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アーティスト 

黃美諺（以下 HW） 

 

聞き手 

五十嵐千夏（以下 CI、さっぽろ天神山アートスタジオ コーディネーター） 

 

 

CI：2度目の滞在についてお伺いしたいのですが、いかがでしたか？ 

HW：2度目の滞在は 1月から 7月にかけてで― 

CI：6か月。長いですね？ 

HW：かなり長いです。そして、来てみるまで想像すらしてなかったです、じ

っさい来られたのも偶然でしたから。いや、計画はしてたけど、確定したのが

ほんの 11 月のことだったので。なので私としては、すべてがとにかく唐突で

した。まだときどき「あれ、私なんでここにいるんだろう？」と思ってしまい

ます、夢みたいで。「何が起こったんだろう？」と。私の地元と比べるとここ

ではなにもかも違ってますから。それに人も。今は香港から人がほぼ来られな

いので、何人か新しい友人はつくったにしてもここは別の新しい世界という感

じです。香港の顔なじみとは会えないですから。なので、私にとってここは異

世界という感じで、そこをただ冬から夏にかけて冒険してみています。［『若

芽色のメガネ』で展示中の］ 映像はもう見ましたか？  

CI：はい。 

HW：あれは探索する外国人の視点のようなもので…雪が降ってるだけでも私

は座ってずっとそれをみてられる、という。北海道ではいつでもみられるので

みなさんからすればおかしなことだと思いますが…でも私にとってはかなりの

衝撃でした。［今回の滞在では］学校に通いつつ香港のプロジェクトも進める

必要があり、実はけっこう忙しかったのですが、でもこれまでどおりバランス

をとろうと頑張っています。全部のバランスをうまくとりたいんです、ここで

良い関係を築きたいので。1 年住むので無視できないこともありますからね。

ここでの生活に集中しつつ、繋がりやお金のために香港の仕事もしないと。勉

強は、私にとっては最優先事項ではありませんが、文化を学んだり人と話した

りするのを手助けしてくれます。天神山ではみなさんほとんどが私に英語で話

しかけますが、まちへ出たらそんな人はいませんし。今回は簡単な会話なら理

解できたり日本語でコミュニケーションをとれたりしているのが、すごくいい

です。 

CI：なるほど。 
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HW：制作についてですが…とても思うところがあります。こっち［*札幌］で

たくさんものを見てきて刺激もたくさん受けたからです。それに今回は、作品

に集中するための広いスペースと時間もたっぷりありました。香港では会わな

ければならない人が常にたくさんいて、仕事もして、ほかにもやらなきゃなら

ないことだらけだったので、制作に集中できませんでした。最後にちゃんとし

た木板に絵具を塗ったのは 2、3 年前―そのあとデモがあったからです。当時

はとにかく絵具で絵を描きたいと思えなくて。前回の天神山滞在のあと、絵具

で描けなくなったんです、なんというか、まったく。ただ「絵具絵画をつくる

意味なんてある？」と感じていました。それで zine をつくりはじめました

―zine なら発行さえすればたくさんの人に物語を伝えられると思ったから。そ

して今回［の滞在］は、私にとって絵画に立ち返る機会でした。とても嬉しい

です―絵具で描くのが、本当は大好きなので！ 

CI：よかったです！香港の zineカルチャーに関する記事をいくつか読んだので

すが、zine 制作がムーブメントとも呼ばれるようなものになっていると知って

驚きました。 

HW：そうそう。コミュニティがあるんです。北海道でも zine はポピュラーで

すか？ 

CI：あまりそうは思いません。 

HW：残念。東京ではかなり人気ですよね？ 

CI：そうですね。 

HW：zine ショップとかいろいろ、向こうにはありますよね。3 年前に何軒か

行きました…東京の本屋さんはすごくいいなと思いました。 

CI：それはとてもよかったです。今回、札幌の zine制作者はみつけられました

か？ 

HW：いえ！誰か知ってますか？ 

CI：いや、知らないですね― 

HW：あ、亮太郎！（笑） ［*天神山アートスタジオのコーディネーター、館

オリジナル zine『Tenzine』の制作者］ 

CI：わあ、たしかに！（笑） 

HW：zine をつくってるアーティストはたまにいますよね、鈴木悠哉さんとか。

彼が発行してるのは zine じゃなくてアートブックかもしれませんが。それか

［関根］ちあみさんとか―でも彼女はいまニューヨークにいますね。 
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CI：そうですね。最近知りましたが、今年の夏は札幌で NEVER MIND THE 

BOOKS という zine のイベントがあるみたいです。ここだと、それがほぼ唯一

の大きなプレゼンテーションの機会かもしれません。 

HW：なるほど。じゃあここでも zineイベントはあるんですね？ 

CI：はい、でもとても少ないとは思います。 

HW：香港だと年に 1 度、大規模な zine のイベントが開催されます。私たちに

とっては、アーティストや本屋、出版者と知り合えてお金も得られるいい機会

です。私たちは zineのイベントに参加するのが大好きですが、それは年に一度

の大事な出来事で、新作制作を後押ししてくれるからです。  

CI：知りませんでした。札幌に戻ってきてから絵具絵画の制作を再開したとの

ことですが、そのことはご自身の実践にどう影響していますか？ 

HW：zine と絵画はいつも切り離して考えていて、zine はとにかく受け取り手

とのコミュニケーション。なのでいろんな人にわかってもらうため、シンプル

にします。ですが絵画では、誰のことも気にしない。絵画は、私にとっては、

私自身だけのためのものです。私が絵具で絵を描く、それで終わり。たまにほ

かの人が気に入ってくれたとか販売できるとなれば、それはラッキーですが、

でも絵画をみるときなにを理解してほしいとも思っていません。今回はそれで

もたくさん絵画をつくりました。何枚かはもう香港に送ってしまいました。香

港の知人たち、とくに友人たちは、私が絵具で絵を描いているところをまた見

られて嬉しいと言ってて、2～3年前と今年の絵画との違いを感じられるとも言

っています。ものすごく違うと。わかるらしいです。私には違いがわからない

のでなんともですが、それっておもしろいとは思います。 

CI：2種類の絵画がどう違うのかは聞いてありますか？ 

HW：以前の絵画はより複雑で、今回はもっとシンプルになったらしいです。

全然違うらしいのですが、私にはわかりません。 

CI：なるほど…。昨冬、オープンスタジオがありました。そのことについてお

伺いできますか？ 

HW：もちろんです。あれは突然の出来事でしたね。香港から持ってきた zine

をいくつか展示したのですが、とても満足のいく出来でした。大きめの滞在ス

タジオ［*滞在 C スタジオ］を使ったのははじめてだったので、すごくいい気

分でした。オープンスタジオはいい経験になりましたよ。 

CI：なるほど。今回の滞在で新たに誰かと知り合った、あるいはなにかと出会

った、ということは？ 
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HW：はい、たくさんあります。すでに知っている土地ではありましたが、私

としてはなにもかもかなり新しく感じられました。たとえば今回会った人たち

やアーティストは、どなたとも初対面でした。真砂さん［*真砂雅喜］、碧幸

さん［*岡碧幸］…真砂さんのデザイン作品がとても好きで、お会いする前か

らデザインだけ存じ上げていたんです。いよいよ実際にお会いしてみると、何

度も顔をあわせるたびに「あなたのデザインすごくいいです、大好きです！」

って言ってしまって（笑） 今年はいろんなアーティストとお話しできて、と

てもありがたく思っています。英子さん［*曽我英子］とも。ほとんどが私よ

り年上だったので、みなさんから学んで、いろいろ経験しました。札幌や北海

道、日本、日本文化のことなどもたくさん教えてくれました。とてもうれしい

し、ありがたいことです。 

CI：今回はコロナのため、［アーティスト以外の］一般市民と会って教わった

りという機会はありませんでしたが、それでも天神山でアーティストを通じて

札幌や北海道についてたくさん知ることができたというのは興味深いですね。 

HW：はい。もちろん天神山スタッフのみなさんからも。 

CI：なるほど。一般の方ともっと知り合えたらよかったと思いますか？ 

HW：うーん…学校やまちかどで出会った人たちがいるので、バランスはけっ

こうよかったと思います。それなりでした。 

CI：わかりました。では展示の話に移りましょう。今回の滞在中にかかわった

館外の展示、展覧会、プロジェクトについてお聞かせいただけますか？ 

HW：今年の年明けまでは小規模イベントやデザインの仕事をフリーランスで

受けていましたが、香港では今、コロナの状況が改善しているためかアートの

展示が爆発的にたくさん開かれています。それと、デモの停止期間中でみんな

いろいろ言いたいことがあるというのも理由かもしれません。ここ 6 ヶ月で私

が携れる香港関連のプロジェクトがたくさんあったのはそういうわけでしょう。 

［*天神山での］展示は自分に課した約束でした。言語が違うので、もしかす

ると私がなにをしているかみなさんには伝わらないかもと思ったんです。「あ

なたは毎日なにをしてるの？」って。なので、じゃあ皆のために展示をひとつ

つくろう、それか少なくとも私自身のために。そしてこの 6 か月間私が実際な

にをしていたかを伝えよう、と考えました。ちゃんと伝わってるといいんです

が！ 

CI：はい、ヘーゼルさんの熱心なお仕事伝わってます。でもまじめな話、私た

ちにはなにも約束してくださらなくていいんですよ！笑 

HW：ですよね、だから半分は私のためです笑 



黃美諺 インタビュー（日本語訳） 
 

後編 2021年 8月 

5 
 

CI：おさまりがいい！ 

HW：私はそういう人間なので。 

CI：存じ上げてます。仕事熱心。 

HW：ありがとう。立ち止まれないんです。いつも忙しくしてないとだめで。 

CI：了解しました。天神山での個展についてお話しいただけますか？まず、タ

イトルがとてもおもしろいのですが。どういう意味なんでしょうか？ 

HW：はい、『若芽色のメガネ』といいます。「バラ色のメガネ」というの、

聞いたことはありますか？ 

CI：いいえ、ないです。 

HW：ググってみて。 

CI：［*「バラ色のメガネ」で検索しながら］歌の名前ですか？ 

HW：いや、フレーズです。バラ色のメガネをかけると世界がとても美しく、

なにもかもが素敵に見える、という意味です。これはすこしナイーブでもあっ

て、つまりそういう状態は現実を無視していることにもなるからです。 

CI：なるほど… 

HW：いい意味でも悪い意味でも両方とれるんです、場合に応じて。お話しし

たとおり、私はいつでも外国人、つまりアウトサイダーの視点で世界をみるの

が好きです。そして今回、本当にアウトサイダーなんだという感覚がしました。

常にメガネをかけてフィルターのかかった世界を見ているような気が。そして

この色［若芽色］は、実際の、札幌の春の色だと思います。4～5月あたりの。

その時期いつもこの色を見ていたので、「“バラ”という言葉を変えちゃっても

いいんじゃない、バラは私に身近じゃないけどこの色なら身近だし」と思って

色を変更しました。私にとっては札幌の色みたいなものです。若芽色のメガネ

をかけていると、私は美しい世界にいて、でも実際はそうじゃないことも、も

ちろん分かっていて。札幌にいてもいろんなことがありますから、素敵なこと

ばかりじゃなく。いろいろ問題もあるのに、それでも私は外国人だから、それ

をほんのすこししか知りません。特に私はいま香港の外にいるので、ここでは

なにもかもがとにかく美しいです。すごくいいこと。メガネをかけて現実を見

ないようにしているみたい。 

CI：香港の現実も？ 

HW：そう。移動してもいいですか？ 

CI：もちろんです。 

（一同、展示スペースへ移動） 

HW：この［2つの］絵は、実は仲間で。 
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CI：仲間。 

HW：毎日香港に関する報道に目を通しているとつらいんですが、外で見るも

のはすべて―たとえばこれはキツネ、キツネを見たんです―とても素敵で。そ

れで、思ったんですが、私が見るものにはいつもコントラストがあるんですよ

ね。ここの作品たちはそのことに関するものです。 

CI：なるほど。 

HW：それからこのマンガ。これは実は函館で見た景色です。観光のあとその

ままとどまっていたら、若い人たちがたくさん山を駆け下りてくるのが見えま

した。とても幸せそうで―彼らは幸せなほうの人たちでした。みんなとても若

くて、それはいいことで。でもその人たちが走っていたので、そのジェスチャ

ーから、私は香港でデモから走り去る若者たちを思い出しました。ここ［*札

幌］では本当にいろんなことを目にしますが―いいことも悪いことも―、私は

いつも香港のことを思い出して比較しています。「なぜ？なぜ香港はこうでこ

っちではこんなに違うんだろう？」。そういう「なぜ？なぜ？なぜ？」が、私

にたくさんのアイディアや発想源を与えてくれます。 

CI：興味深いです。 

HW：でもいくつかは、街に関するただのちょっとした考え事です。 

CI：そうでしたか。インタビュー前半部で、些細なことにいかに惹かれるかを

ご説明くださったことを思い出しました。 

HW：そうそう。これは私の手元にあったただのポット、これははじめての桜

で、あとはたくさんの人たち…すべてとても小さいですが、私は小さなことが

私たちの人生に必須だと信じています。それらが繋がって、私たちの人生がで

きているからです。 

CI：なるほど。 

HW：この展示は三部立てで、《メガネ》、《絵》、そして《zine》で構成さ

れています。それから、これ［映像作品〈メガネ〉］はとても気軽な作品です。

最初は作品になるなんて思っていませんでした。 

CI：そうですよね、ヘーゼルさんはいつも二次元のメディアで制作されている

とおっしゃってましたし。これははじめて― 

HW：そう、これがはじめて［の映像作品］です。でも絵具絵画を制作すると

き、それか絵具を塗る前には、たいていたくさん写真を撮るかいろんな場所に

足を延ばしてみるんです。なのでこれは、実際に私の視野からみた冬から夏に

かけての都市、ということになります。真美［*天神山アートスタジオ AIR デ

ィレクター小田井真美］が映像日記と呼んでいたのも気に入りました。「その
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言い方すごくいい」と思って。だってこれはそんなに真面目な作品ではなく、

ただ私が見ている世界を、私が世界をどう見ているかをシェアしたかっただけ

ですから。 

CI：ヘーゼルさんのメガネを通じて？ 

HW：そうそう。いくつかの場面は絵画やドローイングになりました。もしか

したらこのシーンは映像のここから見つけられるかもしれないし、こっちはま

た別のところから… 

CI：なるほど、なるほど。 

HW：だからこれは《メガネ》といいます。こっちはただのちょっとした落書

きです。落書き辞書。 

CI：そうなんですか、ではこちらの2つ［*《メガネ》セクションの映像作品と

落書き辞書］はスケッチみたいなもの？ 

HW：うーん、どちらかというと基礎段階みたいなものですかね。とてもラン

ダムで、とても気軽な。私はビデオアーティストじゃありませんから。ただい

つもたくさん写真を撮っているというだけで。 

CI：なるほど。 

HW：こっちは絵画の部です。やっぱりとても小さいのは、私の絵がそもそも

小さいものだからです。生きることと、この街から私が想像したことに関する

絵です。 

CI：そうでしたか、なるほど…あ、このへんは天神山緑地からの景色みたい。 

HW：そうそう、みんなが気づくかなと思って（笑） でも実際、かなりいろん

なことが［展示された絵画には］あるんですよ！私は気に入ったものだけ選ん

で作品にとじこめておくんです。だいたいは建物［が画面外に切り取られてい

ます］、なぜなら私が描きたくないからです…理由はわかりません、人工的す

ぎるのかな？ 

CI：自然のほうがより描きたくなると？ 

HW：そう。 

CI：そうなんですね。 

HW：これはたった15分で描きました（笑） 展示ポスターのためだったので、

本当に絵画とは思えないほどいたって気軽に着手しました。もちろん絵画では

ありますが、でもとても気楽な意味で、です。［*《絵》セクションの三つの

絵画を指して］このへんの絵画はそれほど気軽ではありません。 

CI：わかりました。ここらへんの絵画はすごくいろんなテクスチャーを持って

いますね。 
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HW：そうです…テクスチャーは絵画でとても重要です。これは私の通学路、

これは近所にスープカレーを食べに行ったときのことで、窓からの景色がすご

く魅力的でした。青い色…これがとてもきれいで、でも写真に撮るのがすごく

難しかったんです。いっそのことと絵具で塗りました。これは「otto（オー・

ティー・ティー・オー）」。友人と一緒にやっています。この号は 2 月あたり

に香港のアートブック・フェアに出品しました。香港で印刷してもらったもの

です。 

CI：お！リソグラフに挑戦したという号ですか？ 

HW：そうそう！大好きな技法なんです、リソグラフ。友人が印刷してくれた

ものをここで展示するために 3月に受けとりました。 

CI：完成までどのくらい？ 

HW：実はかなり速くて。これだと集中すると 2 週間で仕上げられます。ほと

んどの絵もそうですが―絵は 2日以内に仕上げますね。 

CI：それは普通じゃない！ 

HW：ですね（笑） 考えごとにはいつも時間がかかるんですが、絵の具を塗る

のはとにかく素早くないといけないんです、塗ってる間ずっと自分のフェーリ

ングが続いている確証が必要なので。木板とアクリル絵具を使うようにしてい

るのはそういう理由です。以前油絵具も試しましたが、私にとってはぜんぜん

大丈夫じゃなかったんですね。塗りの時間がそんなに長いとフィーリングが続

かなくて。「絵画の感情」というものがあると思います。絵に取り組むとき、

とても重要なことです。絵に影響するはずだから。でも友人のなかには、同じ

ように絵をやっていてもそういう心配はせずに済んでいるという人もいます。

まったく違う。たぶん、人や性格によるというだけなんだと思います。 

CI：どちらかというと「自分のやりかた」のような？ 

HW：そうそう。なので、アイディアさえあれば描くのはすぐできます。なん

であれ。［むしろ］速く描かないといけない。［また、］このマンガに映像中

の場面が出てくるように、ひとつのものが気になるならそれを描き続けるんで

す。これはたぶん―これからも扱い続けて、来年香港で新作を作ることになる

と思います。 

CI：それはいいですね。それと、使われている版画の技法がとてもユニークだ

と思ったのですが。これなども、テクスチャーがとても繊細で。木版ですか？ 

HW：いや、それは香港で印刷されたものなので［違います］。でも、私もこ

の効果がとても気に入ってます。これ［展示 DM］は天神山で印刷しました！

事務所で悪戦苦闘したので［出来上がって］とても嬉しいです。 
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CI：あ、そうですよね、何度もやり直して苦戦しているところをみました。私

も仕上がりがみられて嬉しいです！個展についてつけ加えることはあります

か？ 

HW：まだ質問はありませんか？ 

CI：そうですね…展示の準備中、どんな人たちをオーディエンスとして想定し

ていましたか？香港の地元の方たちですか、それとも札幌の？ 

HW：香港の人たち向けの作品ではないと思います。ここの人たちのためのも

のです。香港の友人が何人かこっちにいて、次の日曜日に来るんですが、すこ

し恥ずかしいです。 

CI：なぜ？ 

HW：友人たちにはメッセージが読めるからです。理解できるから。だから少

し恥ずかしい。でもみなさんに対しては、違うところから来ているので少し距

離がありますから。だからこそ、ときどきですが、とても直接的にできたりす

るんです。直接的にやってみても、みなさんはそのすべてを理解するわけでは

ないかもしれないので、こういう作品は気兼ねなく制作できます。ですが同時

に、私が見ているものや外国人がここで見ているもの、それに外国人が札幌と

いう場所にどう影響を受けるかを見せたいので、ただ自分のためやここの人た

ちのために展示をしている部分もあります。実は展示前は、映像作品のことが

少し心配で。私はプロの映像作家ではないし、映像は日常を撮影しただけのも

のだったからです。だから「あーこれどこかの映像作家が観たらなんて言うだ

ろうな…」と笑 でも今は大丈夫。ここでのフィードバックがそれなりにいいの

で。この作品は香港でも展示に出していますが、私は香港よりこちらで受ける

フィードバックのほうを好意的に受け止めています。なんといってもここのみ

なさんは、これがどこか知っていますからね。 

CI：そうですね。この風景自体、私たちにとってはお馴染みです。映像作品は

香港でも展示されているんですね？ 

HW：そうそう。これ一点だけですが。 

CI：美術館の展示ですか？それともギャラリー？ 

HW：いえいえ、アートセンターです。同じものでも違うフィードバックがき

ています。まったく違う。 

CI：香港の方たちは作品についてどんなことを？ 

HW：私の気持ちが少しわかったという人たちが、ときどきですがいました。

でも多分、人によるんじゃないかな。札幌の人たちでも私の気持ちがわかると

いう人はいたので。あの映像から。それに香港だと、私が扱っている場所を皆
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は知らないので、だいたい「わあ、日本が恋しいなあ！」とかそんなことを言

っているだけです。［それに対して］ここで友人たちからもらうフィードバッ

クは―彼らはここに住んでいて映像を観てくれたんです―予想外で。なぜかと

いうと、「すごく胸打たれたし身近に感じたけど、でもすごく異質な感じだ」

って。…それってきっと…うーん、なぜかはわからない…でもこういうフィー

ドバックをもらうのは楽しいです。 

CI：わかりました。この展示についてはひとまずここまででしょうか。この次

はどこへ？ 

HW：私が次どこへいくかですか？天神山から引っ越して… 

CI：文字通り移動するんですね！（笑） 

HW：それがひとつですね、自立した生活。なぜかというと、これが私にとっ

て初めての一人暮らしなんです1。香港と天神山のプロジェクトを終えたので、

いまようやく、そのあとで本当にやりたいことに集中できるからということも

あります。札幌や北海道をもっと探索して自由を楽しみたいです。そして、こ

っちで作品をどうにかできる機会がないかやってみます。 

CI：なるほど。これで第 2部も終わりとなります。ありがとうございました！ 

  

---------------------------------------------------------------- 
 

copyright さっぽろ天神山アートスタジオ, 2021 

 

 
 

 

1 2020 年 11 月発表の英エコノミスト誌の調査で、香港はもっとも生活費が高い都市のひと

つに数えられた（出典： https://www.eiu.com/n/worldwide-cost-of-living-paris-and-zurich-

join-hong-kong-as-the-worlds-most-expensive-cities/ 執筆者最終閲覧 2021年 11月 6日）。

アーティストによると、このため香港では、若年層がひとり暮らしを経験することなく親や

ルームメイトと継続的に同居するケースが一般的だという。 

 


