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「美術／デザイン／工芸のあいだ」トークイベント報告
加藤 駿介
本 稿 は、2019 年 10 月 ５ 日（ 土 ） に NOTA_
SHOP で開催されたトークイベント「月刊学芸員

度會 保浩

渡辺 亜由美

荒井 保洋

いうジレンマがあり、今回のトークはそうした問
題意識から出発しています。

増刊号 美術／デザイン／工芸のあいだ」の記録

そこで、今回は色々な領域を意識しながら、そ

である。載録にあたり、文字起こしと全体の編集

れをフラットに見せる・あるいは内包するような

は渡辺亜由美が行い、各登壇者の確認のもと掲載

活動や制作をされている加藤さんや、度會さんに、

した。

作り手として一体どのようなことを考えているの
かを中心にお話をお聞きしたいと思っています。

月刊学芸員増刊号

最後に質疑応答の時間も設けますので、みなさん

「美術／デザイン／工芸のあいだ」

と一緒に色々とお話ができたら嬉しいです。

日 時：2019 年 10 月５日（土）

では早速、ゲストのお２人に日頃どのような活

14:30 〜 16:00

動をしているのかをお聞きしたいと思います。ま

会 場：NOTA_SHOP（甲賀市信楽町）

ず度會さんからお願いします。

ゲスト：加藤駿介（デザイナー）
度會
度會――

度會保浩（アーティスト）
司 会：渡辺亜由美 荒井保洋

度會保浩です。岐阜県生まれで滋賀県在住です。

（ともに滋賀県立近代美術館 学芸員）

1981 年生まれです。僕は大阪芸術大学で陶芸を
専攻し、卒業後は岐阜県の実家に戻って、古くなっ

渡辺
渡辺――

た蔵の前に小さな電気窯を１つだけ置いた工房

みなさんお待たせ致しました。本日はお忙しい

を構え制作を始めました。ただ環境が充分ではな

中、お集りいただいてありがとうございます。本

かったので、2006 〜 2007 年に滋賀県陶芸の森

わたらいやすひろ

日は月刊学芸員の増刊号ということで、度會保浩
か とうしゅんすけ

のアーティストインレジデンスに参加し、初めて

さんと、加藤駿介さんのお２人をお招きしました。

信楽に長期間滞在して制作をしました。その後ま

初めに、今回なぜこのようなテーマでお２人を

た岐阜の工房に戻って、武庫川女子大学の非常勤

お呼びしたのかについて、お話をさせていただき

の助手をしたりしながら制作していました。

ます。今日会場にいらしている皆さんは、多分美

その武庫川女子大学の甲子園会館にフランク・

術館に行かれたり、作品をご覧になることがお好

ロイド・ライト（1867 〜 1959）の設計の建築

きな方が多いと思うのですが、その時に「これは

学科の校舎があり、そこで建材としての陶器を扱

美術だから良い」
「デザインだから良い」
「工芸だ

う授業の助手をしていました。実際使われている

から良い」という見方は、多分あまりしないと思

タイルを生徒さんと一緒に制作してみて、建材と

うんですね。すごく魅力的で、自分に何か訴える

しての陶器にはどのような性質があるかを学ぶ授

ものがあったりするから、その作品が良いと感じ

業でした。

る方が多いのではないかと思います。ただ美術を

その後信楽に移り、大塚オーミ陶業の仕事に関

専門的に勉強していくと、どうしてもそれぞれの

わりました。大阪にある旧フェスティバルホール

分野・領域に壁というか溝のようなものがあるこ

の外壁についていたレリーフの再制作をする仕事

とがわかってきて、段々それにぶつかってくると

があるということで、制作要員として信楽に来ま
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した。その建物は 1958 年に建てられたもので、

利点はガラスの分子構造に逆らわずカットできる

老朽化に伴って建替えということだったんです。

点です。ガラスはすごく直線的な分子構造をして

実際のレリーフがこんな感じです。

いるので、それに逆らってグラインダーで削った
り複雑な形をつくったりすることもできるのです

渡辺
渡辺――

が、できるだけ一番シンプルに、オイルカッター

外のレリーフが、度會さんが再制作されたもの

でパンッと切れる形を構築して模様をつくること
を考えています。そのガラスを組んでいくことで、

なんですか？

形と模様が同時並行的に生まれていく造形を目指
度會
度會――

しています。NOTA_SHOP さんに竹を編んだ茶

会社で造ったものなんですけど、僕も実際の作

漉しを置いていましたが、そういう造形感覚と似

業などに関わらせていただいて制作していた感じ

ている感じがあるかなと思います。あとは陶器出

です。高速に乗っていたら見えるので、割合目立

身なので、このようなもの（図３）もつくってい

つ所にあります。こういう仕事が信楽にはあるん

ました。

だな、ということをすごく感じていて、それも信
楽に魅力を感じた１つのきっかけでした。武庫川
女子大学や大塚オーミ陶業で、建材としての陶器
を扱う仕事をしたことで建築関係の仕事に少し興
味を持ったので、その後から自分の作品制作でも
ステンドグラスを住宅にはめたりする仕事をする
ようになりました。
あと少し系統が違いますが、施主さんの要望で
東海道五十三次の自分の故郷にまつわるものをつ
くってほしい、という依頼を受けてこういうもの
（図１）をつくったりしました。版画の線とガラ
スの線は全く違うものなのでとても難しかったの
ですが、
「線」というものを考える上でとても勉
強になった仕事です。
その後、陶芸の森の創作研修課で嘱託職員を募
集していたので、良い機会だと思ってそちらで５
年間お世話になりました。現在はそこを辞めて、

図１

SHIGARAKI SHARE STUDIO（通称「SSS」
）と
いう共同アトリエで制作をしています。
それでは作品を紹介していきます。
《Eagduruearthenware》
（図２）は、ステンドグラスの立体
造形になります。
「Eagduru」というタイトルは
造語ではなく、直訳すると「眼の戸」という意味
があります。窓を「見ること」の象徴として捉え、
そのイメージを使って立体的な窓を制作していま
す。この連続模様のパターンは「窓だな」と分
かり易い印象のものを使っています。この模様の
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「岡崎」 （歌川広重 《東海道五拾三
次 岡崎宿 矢矧之橋》 にならって）
兵庫県森具の家 ・ 鈴木邸
2015 年 144.7 × 99.5cm
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図４

度 會 保 浩 《ripple》 2010 年 ガ ラ ス、 磁 器、
ハンダ 195 × 360cm 作家蔵
（photo: Tomas Svab）

《ripple》
（図４）は 2010 年に京都で展示をし
た作品です。ギャラリーの中に何も置かずに、通
りに面するガラス戸にステンドグラスをはめた作
品です。外から見るとこんな感じです。ガラス
図２

度 會 保 浩 《Eagduru-earthenware》
2018 年 ガラス、 ハンダ
70 × 60cm 作家蔵

のテクスチャーがつけてあって、外から強い光が
入るとギャラリーの中に投影されていく作品で
す。ギャラリーの通りに面したガラス面を水面に、
ギャラリー空間の中を水瓶の内部に見立てて、鑑
賞者がギャラリーの中から外を眺めると、水瓶の
中から外の景色を眺めている、というものです。
《Eagduru-whisky bottle》
（2012） も 2010 年 と
同じギャラリーでの展覧会です。このときはウイ
スキーボトル型のステンドグラスの造形をつく
り、通りの面に同じパターンのステンドグラスの
パネルをはめて展示をしました。これも鑑賞者が
ステンドグラス越しに外の景色を眺めることで、
ステンドグラスのボトルの中に入って外の景色を
眺める疑似体験ができるような仕組みで、ギャラ
リーの内部をボトルの内部に見立てて展示しまし
た。
《Eagduru-earthenware landscape of the

図３

度 會 保 浩 《0ml-Stainless pitcher》
2009 年 磁 器、 ハ ン ダ、 銅
122 × 135 × 76cm
作 家 蔵
（photo: Tomas Svab / Courtesy ：
ARTCOURT Gallery）

bottom of lake》
（図５）は BIWAKO ビエンナー
レに 2014 年に出品した作品で、土蔵の中で展示
しました。この展覧会では滋賀県にまつわるもの
を作品に取り入れたいと思い、滋賀県立安土城考
古博物館にリサーチに行きました。その時に琵琶
湖の水中考古学の写真を見たんです。その写真は
考古学資料なのですがとても叙情的に感じて、そ
の雰囲気を土蔵内で表現したいと考えました。そ
（ 22 ）
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言えないのですが、自分と他者との距離の取り方
というか…。僕もこういうガラスが使われていた
家に住んでいたのですが、型板ガラスで家の中の
プライベートを守っていたというような、何とな
く自己と他者とのフィルターになっているという
意味合いがあります。すごくたくさんの種類の型
板があるので、ガラスの種類を組み合わせながら
つくっていこうと思っています。
工芸的かどうかはわからないですが、仕立て直
すとか見立てるとか、景色とか、そういった要素
を組み込みながら、応用美術の中では一般的に行
われていることを純粋美術的に表現することは、
何となくですが自分の中でテーマになっているよ
うな気がします。
渡辺
渡辺――
図５

度 會 保 浩 《Eagduru-earthenware
landscape of the bottom of lake》
2014 年 ガラス、 ハンダ
80 × 80 × 80cm 作家蔵

ありがとうございます。それでは加藤さんお願
いします。

こで、土蔵の薄暗い空間を琵琶湖の湖底に、明か

加藤
加藤――

り取り用の小窓を湖面から差し込む太陽光に見立
てて展示をしました。

はい。こんにちは。僕何も資料を用意していな
いので（笑）
、ホームページをご紹介します。

《Eagduru-earthenware leaf of a maple 》も
BIWAKO ビエンナーレ 2016 に出した作品です。
この年は近江八幡にゆかりのある建築家のウィリ
アム・メレル・ヴォーリズ
（1880 〜 1964）
のヴォー
リズ記念病院の中にある「五葉館」という建物を
モチーフにしました。ちょっと変わった建物だと
思って見ていたのですが、この時代には太陽光を
浴びることでしか治らないとされるような病気も
あって、どの病室にもできるだけ光が入るように、
ということで、この形になったようです。採光作
用の多い窓、という意味でできるだけ表面積を大
きくするような造形でつくりました。
《Private Eagduru（仮題）
》
（図６）はまだ未発
表の作品なんですけど、新たに取り組んでいる作
品で型板ガラスを再利用して制作しています。型
板ガラスは昭和 30 年代〜 50 年代にかけて一気
につくられて現在は全く製産されていないガラス

図６

です。まだ発表していない作品なので上手いこと
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度會保浩 《Private Eagduru （仮題）》
2019 年 型 板 ガ ラ ス、 銅、 ハ ン ダ
72 × 56cm 作家蔵
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渡辺――
渡辺

分自身でも映像制作をして音楽と一緒に流すとい

冒頭で言い忘れてしまいましたが、加藤さんは
今回の会場である NOTA_SHOP のオーナーさん

うメディアアートのようなものを制作してみたり
もしました。

です。

でも大学 3 年生のときに、これはマズいなと。
正式に大学でデザインや美術を学んでいないとい

加藤
加藤――

う状況にすごくコンプレックスがあって、1 回海

はい、そうです。改めまして加藤駿介と申しま

外に行ってみようと思って休学してロンドンに１

す。このお店のオーナーでもあり、焼きものの製

年間行きました。2006 年〜 2007 年の１年間だっ

作もしています。僕自身は信楽出身で、1984 年

たのですが、そのとき遊んでいた友達がセントラ

生まれ、今年 35 歳です。

ル・セント・マーチンズとかゴールドスミス・カ

経歴でいうと、もともとずっと焼きものをやっ

レッジとか、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

ていたわけではなく、大学は京都精華大学の人文

に通う同世代の人たちで、衝撃が色々ありました。

学部を出ています。僕はものをつくったりクリエ

日本って学生と社会との差がとても広いんです

イティブなことに関わりたい、という思いが中学

ね。例えば学生が主催するファッションショー

高校の頃から何となくあったのですが、明確に

と、セントラル・セント・マーチンズの学生が行

この仕事に就きたい・これをやりたい、という方

うショーとでは、レベルや素材に対するアプロー

向はありませんでした。ただ、面白そうだしかっ

チや考え方、アウトプット等も、全然クオリティ

こいいなと思ってずっと興味がありました。する

が違うと思いました。あるいは、向こうの美大の

と家に（京都精華）大学の学校案内が届いて、読

卒展では作品がほとんど売約済みになっていると

んでみるとすごく面白いことが書いてあるんです

いう状況があり、これってすごく面白いと思いま

よね。音楽でバンドやっていますとか、将来の職

した。それまでは、
学生と社会との間には壁があっ

業欄には編集者とかキュレーターとかが並んでい

て、
「学生だからこのレベルでいいや」という思

て。そういう大学に入れば、自分もそのような存

いがあったのですが、そうではなく、一歩外に出

在になれるのではないか、と思って、なるべく広

るとそこに差はない。良いものであれば認めても

くものが見えるようにと京都精華大学人文学部の

らえるし、そうでなければ認めてもらえないとい

社会メディア学科に入りました。

う社会がしっかりあんねんな、ということがとて

ただ大学に入ってみたものの、実際には思い描

も勉強になりました。それプラス、クリエイティ

いていたようなカリキュラムはなくて。これは、

ブな仕事は学校にいて勉強するものではないな、

困ったなと。自分は美術やデザインの分野に興

と思いました。現場に行かないと身にならないし、

味があって入学したけれど、どうやって携わって

そういうものなんだと思いました。

いったら良いかわからなかったので、とにかく自

帰国したあとは１年ちょっと東京にある広告制

分が興味を持ったものにどんどんトライしていっ

作会社に勤めていました。クライアントから依頼

たんですね。一番最初は映像をメインに活動して

を受けた物事に対してデザインを施し、ユーザー

いました。学内で教えてもらう機会もあったんで

の方に届け易く伝えることがデザインの大きな役

すけど、それよりは京都の街や大学の卒業生の

割ですが、その中でも広告が一番先端の存在で、

方々、特にアートドキュメンタリーの撮影をされ

一番面白いと思っていたんです。ただ、若かった

ていた方から技術などを教えてもらいながら、自

というのもありますが、段々広告の仕事に違和感

分も携わるようになりました。映像以外にも興味

を覚え始めました。広告の仕事は、自分１人で

があったので、例えばインテリアショップや服屋

何かを伝えるわけではありません。間に代理店や

さんで働いてみたりとか。VJ と言いますが、自

制作会社など色々な人が携わる中で、モノの良さ

（ 20 ）
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が本当に伝わっているのかどうかが曖昧だな、と

は元々信楽の主力製品の１つでしたが、中々良い

思うことがありました。モノの良さがどんどん薄

と思うものがありませんでした。傘立てのデザイ

まっていくというか、距離があるというか。僕自

ンは、
「メンフィス」とかエットーレ・ソットサ

身は、そうした仕事は向いていないのかなと思い、

ス（1917 〜 2007）などの時代のものからイン

広告の制作会社を辞めました。そして、僕の親族

スパイアされてつくっています。もっとふざけた

が代々焼きものの製造と販売をしている地元の信

馬の花器のようなものもつくっています。この辺

楽に戻ろうと思いました。焼きものの世界であれ

り（
「horse_vase」
）
（図８）は 2000 年代のダッ

ば、何かをつくるだけ、売るだけではなく、つく

チデザインの影響で、少し主張があって笑える感

るしパッケージもするし直接お客さんとコミュニ

じのものですね。
そ う そ う、 一 番 最 初 に つ く っ た も の は こ れ

ケーションもできる。もう少し小さな世界が、信
楽であればできるんじゃないかと思ったんです。

（
「TRIP」
）
（図９）です。謎の形状のものですが、

戻ってきた後は親族のお店で勤めていたのですが

これは自転車スタンドなんですね。前輪だけ止め

その後独立して、今は自分たちで焼きものの製造

るものです。東京にいたとき自転車がブームに

とギャラリー、デザインの仕事をやっているとい

なっていたのですが、街中に駐輪場がありません

う状況です。

でした。信楽に戻ってきても駐輪場がなかった。

普通、自分で焼きものをつくる人がお店をやる

こうした状況に加え、特に若い人の中では、陶器

時は、自分の製品をメインで売るのですが、僕は

はそもそも器や壷のイメージが強く、関心が離れ

そこには興味がありませんでした。陶器だけの世

ている人が多いと感じていて、そうした若い人た

界は存在しないし、色々な要素があって陶器があ

ちに向けて何かできないかと思ってつくりまし

ることを伝えたかった。例えば花器は花がないと

た。焼きものは重いし天気に強く、腐らない。そ

成立しません。ですからお店では、隣町にあるハ

ういった素材の魅力を伝える良いプロダクトがな

ナノエンの野田幸江さんというお花屋さんに花を

いかと考えたんですね。僕は作家ではないという

活けてもらっています。僕はそういったことにす

スタンスなので、こういったものをつくりますが、

ごく興味があります。お店で扱っているものは、

恐らく大きなメーカーも僕たちがつくっているよ

焼きもの、ガラス、金属、さまざまなマテリアル

うな製品はつくらないと思います。作家でもない

があるのですが、それだけではなく、作家のもの
や国内外の古いもの、展覧会であればグラフィッ
クに寄ったものも、ファッションの展覧会もやり
ます。ギャラリーに関しては、領域がないという
か、すべて等しいものとして扱っています。作品
であれ、音楽であれプロダクトであれ、空間の中
に作品が存在していることが面白いと思ってい
て、お店の形態も色んな要素がミックスしている
のが良いかなというスタンスで日々過ごしていま
す。僕はそれが普通やと思っているのですが。
自分たちがつくる焼きものの製品には１つ特徴
があって、信楽は大きなものをつくる産地なので、
そういったものをメインにつくっています。例え
ばこれ（
「ENTOTSU」
）
（図７）は傘立てで、信
楽に戻ってきてからすぐにつくりました。傘立て
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図９

NOTA&design 《TRIP》

度會
度會――
知ってはいたのですが、こんなにちゃんとお話
するのは初めてです。
図８

NOTA&design 《horse_vase》

し大量につくるわけでもない、そうゆう曖昧な

加藤
加藤――
まだ度會さんが陶芸の森のスタッフだった時

ゾーンをやっています。
あともう１つ、お店のコンセプトがあります。

に、挨拶をしたりお話をしたことはありました。

それは、県外から来た方には地元の良い作家や焼

陶芸の森ってレジデンス施設があるんですね。世

きものを見てもらう。そして地元の方々には、焼

界中からアーティストがやってきて、そこで暮ら

きもの以外のもの、例えば県外や違う国のものを

しながら 24 時間制作ができる環境ですよね。そ

見てもらう、というコンセプトです。

こで特に大きい作品を焼く方がたくさん来られて

信楽の小学校には薪釜が１つずつあるんです
ね。それで小さな頃から紙粘土ではなく、本当の

いて、近年は焼きものだけではなく現代美術の作
家さんも良く来られています。

粘土に触れることができ、その環境が保育園と小
学校まで９年間あります。高校になると色々な地

度會
度會――
そうですね。僕が陶芸の森で働いていたときは

域の子が集まるのですが、衝撃だったのが、信楽
の子は圧倒的に絵が上手かったし、色彩感覚が良

レジデンスのスタッフでした。

かったんですね。それって多分誰かに「こうしな
さい」と言われたわけではなく、そうした環境に

加藤
加藤――
あと度會さん、SHIGARAKI SHARE STUDIO

幼い頃からいたので、自然と感覚が育ったんだと
思うんです。ですからこのお店も、ちょっとでも

の説明をもう少しお願いできますか？

そういった要素を若い世代に伝えられたら良いか
な、と思って活動しています。一応、こんな感じ

度會
度會――
そうですね。陶芸の森のスタッフを辞めた後は、

です。

信楽の町内に SHIGARAKI SHARE STUDIO、通
称「SSS」という共同スタジオができたので、今

渡辺―
渡辺 ―
ありがとうございます。お２人は現在信楽に住

はそこで制作をしています。工房以外にもギャラ

んでおられますが、お互いの活動はご存知でした

リーやコミュニティスペースをつくって、若い作

か？

家さんたちが信楽に入ってきやすいようにする場
をつくろうと始めたところで、2018 年 12 月に
（ 18 ）

87

正式に法人化しました。まだ工房機能しかないの

渡辺
渡辺――

ですが、どんどん進めたらいいなと思っています。

私もお伺いしたことがあるのですが、すごい広
くて驚きました。

加藤―
加藤 ―
陶芸の森のレジデンスが人気で、若い作家が使

度會
度會――

う場所がないという状況があったんですよね。

ただみんなで使うとすぐに手狭だな、とは感じ
ています。もし町内に空いている工場があれば、

度會―
度會 ―

そういったところも使っていきたいとは思ってい

そうですね。あとレジデンスは期間が決まって

ます。

いるので、
（レジデンスが）終わった後に信楽の
魅力を感じた人や、信楽に残って制作したいと

渡辺
渡辺――
大きなスタジオを借りられそうな余地は、信楽

思った人が長期で借りられる場所があるといい
な、と思って始まった場所です。

にあるのですか？

渡辺―
渡辺 ―

加藤
加藤――

メンバー登録とかいるのですか？

それが意外と難しくて。このお店は運が良かっ
たのですが、信楽の場合ほとんどの場合が職住一

度會―
度會 ―

体型なんですね。住む場所と制作する場所が隣同

いや全然なんにも。ただ、オーナーが熱心に信

士なので、敷地が同じなんです。そのため工場だ

楽のことを考えて色々やっていこうという方なの

け借りることは難しいんです。住宅も同じです。

で、その熱意に賛同した人が今集まっているとこ

誰も住んでいなくても、お仏壇だけあってお盆だ

ろです。

け帰ってくるとかは良くあります。建物は使わな

工房は商品倉庫だったところなので、ほとんど

いと朽ちてくるので、その辺りは課題ですね。

そのまま工房として使っています。元々の床が緑
色だったのでスタジオとして使い始めてから敢え

度會
度會――
SSS の建物も住居が付いていて、そこも一体で

て緑に塗り直しているのですが、何でこの色にし
たんだろうと…。自分で決めたんですけど、あ

使えることになったので今回は良かったです。

とから床の緑が焼き物に反映して色が見えにくい
なぁと。
（会場笑） ちょっと失敗したんですけど、

渡辺
渡辺――
SSS という共同スタジオの話がありましたが、

少しずつ直しながら使っている感じです。焼きも
のに限らず、色々な領域の方が使ってくれたらい

制作する上ではそこがどんな環境でどんな人が周

いなと思っています。

りにいるのかが結構大きいのでは、と思います。
加藤さんは学生時代、街に出て色々なことを教

渡辺―
渡辺 ―

わったという話がありましたが、度會さんは大学

今のところは焼きものの方が多いのですか？

時代どのような環境でどういったカリキュラムが
あったのですか？

度會―
度會 ―
そうですね。どうしても焼きものの機材が多い

度會
度會――

ので、偏ってはしまいます。

僕が専攻していたところは、課題でひとつずつ
技術を身につけていきました。例えばカップアン
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ドソーサーをつくりなさい、という課題と並行し
て自由造形があったり。
渡辺
渡辺――
工芸独特かもしれませんが、使い道が明確にあ
るものとそこからはみ出たものとは、作り方がか
なり違うのではと思うのですが、その辺りで何か
思うことなどはありましたか？
度會
度會――

図 10

最初は立体造形をつくるときにコンスタンティ
ン・ブランクーシ（1876 〜 1957）の作品集を
見たりしていて、その傍らでカップアンドソー
サーなどの課題をこなしていましたが、そんなに
疑問に感じることはなかったかもしれません。そ
れが染み付いてしまったというか、そういうもの
だと思ってやっているところがあって。さっき話
をしたみたいに、竹を編んでいくと模様と形が一
緒にできてきたり。あと、今 NOTA_SHOP で展

「東亨 - Crafty- 」 展示風景 （2019 年９月 14
日 （土） 〜 10 月６日 （日） 会場 ： NOTA_
SHOP）

割れた鉄釜の鋳物を使っているものがあるのです
が、この前知り合いの板金屋さんが来て、
「これ
ゴミやん。現場行けば落ちてるで」って言ってて。
でも東さんは、美術で言うファウンドオブジェの
ように既存のものを違う見方で解釈していく要素
もありつつ、スタンスが両方を横断している感じ
がすごく面白くて。

あずま りょう

覧会をしている東亨 さん⑴ の彫刻（図 10）もワ
イヤーで形を作りながら模様をつくっています
が、結果的に用途がなくても造形として組み立て
ていける、と感じています。

渡辺
渡辺――
スタンスが工芸的、というのをもう少し説明し
ていただけるでしょうか？
加藤
加藤――

渡辺
渡辺――
いま東さんのお話がでたので、NOTA_SHOP
での展覧会についてお話しいただけますか。

これね（笑）
。これが難しいんですよ。多分本
人自身が思っているわけではないと思うんですよ
…。

加藤
加藤――
僕自身も NOTA_SHOP で作家さんの展覧会を
企画するんですけれど、興味があるのがやっぱり
領域を横断している感覚がある人の作品なんです
ね。東さんの場合は「金属工芸作家」と言われて
います。銅のワイヤーで編んでいて、作品にはギ
リギリ用途がある、ありそう（笑）
。そこは見立
てる力なんです。工芸に近いというか、用途があ
りそうだという「匂い」やその揺らぎは受け手に
ゆだねているところが東さんの作品にはあって、
そういうものが面白いなと思います。彼の作品の
中には水道のメーターカバーが朽ちたものとか、

渡辺
渡辺――
プロダクトデザイナーとしての加藤さんと、お
店のディレクターとしての加藤さんってスイッチ
が違うのかなと常々思っていました。お店での展
覧会企画の場合は、色々な領域のエッジをいくよ
うな作家を意識的に選ばれている気がするんです
よね。作品を見る、あるいは展示をするときに、
多分加藤さんの中では「これはデザイン的なもの」
「これは工芸的なもの」という感覚があるのでは、
と感じていて興味があります。例えば今回の東さ
んの場合だと、どういったところにエッジの部分
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画するときはまず作家自身に力があるかどうか。

を見出されたんですか？

あとは、既にすごく売れている人はやらないです
加藤
加藤――

（笑）
。それは、良い意味で一緒に成長していきた

東さんに限らず、自分たちが扱う作家はそうい

いと思って紹介しています。そうですね、そうい

う人が多いです。戦後の美術の歴史は基本的には

うスタンスでやっています。自分が興味があるも

カウンターの歴史ですよね。団体やグループが権

のを言語化できないから空間を作る、というか、

威を持った時に、それに対してアンチが出てくる

自分の興味があるものを、言葉にできないけど形

流れが繰り返していると思います。その中で今も

にしていくことが好きなんだと思います。

色々な人たちが出てきていると思うのですが、現
状のレールに沿っている人ではなく、そこで戦っ

渡辺
渡辺――

ている作家に興味がある。それは作品に表れてく

確かにどんな空間に何を置くのかを考える、と

るんですよね。例えば、僕は作家じゃないから良

いうのはとっても加藤さんらしいな、と思います。

く思うんですけど、
「作家」って誰でも名乗れる

以前ホテルのフェアでも展示をされていて⑵、明

わけじゃないですか。でも、本物の作家というの

らかに他の部屋と雰囲気が違いました。展覧会の

は自分で考えて、自分がつくりたいものに対して

話がちょうど出たので、昨年（2018 年）荒井さ

戦っている。人の真似をするとか、これが流行っ

んが企画した展示のことをお話しいただけます

ているからつくるとか、そういったことを考えて

か？ この展覧会には度會さんも出展されていま

いる人はやっぱり作品に表れてくると思ってい

したよね。

て。そういうものには興味がないし、次の時代に
行けない。例えば 100 年前の写しをつくったと

荒井
荒井――

ころで絶対に 100 年前の方がいいし、100 年後

はい。しゃべらずにこの会が終わってしまうか

に残るものは今そこで戦っているものだと思うの

と思いました（笑）
。近代美術館の学芸員をして

で、そういう力のある作家を扱いたいし紹介した

います荒井保洋です。
実は去年、長浜市で若手作家の展覧会を企画し、

いな、と思っています。あと、デザインは空間に

やく し がわ ち はる

かわ の あい

薬師川千晴さん、河野愛さん、そして度會さんに

もよります、正直な話。

出展いただきました⑶。自分はあまりアカデミッ
渡辺
渡辺――

クな素養のある学芸員ではないのですが若手の作
家さんと展覧会をつくることが良くありました。

デザインが、ですか？

その時には観客の体験をどうつくるかという観点
加藤
加藤――

から作家さんを選んだり、展示会場を作っていく

えっとね、モノには善し悪しがあることは大前

ことが多いなと思っています。その意味では、度

提なんです。ただそれ以上に、この空間だったら

會さんの作品というのは空間全体をつくってくれ

この見せ方が良いよね、ということを意識します。

ると思っていて、昨年の展覧会ではその機能を果

置かれる場所によって、モノって見え方がすごく

たしてくれていました。

変わってくると思うんですね。自然が周りにあっ

展覧会を開催したのはちょっと不思議な空間

て、光が入ってきて木があって、という空間であ

で、美術館には存在しない要素としては日光がめ

れば、コレを置くと美しいよね、というものがあ

ちゃくちゃ入ったんですね。度會さんの作品って

ると僕は思っています。横に別のモノを置くと、

フレームの影がすごく綺麗に床や壁に出るんです

違う意味を持つのかもしれない、とか。そういっ

けど、日光が入ると光が乱反射しちゃうんですね。

たことに興味があります。ですから、展覧会を企

これ（図 11）が昨年の展示のためにつくっても
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らった新作で、今まであまりなかった形です。

を硯として使えるんです。実際にこれを硯として

去年は「散光／サーキュレーション」という展

使ってもらって、習字を書いてもらうところまで

覧会タイトルでしたが、度會さんのような作品の

が作品になっています。これ（図 13）が田中さ

光、—それは単体でも美しいのですが—、それが

んに書いてもらった「大地」という字です。会場

展示会場全体に散るんですね。他の人の作品の上

ではこの習字と一緒に、田中さんが開拓時に使っ

にも散っていって、その場その場で違う体験がで

ていた鍬とか机も展示しています。あとは作家が

きるということは、意識してつくったところでは

（硯のための）石を採掘しにいったり、実際に彫

あります。そういう意味では、展覧会をつくる時

刻をつくっていく 景を 像作品として展示して

の学芸員の発想には少しデザイナー的な面がある

います。

のかなと思います。

そこで思ったのが、硯ってあくまでも工芸品だ

を広げていこうと思うと、さっき色々な領域

と思うんですね。でも石黒さんの場合、たぶん工

を横断していくことが面白い、という がありま

芸から美術へ、というよりは、工芸として培われ

したが、高島市泰山寺で企画した展覧会 に出展

てきた技術やストーリーを美術作品の中に組み込

されている石黒健一さんの作品がすごく面白いん

んでいって、作品に対してある種の役割や機能

です。高島って昔は硯が名産だったんです。虎斑

を特権的に持たせることを作品の中でやっていま

石ってゆう硯用の石が採れていたんですけど、今

す。石黒さん自身は彫刻家としてのアイデンティ

はもう採れなくなっていて職人さんも絶えちゃっ

ティを持っている方ですが、美術から工芸の領域

てるんですね。展示会場である泰山寺自体も開拓

に踏み込むことを今回されています。この作品に

⑷

ぶん し

地にあって、実際に開拓してきた田中（文志）さ
んというおじいちゃんにお世

対して、
「作家ではない」とおっしゃる加藤さんと、

になっています。

石黒さんは、そういった泰山寺の古い歴史と、開
拓してきた人たちの今の歴史を繋いで、作品とし
て出力することを考えました。何をしたのかと言
うと、実際に昔採れていた虎斑石を職人さんから
もらって、開拓時代に木や笹を掘り返していた鍬
の形に彫刻したんですね。この黒いものが（図
12）
、石黒さんが実際に彫った作品です。僕らに
とっては鍬の形をした彫刻にしか見えないんです
けど、会場の家主である田中さんだけはこの彫刻

図 12

石黒健一 《大地》 （部分） 2019 年
撮影 ： 麥生田兵吾

図 11

図 13

石黒健一 《大地》 （部分） 2019 年
撮影 ： 麥生田兵吾

度會保浩 《eagduru-shell of the plant》
2018 年 撮影 ： 麥生田兵吾
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工芸に軸足を置きながら作品を制作されている度

ところがありますが。でも値段をつけるとなった

會さんは、どういった感想を持たれるのかなと。

ら、美術作品としての価値規準で評価すると思い

展示をした側としては興味があるのですが。

ます。彼の今までの作品でこのサイズ、様式、プ
ロジェクト全体の中の位置づけなどを考慮すると

加藤―
加藤 ―

思います。

最近海外でも面白い話があります。例えば昔は

でも日本って、戦国時代であればお茶碗一杯で

日本で焼きもののお茶碗を買った場合、外国の人

国が買えたじゃないですか。それに対して人が何

たちは道具としてのお茶碗ではなく、観賞用のオ

人も死んだりする国だったので、工芸品と美術品

ブジェとして買っていた。ただ近年、特にアメリ

との線引きが難しいですよね。

カではコーヒーショップが増えたために、最近は
コーヒー用マグカップをつくる個人作家がすごく

加藤
加藤――

増えたんですって。すると、お茶碗が眺めるオブ

そうですね。特に焼きものに関して言うとお茶

ジェではなく実用的なモノとして意識されるよう

の世界なので、ちょっと特殊ですよね。用途もあ

になった。そして同時に現代美術の業界でも焼き

るけど文化の背景もあるので。具体的に言うと、

ものの素材感がある作品や、テクスチャーのある

いわゆる抹茶茶碗とご飯茶碗ではサイズが同じで

ものがすごく注目されています。実用的なお茶碗

あっても値段が 10 倍以上違う。それはつくるス

と、眺めるための美術品としてのお茶碗。この違

タンスが違いますから。お茶を飲んでもらうため

いって、なんでしょうね。もちろん作品の善し悪

のものと、ご飯を食べるためのものなので。つく

しはあると思うんですけど、ぶっちゃけ金額もあ

る姿勢が勿論違うと思うんですけど、値段の差も

るじゃないですか。それは日本の工芸でも話題に

すごい。そこが外国の方には理解し難いようです。

なるんですけど、金額の「差」って何なの？ と
渡辺
渡辺――

いう話で。

外国の方に理解してもらえない、というのはど

例えば石黒さんの硯の作品の場合、金額に換算
することが正しいかどうかは置いておいて、そ

ういった意味ですか？

れってどうゆうラインなのか。例えばこの作品は
3000 円で成立するのか、30 万なのか。その辺り

加藤
加藤――

の金額の感覚がよくわからない。

器の場合、外国の方にとっては、サイズが同じ
であれば値段が同じではないと不思議に感じるよ

荒井―
荒井 ―

うです。それが
「作品」
ってなると違うんですけど。

うーん、若手作家展の場合美術史的な流れの中
での価値って確定していないじゃないですか。確

渡辺
渡辺――

定していれば、例えばマーク・ロスコ（1903 〜

作品の値段となると結構難しいですね。流通し

1970）であれば何億円だと言われても「そうだね」

ているかどうか、ということは１つ規準になると

となりますが。ただ石黒さんの作品が 3000 円、

思います。流通していれば相場が大体決まってく

ということには異を唱えます。制作費と原材料費

るので、それに見合った評価額をつけていくこは

と手間賃と、と考えたら 3000 円では制作できな

あると思います。ただ若い作家さんだと、サイズ

いじゃないですか。そうすると見合った値段は付

で考えたりすることもあります。石黒さんの硯の

けられると思います。ただこの作品は展示した場

場合だと、周りの他の要素も含んだ作品の一部で

所にとても依存しているので、ホワイトキューブ

すし、制作の背景にある膨大なリサーチなどの付

に持っていって評価額を決めることは中々難しい

加価値、—付加価値と言っていいかわかりません
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が―、そうしたことに配慮するのが大切なのかな

ではないですよね。大量にスタッフがいてディレ

と思います。まぁでも、お店を経営している方か

クションをしている。極論を言うと、じゃあ原料

らすれば、値段の付け方はシビアな問題ですよね。

まで自分でつくるの？ ということになりますよ
ね。

加藤―
加藤 ―
いやでも、このお店には安いものもあれば高い

荒井
荒井――

ものもあるんですよ。でも僕はお金の価値では測

度會さんの作品って、度會さんがガラスから鋳

れないものがあると思うので、値段は基本的には

造しているわけじゃないですよね。実際に SSS

どうでもいいんです。高いものも安いものも同じ

にお伺いすると、度會さんは小さなガラスに金属

空間で同列に扱っています。でも、一般の人が所

を巻いていらっしゃるのですが、多分そのくみ上

有したい、と思える場って大事だと思っていて。

げていく工程が一番オリジナリティというか、技

美術館で「この作品欲しい」と思うかというと、

術が必要な部分だと思うんです。

ちょっと心理的な距離があるじゃないですか。僕
はその距離感をもっと近づけたいので、こういう

度會
度會――
でも最初は型板ガラスそのものからつくって

空間になっている、というのもあるかもしれない

みようという努力はしたんです。
（会場笑） でも

です。一応すべて買えるので。

やっぱりめちゃくちゃ難しくて。ガラスの膨張係
数とか焼きものよりもシビアだったということも

渡辺―
渡辺 ―
加藤さんがご自身でつくったプロダクトは、ど

あって。ただ、そんなこんなでやっているうちに、
自分で素材からつくる必要はないなと思いまし

のような規準で価格を決めているんですか？

た。画材と一緒という感覚に至ったというか。
加藤―
加藤 ―
コスト、それと他の商品との相場感です。原料

渡辺
渡辺――
美術とデザイン、工芸との違いについて話があ

が上がっていったら値段も上がることはあります

りましたが、最初から最後まで１人でものをつく

けど。
あとは、自分ですべてつくることには興味がな

ることが美術作品の条件ではありませんし、創作

いんです。もちろん最初のモックアップは自分で

における複数性がデザインの必須条件ではありま

つくるんですけど、別に人がつくってもスタッフ

せんよね。

がつくっても良いし、
「自分の作品」という意識

ちなみに自分をどのように名指すのか、肩書き

はありません。もう手が離れているもの、という

をどう名乗るのか、という問題ってあると思うん

か。

ですけど、加藤さんはご自身を何と言っているの
ですか？

渡辺―
渡辺 ―
プロダクトをつくるメンバーの一員、という感

加藤
加藤――
僕は良く「作家さんですか？」と聞かれるんで

じなんですか？

すけど、
「違います」と言っています。作家では
ないなと思って。一応「デザイナー」と言うこと

加藤―
加藤 ―
うーん、自分でつくるってどこまでを言うの

が多いですが、
「何のデザイナーですか？」と聞

か難しいですよね。例えば現代美術ではスター

かれると…。空間をつくることも、プロダクトを

クラスの作家さんは自分でつくる、というレベル

つくることも、グラフィックをつくることだって
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あるし。だから良く言うのは、
「何屋かわからな

この展覧会はご覧になりましたか？

いです」って（笑）
。
加藤
加藤――
渡辺―
渡辺 ―

展示は見ていないですけど、展覧会の図録は
持っています。

わかります（笑）
。度會さんはいかがですか？
度會―
度會 ―

渡辺
渡辺――

僕も「陶芸家ですか？」と聞かれることが多い
のですが、とてもじゃないけど陶芸家とは名乗れ

このように物事を整理しマッピングしていくこ
とに対しては、どう思われますか？

ないので、中々しっくりくる言い方がないと思い
つつ、一応落としどころとして「造形作家」くら

加藤
加藤――
結局「工芸」とか「デザイン」
、
「アート」って、

いにしています。

言葉じゃないですか。言葉にしないと説明がつな
渡辺―
渡辺 ―

かいから言葉にしているのであって、説明をして

私は「公務員です」とか言うんですけど（笑）
。

いく作業ってすごく難しいですよね。ただ、作り

どのような肩書きを使うのかによっても、その人

手が「これは〜だ」と言う必要はないと思うんで

の立ち位置が見えてくる部分があると思ってお尋

す。それよりも、そこに携わっている第三者的な

ねしてみました。

人、それこそ学芸員とか編集者みたいな人の方が

１つご紹介したかったことがあって、2017 年

定義づけをしたり批評をすることが必要です。作

に金沢 21 世紀美術館でプロダクトデザイナーの

家にそれを求めるのは難しいのかな、と思います。

深澤直人さんが監修をされた「工芸とデザインの

それよりも、そこから離れた第三者的な人の方が

⑸

境目」という展覧会です 。私は残念ながら拝見

向いていて、そういう人たちと一緒にやるとまた

できませんでしたが、展示の写真を見ると、向かっ

新しい客観的な発見ができるのかなって。最近良

て左に「KOGEI」
、
右に「DESIGN」と書いてあり、

く思います。そういう存在が必要やなって思いま

そ の 間 に 矢 印 が あ る ん で す ね。 そ し て 例 え ば

す。

MacBook は「KOGEI」と「DESIGN」の中間に
置く、というように、深澤さんが対象をどのよう

度會
度會――

に分析し、マッピングしたかが明確にわかるよう

僕も主観的に捉えているところがあって、ある

に様々なモノが展示されているんです。これを見

ときは「工芸」って言ったり、都合が悪くなると

た時に、非常にデザイナー的な発想だと思ったん

「美術」って言ってみたり（笑）
。主観的にものを

ですね。美術作品の場合だと、その中に色々な領

つくったりするので、その都度その都度解釈して、

域を内包していてそこがとても面白い所だと思っ

工芸だったり美術と言うようにしています。

ていて、まさに度會さんの作品にはその要素があ
ると思うんです。ですからダイアグラムのように

渡辺
渡辺――

マッピングするのではなく、モノの中にどれだけ

そこは言い方変えているんですね（笑）
。それ

色々な要素がつまって、歴史的なバックグラウン

では会場の皆さまからご質問をお受けしたいと思

ドが見えるのかが美術作品の面白い所だと思って

います。

います。でもこうした、物事を整理してマッピン
グしていきながら特製を捉える考え方もすごく面

質問者１―
質問者１ ―

白いと思って、ご紹介してみました。加藤さんは
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ガラスを使って中が見えないような作品をつくら
れているというお話がありました。中から覗いて
みるとおっしゃっていたように、その中にモノを
入れた時にどうなるか、を考えているのですか。
あと工芸だと用の美という言葉がありますが、例
えば蓋が開いたり場合によっては灯りを入れたり
して使うイメージもあるのでしょうか。
度會―
度會 ―
透明のガラスを使っているときは立体的な窓、
という感覚がありますので、窓を通して見える景
色がどういったものか、ということを意識してい
ます。
「Private」シリーズでは、窓の中と外を隔

註

――――――――――――――――――――――――

（１） トークイベント開催時、金属工芸作家・東亨氏

てるもの、プライベートの守り方としての磨りガ

の 展 覧 会 が 行 わ れ て い た。「 東 亨

ラスという素材や性格に興味を持ち、作品に取り

展（ 主 催：NOTA_SHOP

入れています。当時僕が住んでいた家にも（磨り
ガラスは）ありましたし、型板ガラスは外の人の

（２） 「DIALOGUE

旅と工芸」
（主催：京都府

ホテルカンラ京都

ベートを守っている所が、自分と他者との距離の

会場：

会期：2018 年３月 17 日、

18 日）
（３） 「シガアートスポットプロジェクト Vol.1 散光 /

中に何か納めるかというと、抽象的な言い方で

サーキュレーション」
（主催：滋賀県立近代美術館

すが、自分の気持ち的なものを内包するという意
味合いがあるのかなと思います。

会 期：2019 年 9 月

14 日〜 10 月 6 日）

気配がギリギリわかるところで家の中のプライ
保ち方とを重ねられるかなと思って使っています。

—Crafty—」

会期：2018 年９月 22 日〜 10 月 21 日）
（４） 「滋賀近美アートスポットプロジェクト Vol. ２
Symbiosis」（主催：滋賀県立近代美術館

質問者１
質問者１――

会期：

2019 年９月 21 日〜 10 月 20 日）

先ほど荒井さんから、自分の作品に他人が関

（５） 「工芸とデザインの境目」展（主催：金沢 21 世

わっていることをどう思うか、ということを振ら
れたときに、お答えにならなかった度會さんの知
的さを感じました。加藤さんも仰ったように、つ

紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］
監 修： 深 澤 直 人

会 期：2016 年 10 月 ８ 日 〜

2017 年３月 20 日）

くられたものがどのように見られるかを委ねると
ころが潔いスタイルだと思いました。応援してい
ます。
度會―
度會 ―
ありがとうございます。
渡辺―
渡辺 ―
ありがとうございました。それでは、これで本
日のトークを終わります。もう一度お２人に大き
な拍手をお願いします。
（ 10 ）
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