支部）
がパネリストとして登壇しました。パネリストから各地の
アートプロジェクトが紹介され、全国的に盛んになってい
る「まちとアート」の取り組みについて考える場となりまし
た。
2日目は研究発表、シンポジウムなどを神戸芸術工科大

学で開催しました。第10回大会では多数の研究発表が集ま
りました。口頭発表は福井大会以来の2会場同時開催とな
りました。パネル発表・作品発表、屋外展示発表は、エキ

ジビション「環境芸術の未来」と題して大学ギャラリーで一
般公開されました。
午後から開催された分科会とシンポジウムの構成は、本

学会において初めての試みでした。先ず、大会参加者はテー
マごとに3つの分科会に分かれて議論します。そして、そ
の議論をもとに分科会コーディネーターがパネリストに
なってシンポジウムが展開します。分科会は大森正夫氏、
工藤安代氏、高須賀昌志氏のコーディネートによって、そ
れぞれ「環境芸術の領域」「環境芸術と社会」「環境芸術と
自然」について議論しました。
シンポジウム「環境芸術は社会を変える力となりえるか」

では、谷口文保氏の司会で各パネリストから分科会報告が
行われた後、環境芸術の「可能性」や「未来」を考える議論
を行いました。シンポジウムでは、パネリストだけでなく
多くの参加者から多様な意見、提案が出されました。議論
を通して、環境芸術が「実践性」「総合性」を特長とし、表
現のクオリティを支える「技術」の研鑽を図らなければなら
ないことなど、環境芸術の特長と本学会の今後の方向性が
見えてきました。
第10回大会は、環境芸術の未来をみんなで考え、大いに

語り合う充実した大会になったと考えています。

未来を考える場づくりを目指して

第 10 回大会を回顧する

第10回大会実行委員長　藤本修三
（神戸芸術工科大学教授/環境芸術学会理事）

神戸ビエンナーレの見学■
「神戸ビエンナーレ 2009」メリケンパーク会場の「グリーンアートコンテナ」や「いけ

ばな未来展」、神戸港の「海上アート展」を見て歩いた。

口頭発表■
午前 9 時 30 分からの口頭発表には学会員のほか熱心な聴講者で会場は熱気にあふれ
ていた。

分科会■
3 つに分かれた分科会では、参加者が積極的に発言し、全員で「環境芸術」のあり方、
これからの課題を討論。

パネルディスカッション■

パネル発表■
学会員の活動の成果を示すパネル発表では、質問も飛び出した。

大型スクリーンを使って「まちとアートの未来」をテーマに、神戸、新潟、札幌各地
における研究活動を報告。

エキジビション会場■

シンポジウム■
はじめに「環境芸術の領域」「環境芸術と社会」「環境芸術と自然」の3 分科会に分かれ
た討論のあと、討論を集約した全員参加のシンポジウムを開催、大いに盛り上がった。

環境芸術学会と神戸芸術工科大学によるコラボレーションでそれぞれの研究活動の成
果を展示。


