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　「アートプロジェクトおかやま推進事業」のアーティスト・イン・レジデ

ンス事業として、総社市を会場に「鬼・鐵・忠―鉄をテーマに古代から現代

を視るプロジェクト―」を実施しました。

　鬼ノ城の麓、総社市の奥坂、東阿曽、西阿曽、久米、黒尾地区を古くは吉

備国賀夜郡「阿曽郷」と呼び、古代からたたらが行われ、鉄の文化を持ち込

んだ鬼（温羅）の末裔（鍛冶師や鋳物師）の暮らす鉄の町だったとされてい

ます。本プロジェクトは、その技術を伝承しようとしている林正実氏と、林

氏の主催する「鬼ノ城塾」で繋がりのある鉄の作家、榎 忠氏とのコラボレー

ションによるアートプロジェクトで、林氏指導のもと、市民参加で古代たた

らを再現し、そこから生まれた鐵と、鉄の作家榎忠氏の滞在制作によるアー

ト作品を対比しながら古代から現代を見つめようとする企画でした。

　展覧会は、旧総社町初代町長の旧宅、池上邸をアートスペースとして改築

しオープンさせた「総社アートハウス」を会場に開催するとともに、期間中、

榎氏や美術評論家などによるシンポジウムも行いました。

鬼・鐵・忠
―鉄をテーマに古代から現代を視るプロジェクト―  概要

実施内容 【2016 年 10 月～11 月】

●ワークショップ

・「血吸川の源流で砂鉄とり」
　10月 8日 ( 土 )　9:00 ～ 12:00   砂川公園管理事務所前集合　　参加者20名
・「６世紀の吉備のたたら製鉄をできるだけ忠実に再現したたたらの操業」
　10月 15日 ( 土 )　9:00 ～ 19:00   砂川公園管理事務所前　　参加者120名

●滞在制作作品展「鐵と榎忠展」
　11月11日 (金 )～23日 (水 )　10:00～18:00   総社アートハウス(旧池上邸 :総社市門田)　入場者400名

●シンポジウム「吉備と釜山 ( プサン ) と榎忠を語る」
　11月 12日 ( 土 )　14:00 ～ 16:00   総社市総合福祉センター3階大会議室　　入場者120名
　出席者：榎忠×椹木野衣×林正実　　司会：伊永和弘
　総社で、そして釜山ビエンナーレ 2016 において鉄の作品を展示中の榎忠と、その釜山ビエンナーレ
　2016の日本部門キュレーターを努めた美術評論家の椹木野衣が、古代吉備のたたら再現で村下職を努める
　阿曽の鉄師の林正実とともに、鉄とアートを巡って熱く語った。
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【主催】 岡山県、アートプロジェクトおかやま連携会議、総社プロジェクト実行委員会、総社市、総社市教育委員会　
【共催】 鬼ノ城塾、（公社）総社市シルバー人材センター、総社市観光協会、天満屋ハピータウンリブ総社店　　
【後援】 山陽新聞社、毎日新聞岡山支局、読売新聞岡山支局、朝日新聞岡山総局、ＮＨＫ岡山放送局、ＲＳＫ山陽放送、ＯＨＫ岡山放送、
　　　 ＲＮＣ西日本放送、ＫＳＢ瀬戸内海放送、ＴＳＣテレビせとうち、エフエム岡山、倉敷ケーブルテレビ



「血吸川の源流で砂鉄とり」　10月8日（土）　一般参加者とともに

築炉　10月11日（火）～14日（金）

建屋を造る（6m×6m×6m）　10月4日（火）～7日（金）
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「6 世紀の吉備のたたら製鉄を
 できるだけ忠実に再現したたたらの操業」
  砂川公園 管理事務所広場  10月15日（土）　一般参加者とともに

ケラ出し　
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榎忠 滞在制作　総社アートハウス　10月20日（木）～11月10日（木） シルクスクリーンで版画制作

和室に砂鉄と鉄のオブジェで「鉄の庭」を制作

蔵の改築
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蔵の中で「RPM1200」を組み立てる
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鐵と榎忠展　総社アートハウス　11月11日（金）～23 日（水・祝）

鋳造した銃と木型 ギロチン作品群10 11



座敷にしつらえた鉄の庭12 13



茶室の床の間に展示された作品

庭からの光を受けるギロチン
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高野山でも展示された エンドタブ16 17



蔵に展示された「RPM1200」とたたらで作られた鐵18 19



砂鉄と磁石で制作した庭の作品庭から見た茶室
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オープニングレセプション

9 月3日（土）～11月30日（水）

シルエットが美しいギロチン22 23

釜山ビエンナーレ 2016 出品作品



シンポジウム ー吉備と釜山と榎忠を語るー
総社市総合福祉センター　11月12日（土）

スケールの大きい作家―シンポジウムより―
評論家　椹木野衣

伊永和弘

私が最初に榎忠氏の作品に出合ったのは１９９０年ロサンゼルスでした。

薬莢の作品で、日本人でここまで戦争をまともに扱う作家がいたのかと思いました。その後、半刈りでハンガ

リーに行ったり体に万博のマークを焼き付けたりする体を使ったパフォーマンスをしていることを知り、これほ

どふり幅のあるスケールの大きい作家は日本にはあまりいないと思いました。

今回、釜山ビエンナーレでは中国、韓国、日本の前衛美術というテーマで榎忠氏に「RPM1200」という作品を

出品していただきました。この作品は総重量8トンにも及ぶ鉄の部品を積み上げたものですが、会期中震度3の地

震で1部が倒れ、修復することも考えましたが、地震の痕跡を残した方がいいという事で、危ないモノだけ取り除

きそのまま展示することに致しました。鉄は強靭であると同時にもろさもあると思いました。地震のない西洋の

美術と日本とか東アジアの美術を同じように捉えてはいけないと思います。

榎忠さんのこと

榎忠プロフィール

香川県で生まれ、16歳で神戸に移り工場に勤めながら作品を作り続けて来られました。最初は神戸在住の洋画

家、鴨居玲の画塾に通い油絵を描いていました。アトリエの2階でそのころの絵を見せていただきました。挿絵

や、イラストの仕事がしてみたいと思う時期もあったそうです。今回、点描で描いた作品をシルクスクリーンで

版画として制作いたしましたが、鉄だけでなく絵を描く一面も見ていただきたいと思いました。

鉄の作品に欠かせない神戸市長田区のスクラップ会社にも連れて行っていただき、そのおびただしい量の使用済

みの鉄と面会しました。今でも毎週ここへ足を運びどんなものが入っているか確認しに来ているそうです。「怖

いけど、ここに来るとぞくぞくするんや。1回でも行かんかったらもう欲しい物がなくなってることがある。それ

が悔しいんや。」小さなものでも鉄の塊は重い。それを何とか一人で車に積み込み、アトリエで磨く。そんな作

業を繰り返して何万個もの部品を積み上げた金属都市「RPM1200」は出来上がるのです。ギロチンやエンドタ

ブの作品たちも自分の体で感じる何かが拾い上げた結晶に見えてきます。

初期の万博のマークを身体に焼き付けたり、半刈りでハンガリーに行ったり、ローズバーを開いたりというパ

フォーマンスや、銃や大砲を作ったりするのも本人の中に「なんかようわからんからやってみる」という精神が

あるからだと思います。

小柄な体に情熱が詰まっていて、大胆かと思えば繊細な心も持ち合わせた飾りのない人でした。

1944年香川県生まれ。60年代後半から関西を中心に活動。代表作《半刈りでハンガリー

へ行く》をはじめ、個展「その男、榎忠」（KPOキリンプラザ大阪）2006、「ギュウとチュ

ウ― 篠原有司男と榎忠―」（豊田市美術館）2007、個展「榎忠展」（兵庫県立美術館）

2011、釜山ビエンナーレ 2016 など。美術館やギャラリーに限ることなく、現在も

神戸を拠点に制作を続けている。

パネリスト：榎忠、椹木野衣、林正実
司　　会：伊永和弘
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企画から展示まで
総社プロジェクト実行委員長　伊永和弘

このプロジェクトの企画は、私が鬼ノ城塾主催の林正実氏に鉄をテーマに古代た

たらと鉄の現代作家のコラボレーションを総社でやれば、土地の歴史ともつなが

る壮大な事業ができるのではないかと持ち掛けたのが始まりでした。私の方から

招待作家を鬼ノ城塾でもつながりのある榎忠氏にお願いしたいという事で作家と

の交渉が始まりました。お互いのスケジュールの調整や滞在制作の問題で難航し

ました。一時は林氏から違う作家に変えた方が良いのではという助言もいただき

ましたが、現代を象徴する鉄の作家は、榎氏しかいないと思っていました。その

理由は彼が単に鉄の造形作家ではないからです。大量生産される鉄の廃材から生

まれる作品は、そのまま現代を象徴していると感じていたからです。交渉中に釜

山ビエンナーレ招待作家に選ばれたという点も、鉄の文化が朝鮮半島から吉備の

阿曽地域に伝わった歴史と符合し、何かこの企画に重みを与えてくれました。

滞在制作、展示場所となる総社アートハウスは、旧総社町初代町長のご自宅でも

あった由緒ある建物です。この古民家をお借りし、建築家の松本剛太郎氏が改修

を担当、私が企画担当という事になり、このプロジェクトがこけら落としの事業

となりました。

榎氏から庭や蔵も展示に使いたいと申し出があり、急遽そちらも整備することに

なりました。何度も打ち合わせを繰り返し、滞在制作で作る内容や、展示プラン

が決まっていきました。

　ワークショップで砂鉄取りと、たたらの操業を行いました。鬼の城の奥の血吸

い川上流に参加者20人と磁石を使って川の中の砂鉄を拾い集めました。古代に

は磁石はなかったので、もっと大変だっただろうと思いながら、やっと紙コップ

一杯分の砂鉄を拾い集めました。

たたらの操業の前に雨除けのための高さ6メートルの建屋を立てる必要がありま

した。かなりの高所作業となるため、松本氏と協議し、安全性を考えてできるだ

け下で組み立てたものを起こしながら組み上げていく方法を取りました。その下

に、真砂土を10トン車で運び入れ、30センチの厚みに土俵のような形に整地し

ました。その後、林氏主導で築炉作業にかかりました。すべて手作業で土を練

り、団子を作りそれを積み上げていく作業は大変でした。私の友人の陶芸家に応

援を頼み、林氏と2人で親指に豆ができるほど積み上げては焼き締めを繰り返

し、２日間かけて高さ1.2メートルの炉が完成しました。たたら本番に向けて炉

床の温度を上げておく必要があるため、鬼ノ城塾のメンバーが前日から泊まり込

みで火の管理をしました。

　いよいよたたら操業本番の日、朝9時に私が代表して炉に御神酒をかけ、操業

の安全を祈願しながら、炭の量を増やし、両脇に備えられたふいごで風を送り温

度を上げていきます。ふいごの操作は来場者も体験でき、30分ぐらいで交代し

ながら子供から大人まで様々な方々に体験していただきました。たまたま訪れた

イギリスの青年たちに喜んで参加してくれました。鉄鉱石と炭を交互に投入し、

砂鉄取りで集めた砂鉄は榎氏に投入してもらいました。途中、ふいごの調子がお

かしくなるなど、アクシデントもありましたが夜7時30分、出来た鉄を取り出す

ケラ出しが始まりました。炉を壊しながら真っ赤になって溶けた鉄と、炉の内部

から激しく上がる火花のような炎に圧倒されながら、鉄をやっと手に入れた古代

人と同じ感慨に浸りました。

この日の作業で林氏の顔はすすと炎の熱で赤黒くなり、ひょっとしたら温羅と呼

ばれた鉄の技術者たちは、このような顔だった為に鬼にされたのかもしれない、

と感じたほどでした。このできた鉄と、炉の一部は榎氏の作品とともに、総社

アートハウスの蔵に展示されました。翌日から建屋の撤去作業が始まり、土台の

土の撤去作業はシルバー人材センターにお願いしました。

翌日から滞在制作のための掃除や整備が本格的に行われ、県立大学の学生や地域

「総社プロジェクト」の一環として総社市のどこかに「たたら場」を設け、たたら、それも古代たたらを村下（む

らげ＝技師長）として再現してほしいとの要請をいただいた時は、正直胸が躍る思いだった。古代のたたら製鉄の

操業を、鉄の作家として有名な美術家の榎忠さんと一緒に行い、できた鉧（ケラ＝鉄）を忠さんに提供してアート

展「鐵と榎忠展」へと繋ぐコラボ企画でした。

　実は 2011 年 10 月から 11 月にかけて、兵庫県立美術館で榎忠展「美術館を野生化する」が開催され、その企

画の段階で忠さんから「兵庫県立美術館でたたらをやってもらえるか」との相談をいただきました。やれとおっしゃ

れば喜んでやりますよとお答えしましたが、やはり高温の火を美術館で扱うことは難しく、それは実現しませんで

した。

忠さんにも不完全燃焼の思いが強く残り、いつかはと考えてくださっていたようで、超多忙な時期にもかかわらず

総社プロジェクト参加の打診に気持ち良く応じてくださいました。忠さんの思いに応えなければと強く思いました。

　忠さんと総社市内のいくつかの候補地をまわり、「たたら場」は砂川公園に決定。鬼神・温羅（うら）が棲んだ

とされる古代山城・鬼ノ城の麓です。

　炉の構造のモデルは、古代山城・鬼ノ城の麓で見つかった日本最古クラスのたたら遺跡・千引かなくろ谷製鉄遺

跡としました。総社市南溝手にある埋蔵文化学習の館に、その復原された炉の模型があります。その炉の底は平です。

古代の、何の技巧もない平らな炉床に鉧を産み出したい。いつもの炉と違い困難を伴うだろうけど、できるだけ忠

実に「６世紀のたたら」を復元し、その鉧を忠さんに届けようと決めました。

　2016 年 10 月 12 日朝、すでに完成していた建屋の中で炉づくり開始。操業は 15 日ですから、3 日間で炉を

完成しなければなりません。炉を築く釜土は、いつものように鬼ノ城の麓の斜面の 3 種類の土をブレンドして使い

ます。元釜・中釜・上釜と力の限り積み上げて、炉の完成は14日の夕方でした。

　10 月 15 日の朝 9時、両側に装着された手押しフイゴによる送風が始まりました。夕方 6時までの 9時間の操

業は、これまでにない苦難の連続となりました。最大の理由は 6 世紀の平らな炉床に拘ったことにあります。鉧が

炉床のどこにできているかがつかめず、そのためノロ出しもうまくいきません。それ以外にもフイゴと炉を結ぶ喜

路竹（きろたけ）の接合部の具合が悪く、修理・修復に追われました。

炉の上から、安定した還元炎が上がり始めたのは 4 時をまわっていました。ノロも順調に出始めました。この状態

を 5 時間続ければ、それなりの見ごたえのある鉧を忠さんにお渡しできる。その思いも胸をよぎりましたが、予定

通りの6時半の鉧出しを決断しました。来てくださった多くの方々に、ぜひ鉧出しを見て帰っていただきたいと思っ

たから。

炉からフイゴをはずし、炉を壊し、得られた鉧は 4 キロでした。その鉧を忠さんにお渡しし、作品となった鉧は忠

さんの作品とコラボの形で総社アートハウスの蔵で展示されました。

主宰する鬼ノ城塾は「吉備の鉄とアートのコラボレーション」をテーマに、平成 13 年 4 月から続いています。最

先端の現代美術家たちを鬼ノ城の麓にお招きし、その傍ら「たたら操業」も行ってきました。たたらでできた鉧を、

素材として美術家に提供したことはありました。しかし、鉄とアートのコラボと言えるものは、初めてのことでした。

やっとコラボが実現したのです。

これまで講師をお願いした多くの美術家たちと、古代山城・鬼ノ城の麓で、いろんな形で鉄とアートのコラボレー

ションを実現していきたいと考えています。総社プロジェクトが、まさにそのスタートを切らせてくれました。こ

れが、吉備の鉄（たたら・鋳物）の再興へと繋がるなら、これ以上の喜びはありません。

古代山城・鬼ノ城の麓で古代たたら
鉄師・鬼ノ城塾塾長　林 正実

の方々が、掃除のお手伝いに来ていただきました。地域の方々も内部に初めて

入って、このアートハウスでどのような事が行われるのか興味津々でした。

作家の滞在制作が始まり、巨石の多い庭にどのような作品が可能かという検討が

あり、鉄作品では錆が出てまずいかもしれないので、たたらとのつながりもあ

り、砂鉄と磁石を使った初めての作品に挑戦することになりました。座敷の作品

もガラス越しに見える庭と呼応するような作品にしたいと言われました。

神戸のアトリエから作品を運び出すためリストを作成していただき、1BOXの車

3台で伺いました。予想していた量を上回る作品数と重量で、後日もう1度2台の

車で運ぶことになりました。運んだ作品の総重量は4トンにもなり、すべて手で

運んだのでかなりの重労働でした。

作家が滞在制作をしている間、私と松本氏は蔵の改装と展示台の制作に追われま

した。地域の方や知り合いの助けもあって、何とか間に合わせることができまし

た。魚が釣れたからと言って差し入れをいただいたり、作家と酒を酌み交わしな

がら、夜遅くまで制作談議に花を咲かせました。美術の専門教育を受けることが

できなかった作家が、どのようにして今まで作品を作ることができたのか、興味

深い話をたくさん聞かせていただきました。

展覧会が始まる前の日に、駐車場としてお借りしたリブ21第3駐車場にのぼりと

案内板を取り付け、町内にものぼりや、ポスターを張らせていただきました。

11月11日展覧会初日、待ちかねたお客さんがオープンの1時間前に入ってこら

れて、少し面くらいましたが、近くにお住まいの方で、いつもここが気になって

いたと言われ、早くもアートハウスファンが出来たとうれしい気分にさせられま

した。

12日は総合福祉センターでシンポジウムが開かれました。午前中、看板の取り

付けやイスを並べたり、映像のチェックに追われ、ゲストの評論家、椹木野衣さ

んが東京から来られるので林氏に迎えに行っていただいたりと、あわただしい一

日となりました。150人収容の会場ですが、どのくらい入場者が来られるのか心

配しておりましたが、ほぼ満員の入場者でほっと致しました。市長のあいさつに

始まり3人のパネリストに「吉備と釜山と榎忠を語る」というテーマで、それぞ

れの立場で語っていただきました。最初は林氏に、先立って行われた古代のたた

ら製鉄について、次に椹木氏に釜山ビエンナーレについてと榎氏を推薦された動

機について、最後に榎氏に自身の作品について語っていただきました。会場から

榎氏にどのように作品が作られているのかとか、滞在制作の感想などの質問があ

りました。2時間のシンポジウムでしたが、何とか司会を務めさせていただきま

した。

　23日までの「鐵と榎忠展」には合計400人余りの方が訪れました。その中に

は榎忠ファンの人や、遠く東京から美術愛好家の方、あるいは鉄工所にお勤めさ

れておられた方や、古民家が好きな方、様々な視点でこの総社アートハウスに来

られました。来場者の感想の一部を紹介いたしますと「どうしてこのような形状

ができるのか、鉄を作る会社に勤めていたので感心しました。」、「驚きまし

た、家にも作品にも」「無機質なのに親しみやすい素材だ」「力強さの中に、繊

細さを感じる」「昨年高野山で見せていただき、御縁が2度あったことに感謝し

ます」「古民家再生と鉄•砂鉄のアートの融合が素晴らしい」などお茶を飲みな

がら、2時間ほどお話をされて帰られる方も少なくありませんでした。

新聞社や雑誌社の取材も受けました。その折にこの家の持ち主池上氏のご親戚の

方から、「品格のある当家の雰囲気を損なうことなく蘇らせていただき感謝申し

上げます」というお言葉をいただき胸が熱くなりました。

　今後もこのアートハウスが総社市のアートの拠点として、様々な人が集う場に

なるよう努力していこうと意を新たにしました。
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JR 総社駅から徒歩１０分程の桃太郎線 ( 旧吉備線 ) の踏切を越えたところに総社アートハウスはあ

ります。旧総社町初代町長の旧宅、池上邸をアートスペースに改築し、この事業に合わせてオープ

ンしました。土壁に囲まれた邸宅は、巨石を配した庭に面した書院や居間を持つ伝統的な日本建築

です。現在の持ち主・池上眞平氏にお借りし、建築家 松本剛太郎がカウンターバーのある展示室と、

蔵をコンサートもできる空間にリニューアルしました。企画は作家・アートディレクター 伊永和弘

が担当。「アート・人・コミュニケーション」をテーマに、芸術作品を鑑賞するだけでなく作家や

来場者同士のコミュニケーションが生ま

れる場を目指します。
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