特別座談会

国内で活性化する地方のアートフェア

それぞれのアートフェアの未来
KOGEI Art Fair Kanazawa

神戸アートマルシェ

ART FAIR ASIA FUKUOKA
本山陽子（ガレリアポンテ）

田中満之（田中美術）

森田俊一郎（Gallery MORYTA）
日本各地に広がるアートフェア。それらの中でこの秋、神戸、福岡、金沢のそれぞれの地域で開催される3つのホテルアー
トフェア、神戸アートマルシェ（9/28〜30）
、ART FAIR ASIA FUKUOKA（9/7〜9）
、KOGEI Art Fair Kanazawa（11/16
〜18、16日ファーストビュー）の事務局のお三方に、それぞれのアートフェアやアートについて話していただいた。
の特徴、特色についてご説明を、また今年の

した。ご自身が事務局を務めるアートフェア

局の皆様に座談会のためお集まりいただきま

ています（笑）
。弊ギャラリーも今回のＫ Ａ

じゃない参加するものだ」の金言が身に染み

２年目を迎えて「アートフェアはやるもの

本山 ＫＡＭ 周年おめでとうございます！

アートフェアをどんなものにしたいか（どんな
だきます。

Ｍで「 Artist meets Art Fair
」でご縁のあっ
た日本画家の米岡響子さんを出展させていた

──特色を持つ各地域のアートフェアの事務

ものだったか）を教えてください。

10

田中 今年の 月で 周年を迎える「神戸
10

特色のある作家や作品を展示するということ

本画・現代美術・工芸とジャンルを問わず、

九州を拠点とする有力企業からの協賛も増

た。来場者の皆様の評価も年々上がっており、

森田
（以下
ARTFAIR ASIA FUKUOKA
ＡＦＡＦ）は先日の開催で 回目を数えまし

」をキャッチフレーズに掲げ、国内外
LIFE.
のギャラリーが出展し、気鋭の作家から世

を プラスする
KOGEI

回目の開催となります。今年は「暮らしに

で「港街・神戸」で始まりました。神戸港の

えています。

素晴らしいロケーションが会場のアートフェア

ークオリエンタルホテル」という、他にはない

な人口増加とともに著しい成長を遂げていま

福岡は近年、アジアの玄関口として、劇的

に出会えます。

工芸まで幅広い KOGEI
を横断して今の工芸

界的な著名作家、コンテンポラリーから伝統

年のオフィスビルをリノベーシ

す。そうした福岡という都市の大きなポテン

です。
年目の節目となる今年は初心に返り、

来場者のお客様、ご出展いただいているギャ

なる のギャラリーが海外から参加し、作品

盛り上がりを見せるフェアになるよう、そし

やアーティスト、ギャラリストの国境を越え

無機質な構造体と畳や障子が相まって、工芸

現在は、地元はもとより全国・海外からも

始するのではなく、地域にアートを根付かせ

すが、作品の展示・販売というイベントに終

アートフェアは、いわばギャラリーショーで

獲得も目指します。会期前の

や催しを実施し、新たなファンやコレクター

本山 はい。またＫＡＦＫは事前にセミナー

んの見せ所です。

出展をいただけるようになり、イベントの企

るきっかけとなるよう、行政や企業とも連携

東京の「銀座の金沢」で秋元雄史氏（Ｋ Ａ

月４日には

森田 個性的な面白いホテルですね。

画としては地元企業様と共にフェアを盛り上

しながら、さらに進化させていきたいと思っ

くなる話ではありますが、１００年後の世界

の認知度も上がっていっております。気の遠

来場者数も年々増え、アートイベントとして

を図る試みである「 Artist meets Art Fair
」
など新しいファクターも取り入れることで、

できました。

ＡＦＡＦに参加し、それを肌で感じることが

の開催は大きな可能性を持っています。今回

田中

ン目線からコレクションする楽しさを、ワンピ

日には KUMU
金沢で主に金沢の経済人や市
民に向けたコレクター目線とビジネスパーソ

工芸評論家）によるトークイベント、 月

ル型アートフェアとして、昨年に引き続き

確かに九州最大の都市である福岡で

で、過去の小さなムーブメントながら市井の
きたら本望です。

2

人々の記憶やアート史の片隅に残ることがで

にレクチャーいただく会を設けます。

ＦＫアドバイザー）と外舘和子氏（工芸史家・

10
本山
（以下
KOGEI Art Fair Kanazawa
Ｋ Ａ Ｆ Ｋ）は日本初の工芸に特化したホテ

ています。

げる「 Art Meets SAKE
」や、未知なるアー
ティストの発掘及びギャラリーとのマッチング

することができました。

作品の展示と空間の関係性が各ギャラリーさ

ョンした「 KUMU
金沢」です。金沢の伝統を
汲む場所というコンセプトがあり、現代的で

44
た交流が、よりいっそう加速したことを実感

ラリー、作家さん方と事務局が一丸となって

な追い風となっています。今年は過去最多と

会場は築

4

シャルがＡＦＡＦの成長・発展にとって大き

25

田中満之氏

Plus KOGEI,for

ランドマークのひとつである「神戸メリケンパ

アートマルシェ」
（以下ＫＡＭ）は、洋画・日

9

て次の 年に何ができるのか？を考えてゆき

10

10
たいと思います。

10

31

さらにアートフェア会期中には会場のホテ

ース倶楽部石鍋博子氏と実業家の堀内勉氏

10
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さらに際立たせることはもちろん、もっと海

ね。Ｋ Ａ Ｍは今後の課題として、地域性を

田中 海外へ積極的に紹介されているのです

す。

ョ・ヘヨン氏によるトークセミナーを開催しま

氏と、韓国のアートフェアディレクターのチ

し Tresor Contemporary Craft
のアーティス
ティックディレクターのブライアン・ケネディ

ンポラリー茶会を開催したり、金沢市と連携

ていただけるページづくりをはじめ、よりア

街が持つ洗練されたイメージをより膨らませ

だける「 Art Meets SAKE
」が好評です。ま
た、公式サイトの充実という点で神戸という

のお酒を楽しみながらアートを鑑賞していた

点で取り組んでいる、
神戸が誇るべき
「灘五郷」

環として、地域性へのクローズアップという

ていただけるフェアを目指しています。その一

地方都市であっても何かできるんだ、と感じ

ありますが、私達「神戸アートマルシェ」は

ように感じております。まだまだ未熟な点が

たコンテンポラリーアートの金沢 世紀美術

芸を学ぶ若い人が集まる基礎があります。ま

辰山工芸工房などに引き継がれ、全国から工

す。その流れが金沢美術工芸大学や金沢卯

成され、今日も人間国宝を多く輩出していま

輪島塗や九谷焼はじめ多くの伝統工芸も形

ち技術を先鋭化させました。能登と加賀で

興、工芸では城内に御細工所という工房を持

ストを招き書籍を集め、茶の湯や能楽の振

作りました。江戸や京都から先端のアーティ

るエクスキューズとして地方都市の特色を形

森田 福岡市は、国際会議の開催件数が東

ないところです。

開拓などを、改めて考えていかなければなら

出展や作家の参加の増加、新しい購買層の

れますか？ ＫＡＭでは海外のギャラリーの

田中 お二人は今後の展開をどう考えておら

ムの形成も目指してゆきます。

あらゆる工芸の情報が行き交うプラットホー

のあるプライマリーマーケットを形成しつつ、

ありますし、ＫＡＦＫは世界に通用する厚み

楽部というセカンダリーマーケットの歴史も

意義について、また戦略としてどのように考

──ご自身の地域でアートフェアを開催する

ョンする喜びや工芸を知る楽しみをより多く

すし、今年は更なる集客を目指し、コレクシ

得ていただけるよう手を尽くして行きたいで

ーさんが出展して良かったと思える手応えを

本山 運営としては、参加いただくギャラリ

思っておりますので参考になります。

ローバルな仕組みと仕掛けづくりが必要だと

がこれからの課題です。僕は福岡の人々の開

岡のアートフェアに引き寄せるか、という点

ートファンやコレクターをどのようにして福

国際性を活かして、近隣の国や地域から、ア

けではありません。だからこそアートが持つ

関西地区のようなスケールメリットがあるわ

いう、まさにアジアの玄関口です。首都圏や

ソウルが、東京と同距離に上海が位置すると

森田 福岡という都市は、大阪と同距離に

は何か」を考えていただければと思います。

田中 このインタビューを通じて、
「アートと

豊館長が出ていますね。

アーチストののんさんや兵庫県立美術館の蓑

近アップされているものですと、女優・創作

本山 色んな分野の方が「 What is art?
」と
いう問いに答えられていて興味深いです。最

インタビューページなどを設けております。

ートへの理解と関心を深めていただくための

のなかで定義は多様ですし、それぞれのギャ

とで Craft
ではなく KOGEI
を世界標準語とす
る狙いもあります。工芸は歴史と美術の文脈

り、工芸をあえて KOGEI
と表記し続けるこ

ダイレクトに金沢で形成するチャレンジであ

価値観や美意識を KOGEI
として世界発信し、
国際的な工芸のマーケットを首都圏ではなく

が存在感を高めつつあります。工芸の新しい

ですし、世界のアートシーンにおいても工芸

す。ハイブランドからの注目やコラボも活発

とした集客の獲得も上げて行きたいところで

が増加していて、海外からＫ Ａ Ｆ Ｋを目的

開業もあり欧米やアジアからのインバウンド

このような土壌があり、また北陸新幹線の

するリスペクトが高く芸術に対して寛容です。

人間ですが、金沢市民は作家や作り手に対

す。私は大学から金沢へやって来て居ついた

から国立近代美術館工芸館が移転してきま

館が掛け合わされ、更に２０２０年には東京

形などの伝統工芸とのコラボなどで、福岡の

切れていない面があります。博多織や博多人

また福岡の地域的特色をまだまだ活かし

な励みになっています。

の数の平場のフェアが開催されており、大き

り小さいくらいですが、年間にするとかなり

はいえ、台湾は大きさでは九州よりもひと回

ェアを目指すかどうかも迷うところです。と

岡の場合、近隣諸国と近いがゆえに平場のフ

ろん大きさだけが問題ではないのですが、福

１時間も短い距離にある台北の ART TAIPEI
のスケールの大きさには驚かされます。もち

、さらに東京と比較すると約
ART BUSAN

らない隣国の都 市・釜山で開 催されている

しかし、その一方で、飛行機で１時間もかか

すが、可能性や将来性も十分に感じています。

にどう応えるかというプレッシャーもありま

最適な都市だといわれています。そうした声

イベントであるアートフェアの開催地として、

ル内で、金沢 世紀工芸祭と共同したコンテ

外からのお客様にお越しいただけるようなグ

えられていますでしょうか？

放的でおおらかな性格が、この課題を越える

ラリーのフィルターにより解釈され提示され

フェアとしての特徴を際立たせることが必要

個人的には、現在は情報が溢れて地

位の都市であり、国際

田中

大きな後押しになってくれるような気がして

る工芸が一堂に会するフェアとなれば新しいシ

かどうかなど。

現在福岡市が重点施策として掲げる「ス

京都に次いで国内

域性というものが希薄になり、全国どこでも

います。

ーンが見えてくるのではないかなと思います。

の方へ届けたいと思っています。

均一化してきているのは、あまり面白みがない

本山 金沢はご存知の通り、加賀前田家が

金沢には今年百周年を迎えた金沢美術倶
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百万石を文化政策に特化させ、江戸に対す

森田俊一郎氏

2

21

21

タートアップ（創業）支援」への協力にも力
を入れており、ＩＴ企業をはじめとする若い
経営者たちとの関わりも生まれ、アートフェ
アを通して企業や人との繫がりが広がってい
く傾向が高まっています。昨年より福岡銀行
さん、トヨタ自動車九州さんより協賛をいた

力企業にさらに働きかけをしていきたいと思

だき、今年は九州電力さん、 QTnet
さんなど
が新たに加わっています。そうした地元の有

ートの世界は自分たちのしたいことと経済性

年の節目となりました。ご存じのとおりア

と色々な方々にご協力・ご賛同をいただいて

行委員、ボランティア、スポンサー様、行政

田中

本山 日本海に面していることが世界に繫が

ころです。

と捉えてチャレンジしていこうと思っていると

の差があります。これを今後のポテンシャル

ワー数一つとっても、海外のフェアとは桁違い

りない可能性を感じています。ＳＮＳフォロ

ん、海外にも直接アプローチできるので、限

森田 ＡＦＡＦのテーマは「アートをもっと

ャラリストの使命であるとも思っています。

を構築しアートをマネタイズすることは、ギ

思います。アートフェアを開催しマーケット

ます。アートフェアはまさにその架け橋だと

を渡り、作家や作品を通して未知と出会い

ています。人は未知なるものを知るために橋

出展者、作家、御客様、ホテル、実

が、現在も試行錯誤しながらなんとかやって

の両立が非常に難しい仕事ですので、私自身

楽天的に気を抜くことも必要かもしれません。

ションについては……難しいですね。ある部分

担と責任を明確にするべきですね。モチベー

功には個々が協力体となりますから、役割分

また良いのかもしれません。あと、フェア成

でもできるのではないか？と錯覚することも

いますが、次世代を思い描いて何か地方都市

おります。色々と大変な局面もあろうかと思

外販路相談会などを開催しました。今年も

て講演会の開催や参加ギャラリー対象の海

昨年はアートバーゼルのクラフト部門 Tresor
のナディーヌ・Ｆ・クライン氏らをお招きし

史氏のご紹介や金沢市からの協力も得つつ、

本山 ええ。ＫＡＦＫアドバイザーの秋元雄

アプローチをされていますよね。

森田 そういうＫＡＦＫも積極的に海外への

ルは高いと思います。

る最先端でしたから、福岡の地のポテンシャ

海外の大きな団体や行政機関がフェアを活用

も、その人脈が海外まで膨らんでくるので、

ームだと言っても過言ではありません。しか

アートという価値観を共有する素晴らしい

ベントはそうないでしょう。アートフェアは、

に」です。だってこれほど人脈が生まれるイ

体験していただける絶好の《場》となるよう

ートが日常のなかに溶け込んでくる豊かさを

身近に感じ、アートを愉しむ心に目覚め、ア

方々で溢れていて、人脈を構築する最良のゲ

会が気を抜くことがあるとは驚きです（笑）
。

本山 そうなんですか！ ＫＡＭ実行委員

森田 まだまだ、当地にて視察や参加したフ

聞きしたいです。

へのアプローチなどどのようにされているかお

森田さんにはフェア独自のアジアのお客様

高くて尊敬しています。

ギャラリー主体で構成される皆さんの熱量が

テライト出展や、当フェアへ出展いただいた

希望は海外の工芸系フェアへのＫＡＦＫのサ

できるのではと考え実践しています。今後の

を見ていただくことで、世界に対する発信が

シーンを牽引する方々にＫＡＦＫへ来てフェア

芸に関するアカデミックの権威者や、アート

そうですが、こういった欧米や東アジアの工

ート」とは人の心を救い、何かしらの影響を

としてご意見を伺えて嬉しいです。私は「ア

田中 ギャラリスト、事務局を代表する立場

っかけとなれればと思っています。

地域社会にアートが持つ豊かさを提供するき

くことはたくさんあります。アートフェアが、

こと、見えてくること、そして魅了されてい

アート作品を購入することによってわかる

しているとよく聞きます。

芸サミットの開催も決定しています。工芸を

ェアなどでの縁を育て始めている段階です。

ギャラリーさんをご紹介するような取り組み

ーの風があります。ただ

年以降も持続可

工芸に特化したフェアを開催する上でフォロ

国立近代美術館工芸館移転に加え、国際工

金沢は先に話した２０２０年の東京

基軸とした街づくりを行う金沢だからこそ、

だいたり、美術関係者へのコンタクトを行っ

その中で、台湾の美術雑誌に取り上げていた

本山

能な発展を生み出すためにもアートフェアの

が必要とし続けたからこそ、今まで「表現す

与えるものではないかと考えております。人
か。これに尽きると思っています。

終了後に「フェアで見たあの作品を」と売り

しました。フェア前に「 Art Scenes
」で作品
を見つけたコレクターが会場で購入されたり、

由来するのですが、アートはかけ離れたもの

本山 弊ギャラリーの名前も立地も「橋」に

とはなんだとお考えですか？

として、今後も続けるべきものでしょう。

合体となり、より大きな発信源としていく場

「アートフェア」とは、ギャラリー、作家が集

上げに結びつくなど、反響の大きさに驚いて

を結びつけ、世界や精神を繫ぐものだと思っ

たいです。
「アート」そして「アートフェア」

ること」がなくならなかったのだと思います。

を行い、発展に寄与できればと考えています。

年継続

田中 では最後に、私からお二人にお聞きし

が、なんといってもいかにお客様を呼び込む

人に質問です。まず、田中さんに

いるところです。 ネット空間は日本はもちろ

ます重要だと考えています。今年から WEB
サービス「 Art Scenes
」との提携をスタート

ています。また、ネットの果たす役割はます

います。

10
厚みや集客を増して行く必要性があります。

本山陽子氏

する秘訣やモチベーションをお尋ねしたいです。

10

本山 アートフェア事務局の先輩であるお二

すよね。

森田 連携することで広がっていくといいで

も可能性を探る試みだと考えています。

回のようなアートフェア間のゆるやかな連携

いかに外へ開いてゆくのかが課題であり、今

20
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