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研究組織
若山　裕昭　代表者　芸術学部・教授・芸術学部長
　　　　　　（職位は平成 21 年４月現在）
中嶋　健明　芸術学部・教授
南　　昌伸　芸術学部・教授
北田　克己　芸術学部・教授
関村　誠　　国際学部・教授
伊東　敏光　芸術学部・教授
吉田　幸弘　芸術学部・教授
森永　昌司　芸術学部・准教授
永見　文人　芸術学部・准教授
大塚　智嗣　芸術学部・准教授
古川　亮　　情報科学部・講師
宮崎　大輔　情報科学部・講師
秋山　隆　　芸術学部・助教
菊田　恵　　芸術資料館嘱託学芸員
王　　培　　芸術学部・実習補助員・協力研究員
古谷　可由　ひろしま美術館学芸員

報告：若山裕昭
　大学は社会・地域に貢献する社会的役割を持っている。
　広島市立大学は、「科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献す
る国際的な大学」として被爆地「ヒロシマ」に設立された大学で
ある。被爆により1945 年以前の広島市の文化と文化財はその多
くが喪失された。この様な現状に、広島市立大学がどのように関
わって行くかが問われている。
　この指定研究は美術教育においての保存修復教育プログラムの
方向性を研究する目的であるが、同時に広島市と周辺地域の文化・
文化財の保存修復に関する研究も行っている。地域の文化・文化
財に関する研究活動を行うことで、本学部の美術教育が一層の充
実と広がりを持つことを期待している。
また、現存する文化財は日ごとに劣化してゆく物である。広島市や
周辺地域に存在する美術館が所有する美術作品や文化財の保存修
復は、今後の重要な課題であり、その課題への取り組みも本学部
の使命であろう。
　本研究は文化・文化財の保存修復に関する多角的な研究活動で
の本学の方向性を示唆できるものである。

報告：北田克己
　本研究は題目のとおり、文化財学、保存修復に関する教育・研
究の本学への導入についてその可能性と意義について研究するも
のである。その目的と実施された研究、調査の概要について報告
する。
　後半には平成 22 年度に実施された研究会から研究分担者、協

力研究者らによる座談会を収録した。本学の文化財保存修復、再
生の可能性について多角的な議論ができたことを成果としてあげた
い。

I．研究の目的と背景
　本学で明確に文化財学、保存修復分野を専門とする教員や教育・
研究をあげることはできないが、具さに見ればすでに多くの実績を
見出すことができる。
　以下は本研究の研究分担者が関わった事例の一部である。（平
成 21 年度末現在）

−ハイビジョン映像作品「爆心地猿楽町復元　～ヒロシマの記憶 
～」（メディアデザイン）。平成 12 年～平成 14 年

−東文研保管のトヨタコレクションから江戸期の和時計についての
復元的研究（工芸・金属）。文部科学省科学研究費特定領域研
究（A）平成 14 年～ 15 年度

−厳島神社（広島県廿日市市）蔵「平家納経」模写。20 巻部分（日
本画）。広島市立大学特定研究。平成 15 年度～ 20 年度

−レトロバスの復元（立体造形。）平成 14 ～ 16 年。
−徳修館（山口県熊毛郡）蔵祭具のレプリカ制作（彫刻）。平成

20 年度
−「物体の反射特性の計測と，計測結果を用いた CG 画像生成」

科学研究費。平成 17 年～ 19 年度
−「ガラスの３次元形状計測」科学研究費補助金（特別研究員奨

励費）。平成 15 ～ 16 年度

　本学では、狭義の文化財の保存修復にとどまらず、芸術学部、
情報科学部を主として文化財や地域文化資源の復元、保存あるい
は多様な手法による調査、そして再生（リアルであれ、仮想であれ）
に多くの取り組みが行われていることが明らかである。
これらの研究を俯瞰することで、その学際的で高度な研究の可能
性、教育への適用について検討することが可能であろう。
同時に文化財学および保存修復分野の教育・研究の導入は大学の
社会的役割を果たす上でも十分考慮されるべきである。

　大学の専門性を活かした文化財保存、修復への取り組みはそれ
自体社会貢献であり、特色ある教育・研究としてもさまざまなテー
マを提供することになる。また、学生の進路としても軽視できない
分野である。

　本研究は以上のような背景から実施された。そして、当該分野
の教育・研究導入に必要な調査、基礎的な情報収集を行うことを
目的としたものである。また、関連授業の運営にも関与しながら
その教育内容の充実を図った。

指定研究
「文化財学、保存修復に関する研究、教育プログラム導入に関する調査・研究」報告

報告：若山裕昭、北田克己
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II.  実施した研究、調査（職位は実施当時）
＜平成 21 年度＞
1.  「文化財保存修復に関する公開講義」
日 程　平成 21 年 11 月 4 日～ 6 日
講 師　早川泰弘（独立行政法人国立文化財機構東京文化財研

究所・保存修復科学センター分析科学研究室長）
対 象　本学学生
会 場　広島市立大学芸術資料館演習室および展示室、

広島県立美術館
プログラム
⑴　講義「蛍光Ｘ線分析による文化財の材質調査」
⑵　調査　工芸（漆）作品の金属材質調査
⑶　調査　工芸（金属）作品の材質調査、絵画作品の顔料成分

調査

2.  「広島市立大学文化財保存修復研究教育導入に関する研究会」
日 程　平成 22 年 3 月 28 日
会 場　広島県立美術館　大会議室（3 階）
対 象　当該研究の研究分担者、教員または大学院学生でこの

分野に興味をもつ者、関連した研究をする者
プログラム
⑴　広島県立美術館所蔵「六角紫水」作品調査　講演と報告検討

室瀬和美（目白漆芸研究所　漆芸家・重要無形文化財保持
者）、宮本真希子（広島県立美術館主任学芸員）、大塚智嗣（広
島市立大学芸術学部准教授）

⑵　「模写と文化財保存」（日本画）　北田克己（広島市立大学芸
術学部教授）

⑶　「地域文化財の再生と保護」（彫刻）　秋山隆（広島市立大学
芸術学部助教）

⑷　「イメージベーストレンダリングを利用した文化財の CG 化の試
み—三角縁神獣鏡の計測と描画—」（知能工学）　古川亮（広

島市立大学情報科学部講師）
⑸　「東京藝術大学大学院文化財保存学講座の研究教育」　宮廻

正明（東京藝術大学　美術研究科文化財保存学（日本画）教
授）

⑹　「文化財保存分野における九州国立博物館の連携教育事例」
　本田光子（九州国立博物館科学課長）

⑺　「e-Heritage： 文化遺産のデジタル保存・修復・展示」　池内 
克史（東京大学　大学院情報学環教授）

⑻　座談会「広島市立大学における文化財保存修復に関する研究・
教育導入に関する意見交換」モデレーター　北田克己
宮廻正明、池内克史、本田光子、室瀬和美、古谷可由、浅
田尚紀、若山裕昭

＜平成 22 年度＞
1.  芸術研究科開設科目「文化財保存学特講」
履修時期　平成 22 年度前期　集中
履修対象　博士前期 1、2 年
カリキュラム
美術館における作品保存の現状／文化財の保存科学（総論）／文
化財の保存修復（総論）ほか　九州国立博物館において実習を含
む現地講義を実施。

2.  平成 22 年度広島市立大学指定研究「文化財学、保存修復に関
する研究、教育プログラム導入に関する調査・研究」による文
化財調査プログラム

日 程　平成 22 年２月８日～ 10 日
会 場　広島市立大学芸術資料館演習室および展示室、広島県

立美術館
⑴　講義「文化財科学調査の現場から」　早川泰弘（東京国立文

化財研究所分析科学研究室長）
対 　 象　学生、教員

蛍光 X 線分析装置による調査

大学院開設科目「文化財保存学特講」、九州博物館での授業
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⑵　調査　広島市立大学芸術資料館所蔵作品（絵画・工芸・彫刻
／蛍光Ｘ線分析）
早川泰弘、北田克己
対 象　学生、教員、学芸員

⑶　調査　広島県立美術館および大柿地区歴史資料館所蔵「六
角紫水」漆芸作品（実見分析）　室瀬和美（目白漆芸研究所・
重要無形文化財保持者）、宮本真希子（広島県立美術館主任
学芸員）、大塚智嗣
対 象　非公開

⑷　調査　広島県立美術館所蔵「六角紫水」漆芸作品（蛍光Ｘ線
分析）　早川泰弘、室瀬和美、宮本真希子、大塚智嗣
対 象　学生、教員、学芸員

3.  公開研究会「文化再生と都市課題—取り組みとその可能性に
ついて」

日　程　平成 23 年 3 月 25 日
会　場　広島県立美術館　講堂
プログラム
⑴　報告 「平成 21年度～22 年度広島市立大学指定研究について」

北田克己
⑵　報告検討会「広島県立美術館所蔵六角紫水作品調査について」
　　室瀬和美、早川泰弘、宮本真希子、大塚智嗣
⑶　「文化再生と都市」 伊東順二（富山大学芸術文化学部教授）
⑷　「金刀比羅山再生プロジェクト」　田窪恭治（金刀比羅宮文化

顧問）
⑸　「CG による被曝前の町並み復元」　中嶋健明（広島市立大学

芸術学部教授）
⑹　「地域文化復元の取り組み」　吉田幸弘（広島市立大学芸術学

部教授）
⑺　「被爆資料の３D 計測と画像生成」　馬場雅志（広島市立大学

情報科学部講師）
⑻　座談会「文化再生と都市課題について美術と情報科学が果た

し得る可能性」
詳細については別項に記載。

⑼　講評・総括 若林真一（広島市立大学副学長）

III.　研究を終えて
　本研究では、上述のように美術品の科学調査を行い、教育面で
は大学院開設科目「文化財保存学特講」の運営に関与した。
　また、各年度末の研究会では実績ある専門家を招聘し、文化財
保存修復、文化再生の事例と動向、また最新の水準についての紹
介、専門知識の提供を受けた。同時に本学各学部の研究、取り
組みについて相互に理解する機会ともなった。
　科学調査は主に蛍光 X 線調査に関して機材のオペレーションや

分析、評価の実際を経験することを目的としていたが、広島県立
美術館等所蔵の六角紫水漆芸作品調査では多様な素材、技法が
窺える興味深い結果を得ることができた。
　本学芸術資料館所蔵作品調査においても教育研究に活用可能な
基礎データを取得することができた。その詳細については別途報
告書を作成予定である。
　所載した座談会は、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災直後
に開催された。社会状況から開催の可否を検討したが、参加者の
意向も確認した上で開催に踏み切った。
　登壇者の発言は広島の都市の復興、再生を語りながら、未曾有
の災害による大きな喪失からの人の心と文化の再生に思いを重ね
合わせていたことは疑いない。
　保存修復・再生という視点から都市と文化、文化と人の「心」、
また科学技術と芸術などの問題に踏み込み、普遍的な議論になっ
たと考えている。
　このような議論を主導していただいた伊東順二教授には謝意を
表したい。

成果と今後の課題
　本研究を通じて、本学にとっての文化財学、保存修復の教育研
究の導入とは、芸術、情報科学を通じて都市と人間の再生という
課題に関わることであるとの思いを深くした。
　本学芸術、情報科学部との学際的研究には多くの可能性があり、
さらに連携を深めてゆく意義は大きい。
　また今後の教育研究の方向性を検討する上で多くの専門家、招
聘者から重要な指摘、貴重な示唆を多く得ることができた。
　国際学部の美術史や都市学とはもともと近接、重複する領域を
有しており、具体的な研究計画を探ってゆきたい。
　しかし、専門家の養成や文化財の保存修復を手がけるには多く
の解決すべき課題を残しており、本研究を継続的する中で、本学
が特色ある教育研究として導入すべきテーマについて絞り込みを
行う必要があろう。

謝　辞
　本研究は広島県立美術館など研究機関との連携によって実現し
た。加えて多くの専門家、研究者のご助力、ご指導をいただいた。
深く感謝の意を表したい。
　また、煩瑣な作業を担当してくれた若手スタッフにもお礼申した
い。



15

座談会　「文化再生と都市課題について美術と情報科学が果たし
得る可能性」
平成２３年３月２５日　広島県立美術館地下講堂

若 山 　 裕 昭　広島市立大学芸術学部長
室 瀬 　 和 美　目白漆芸研究所・重要無形文化財

保持者
松 田 　 　 弘　広島県立美術館次長（兼）学芸課長
早 川 　 泰 弘　東京文化財研究所分析科学研究

室長
中 嶋 　 健 明　広島市立大学芸術学部教授
馬 場 　 雅 志　広島市立大学情報科学部講師

モデレーター　伊 東 　 順 二　富山大学文化学部教授

伊東　まず今日のセッションを聞かせて頂いて、非常に幸せに感じ
ています。というのも、自分のしている仕事がよく分かったというか、
都市の修復をやろうとしているのだなと思いました。文化財修復と
いう事が、人間の文化、存在、もしくはその空間を超えて本質を
探り到達していく、見えないものまで関わっている作業なんだ、と
改めて思いました。
今回は広島の都市について考察しているわけですが、私がモデレ
ーターを務めさせて頂くにあたっての理由があるとすれば、長崎出
身という事が挙げられると思います。つまり、グラウンドゼロ、と
いう意味を小さい頃から考えてきた事が共通しています。
今、日本は未曾有のグランドゼロに見舞われていて、文化がすべて
消去されるという現実に私たちはいるわけで、そういう意味で東日
本大震災はそれぞれの方が意味深く捉えていらっしゃるのではない
かと考えています。
そこで一方ずつに、文化財を修復する、そして再生する意味はどこ
にあるのか、また震災の現実を受けどういう提案をできるとするな
らばしたいと思われているのかを、それぞれの立場からお聞かせ
願えればと思います。

まずは、若山先生お願いします。

若山　今日はいろいろ見せて頂いて、去年よりも一層充実したシン
ポジウムになったと感じています。
広島生まれ広島育ちの者としてはまず、広島には戦前の文化は無
いんだ、当然美術品も無いんだ、という気持ちで過ごしてきました。
でもそうではなく、いろんな方面からアプローチすれば戦前の文化
的に豊かだった頃の広島を市民の方に見て頂く事は可能だと感じま
した。東日本大震災に直面した人も、原爆が落ちた時の広島市民
もたぶん、心の中にはきれいだった、元気だった、楽しかった頃の
景色が入っているわけで、それと現状を重ねて見ていると思います。
戦後６５年経つわけですが、広島でこういうことができる、という
事を、復興の一つの方向性として東北の方達に早く分かってもらう
だけでもずいぶん違ってくるのかな、と思いながら発表を聞かせて
頂きました。広島市民としては、これからどういう切り口がみえてく
るのかが楽しみにも感じられます。

伊東　若山先生がおっしゃった様に、広島の方だからこそ出来る
事があるな、と痛切に感じます。私自身ニューヨークでグラウンド
ゼロに立ち会ったのですが、ニューヨークの人達の人間が変わって
しまったと思えるほどのショックを受けていました。やはりどんな
災害でも、その時に経験値のある方だからできる事があると思い
ます。そういう意味でこれからに関わってくる発言であったと思い
ますが、松田さんは広島の美術館の立場としてどのように感じられ
ますか。

松田　広島県立美術館では昨年「廣島から広島」という展覧会を
開催したのですが、旧漢字の「廣島」というのは戦前に主に使われ
ていた表記です。というのも、原爆ドームであるかつての広島県産
業奨励館が昨年で会館９５周年であり、戦前の広島について言及
されている機会が少ないのではないかという思いがありました。広
島平和記念資料館学芸員の方にご協力頂き、産業奨励館で当時ど
のような催し物が行われていたかを一覧として示し、呉高専の学生
さん達には当時の産業奨励館の 10 分の 1 の模型という形で復元
もしてもらいました。10 分の 1 というと高さが 3 ｍほどにもなりま
すので、産業奨励館の周りをぐるっと歩いたという不思議な感覚を
味わいました。また被爆した子供達の通っていた地元の洋裁学校
の後輩にあたる学生さん達に、当時と出来る限り近い布地を使い、
被爆した当時の服を再現してもらいました。
当時の産業奨励館のバルコニーの手すりの一つが、元安川に埋ま
っていて干潮になると見えていたのですが、それを本川小学校の
生徒さん達と一緒に引き上げ、きれいに洗ってもらって展示室に入
れました。この手すりは普段の展示では、触ってはいけません、と
注意書きがされるところですが、触ってもらう事にしました。私自
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身も触ってみて、そうするともしかしたら産業奨励館で行われた学
生記念式の初日に出た学生が触っていたかもしれない、という気
にとらわれたんですね。９５年経ってから同じ物を触る事で、時空
を超えた感覚が復元されたと思います。
それから、当時の県庁等にたくさん集められた復興プランの多く
は文字での提案でしたが、それを広島市立大学芸術学部の学生さ
ん達に、これをどう視覚化しますか、となげかけてみました。これ
は実際には実現されなかった復興プランですから復元ではないの
ですが、逆に「僕ならこう復興させるぞ」と、思いを重ねた学生達
の想像力の柔軟さ、豊かさに関心しました。
復元とか修復とか古いものを直接手に触れる様にするという事の
営利は、過去の事をどうするというよりは、むしろこれから先のこ
とをどうするかという事につながっていくと感じます。

伊東　今言われたような肉体的、物理的なものだけでなくて、精
神的な回復はそこから未来につながっていかなければならない、
そのためにも正確に過去を把握することが必要であるわけですが、
そういった意味において、中嶋先生や馬場先生の３ＤやＣＧ技術に
よる、消えてなくなった広島の町を再提示するという事は非常に重
要であると思います。このようなＣＧ技術をこれからどのように若
い人たちに見て欲しいかという事を含めお話頂けますか。

中嶋　ＣＧによって当時がどのような町並みであったか知る事も重
要ですが、それだけでなく、戦争という愚かな行為で歴史や文化
やもちろん人さえもが一瞬にして消されてしまった、という愚かさ
を後世に伝える事がメインでした。戦争というのは利害がからんで
いるけども、もしかしたら避けられるかもしれないという事です。
その結果の悲劇の一つが広島であるわけですけれど。僕の奥さん
は岩手県の宮古の出身で、夏休み子供を連れて海岸に行くと１０メ
ートルを超えるような堤防や水門がそびえていて過剰投資じゃない
かと思うほどでしたが、津波はいとも簡単にそれを超えてしまった
わけで、何と言うか人間のする事なんて戦争も含めて何か虚しいと
いうか、そんな気持ちがずっと残っています。
またそれとは別に、この復元に関わってから生存者の会の方達か
ら、当時のお話等を聞きました。そこで文化っていうのは、僕の中
では人情だと思えました。
どういう事かというと、僕は東京の下町の出身でそこには今でも情
緒があるんですが、生存者の方の話を聞いてると瓜二つというか。
そういう下町の人情は広島にも当然ですがずっとあった。広島はそ
ういうのも含めて壊滅的に無くなった。そういうものが無くなるの
はとても怖い事です。それを感じられた事は僕にとっての宝だと思
っています。

伊東　そうですね、人情のような目に見えないものをＣＧでどう再

現するかはこれからの街づくりの課題の一つかもしれませんし、逆
に目に見えないものを表現することは芸術の本質だとも思います。
またそれは馬場先生のダビデ像の３Ｄも然りですね。像をスキャニ
ングする事で、それは像なのか精神を表しているのか。いつの時
代でも再生できる状態にしておく、データを取っておくというのは
重要だと思いますが、技術の進化の問題もふまえて、再現技術は
どこまで進むとお考えでしょうか？

馬場　アメリカの学会においてローマの街並みを復元するというも
のがありましたし、ポンペイ等の火山で埋もれてしまった街を映像
で復元するという事も行われています。中嶋先生の取り組みも、も
っともっと範囲を広げて、例えば江戸時代の広島までさかのぼる等
ができると思います。ただ、世界的にどのくらい進んでいるのかと
いうと、はっきりとは分からないです。

伊東　シーグラフというのは学会と産業展示とアート展示が一緒
になっていますね。技術と分かれていない、ああいう事業は有機
的で日本でもして欲しいなと感じます。

馬場　東京大学のＣＧの権威である西田先生という方も最初アー
トショーで通ったという事ですし、シーグラフとは技術とアートの
境目がない感じで、技術もアートのために使われる所が良い所です
ね。日本ではあまり活発ではなくて、広島市立大学はそういった点
で、芸術と情報があるので日本では珍しいのではないかと思いま
す。

伊東　今日は六角紫水の調査も行われましたが、その時、反応し
ない信号がある、と早川先生がおっしゃられて非常に感銘を受け
ました。技術というのは到達してもまたその先に行かないといけな
い、どの調査でもある種の想像力が重要だと思います。
文化財は最近では文化資源といい、即ち文化資源学として一般的
になっていますが、文化財の存在が都市のアイデンティティに関わ
っているという事もみられると思います。早川先生は、文化財を修
復し再生し、復元するということはコミュニティにとってどのような
意味があるとお考えでしょうか。

早川　非常に難しい質問ですね。日本では文化財をカルチュアル
プロパティといいますが、世界遺産みたいな分野だとカルチュアル
へリテージと言いますし、一般的に我々は論文でカルチュアルオブ
ジェを使います。カルチュアルプロパティが適切かどうかというの
はありますし、世界的にもどういう概念でみるかは難しい問題です
ね。少なくとも僕としては、文化とまで広げると発言が難しくなり
ますが、文化財を保存する、という事と、文化を保存するという
事とがどういう関係にあるか、なんだと思います。
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東日本の震災をみても、次 と々文化財の被害状況が入ってきている
わけですが、文化財の保存や修復は後に回されてしまうのが現実
です。文化、文化財を保存する、或いは危機的状況でいかに守る
かは非常に重要なファクターになると思います。
それから、私が北田先生との縁がありこうして広島と関わる事にな
り、ここで僕が出来る仕事はあるかという事を考えています。日本
の大学では文化財学科創設の動きがかなりありますが、我々はそ
の失敗例もみてきました。その要因の一つは、何でもやってしまう、
というのがありまして、文化を守るというのは、保存や修復、我々
のような科学的アプローチもあり、学生の教育もあり、保存技術
者の分野など幅が広いものです。それを一つの大学で全部という
のは無理があり、どこにターゲットを絞り、どうアプローチをするか、
また協力関係をどこに求めるのか、だと感じています。

伊東　非常に重要な指摘であったと思います。カルチャーの語源、
語感はカルトであり、それは即ち崇拝、礼拝、その土地の思いです。
そういう意味で文化財の再生や修復というのは、その都市のアイデ
ンティティを保守するものなのかなと思います。
広島、長崎だけでなく世界にも消えた都市はありますが、例えば
世界遺産のプロバンという街。中世の城壁が残る街ですが、住民
の生活形態もすべて中世に戻しています。そこで考えたのが、都市
というのは長い時間存在しているもので、どこを原点にするのかと
いう事です。広島は今も、再生をした重要な都市であり、過去の
復元と今をどこで合わせるかという問題があります。若山先生にと
って、広島の真の姿はどこにあるのでしょうか。

若山　真の姿といえるか分かりませんが、私が今取り組んでいるミ
ッションがあり、広島で４００年前から続いていた銅蟲という技法
の再現です。我々が探している原点は浅野藩の頃、江戸時代の広
島です。ですが、ものがないんです。３年前に広島で作る人がいな
くなってしまった。作り手がいなくなってしまうと、見る人がいても
そこで文化が終わってしまう。それを元に戻す、というのは大変苦
労します。これは色んな知恵を出さないと今の人には分かってもら
えません。
もう一つミッションがあって、それはこれからもずっと続く銅蟲を作
る、というものです。無くなってしまったのには、市民から縁が遠
くなったという要因があるので、安く買える銅蟲にして市民に浸透
させる必要がある。文化が無くなるというのは本当に大変だと、今
身を以て体験しているところです。６５年前に一度広島が無くなっ
てしまったというお話がありましたが、人も街もモノもですが、そ
れを伝える人がいなくなったという現状があります。文化は続けて
いかなきゃいけないんだと、若い人たちにも肝に銘じて欲しいです。
新しい漆でも、新しい日本画でもいい、とにかく続ける事が本当
に大事です。

伊東　松田さんも広島の文化再生という事に取り組まれているわ
けですが、原点ということにおいて広島は原爆をゼロと考えるのか、
広島の再生しなければいけない文化のモデルとは何か、どのように
お考えですか。

松田　目指すべき先行モデルというのはないと思います。世界で最
初に原爆にあった都市、どこも体験していない事を体験した街で
す。その前のどこを起点に、というのが面白い質問でしたのでそこ
に戻ってお答えしたいと思います。
戦前に建てられた産業奨励館の正面入り口は街側ではなく、川側
にあります。広大の先生に聞いたところ、設計士がチェコのヤン・
デセルという建築士でプラハで学んだ人でした。プラハも古い川の
街で、川側に建築の美しいファサードを面しています。近代化しよ
うとする日本の一地方都市が、当時のヨーロッパの歴史的な建築
様式と川を通じてつながっているという事です。普遍的な街づくり
の一つの考えとして、広島もグローバルな街の一環だといえます。
原爆から立ち直った前例の無い復興の象徴の一つに平和祈念資料
館があるわけですが、これはル・コルビュジェの流れを汲む丹下健
三の建築です。中世プラハから２０世紀のコルビュジェまで、広島
は世界とつながっているのではないでしょうか。

伊東　復元や再生についてですが、早川先生は科学的に調査され
る時ある種のイメージを持って臨まれますか、それとも情報ありき
なのでしょうか。

早川　いかに先入観なしで調査するか、はあります。どの時点がオ
リジナルか、というか、絵画や工芸等いろんな修復の現場があり
ますが、いつの時代に戻るのかはいつも議論になります。今の日
本の文化財行政の基本は「現状維持」です。とにかく何も加えない。
しかし古い時代に補彩や補材は当たり前でした。それはその当時
の人たちにとっても重要であったので一日でも長く残そうとしたか
らです。どの時点に戻すのかはそれに向き合う人次第だと私は思い
ます。どの時代も重要であるので議論を重ねますし、どれが正解
でどれが間違いというものでは無いと考えます。
もう一つ思うのは、今現在あるものも文化財である、という事です。
ある平安時代の絵巻物を復元するのに 2000 万円かかった、これ
はただの復元品か、美術品なのか。どちらも一つの考え方です。
どちらが正しいというのは、本当にその時々の判断ですよね。
伊東　長崎県立美術館に須磨コレクションというものがあり、その
調査、修復にあたった事が私もありまして、その時古い時代に手を
加えられた修復は悪い事ではないな、と思いました。信仰の対象
であると地域の人たちが毎日礼拝するために必要であるから、そ
の姿を留めるようにした。早川先生のおっしゃる通り、一概に価値
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判断は出来ないと思います。
それから、ＣＧでも復元できないものがあるのでは、と思うのです
が、中嶋先生、正直それはどこだとお思いですか？

中嶋　例えば街を復元しようとすると、木がある、川もある、とも
う計り知れない。そこでテクスチャーが重要になるんですが。だけ
ど本当はＣＧだってオリジナルに近づけたいんですよ。でも機械的
なスペックの問題もあって不可能なのが現実です。

馬場　ＣＧの表現は例えば工業製品とか数式で表せるものは簡単
で、自然物とか数式で表せないものは難しいです。なので被爆資
料というのは大変難しいです。そういったものは、出来ないという
より難しいですね。それで一つ一つが出来たとして、その環境全
部を体験できるように、となると今の段階でも難しいというか不可
能じゃないかと思います。

伊東　現代の美術の修復も大きな問題ですよね。今のものにもす
べて降り掛かってくる問題です。最新の技術を持ってしても解決で
きないものがあるわけで、本当に終わりのないものだと思います。

（ここで質問等がありましたが紙面の都合上割愛します）
伊東　今回は後進の方達も来ていらっしゃいますが、最後に後進
の方々へアドバイスをお願い致します。

若山　先ほどお話しした事がすべてです。広島だけでなく、日本の
伝統にどっぷりつかっている人たちばかりですから、よく分かって
いると思います、西洋の文化と自分達が守ろうとしている事が明ら
かに違う、と。それを分かっているだけでも素晴らしいです。それ
をどう磨いていくかに集中して欲しいです。

馬場　科学や技術は正しく使えば正しく世の中のために使えます。
原爆もそうですが、間違って使えば間違った事となってしまう。イ
ンターネットも最初は軍事用に開発されましたし、コンピューター
も弾がどう飛ぶかを計算するために開発されました。平和に使え
ば正しく使えるわけで、つまり何が正しいのか考えながら使って欲
しい、と若い人には伝えたいです。

早川　実は私は大学も大学院も専攻は原子力です。東電や新日鉄
の釜石に知り合いも多くいますし、いろんな意味で今回の震災は
複雑な心境です。そして今は文化財に関わっているわけですが、
文化財というのがどういう意味で私の仕事として存在しているの
か、考え直すきっかけとなっています。みなさんも文化財にふれる
勉強なり、研究なり、仕事なりが、どういった意味を持つのかとい
う事を考えながら勉強してもらえれば、日本の文化が廃れる事は
ないかな、と思っています。

中嶋　世の中には良い事と悪い事が裏表にあるので、客観的にみ
ましょうね。教えられた事がすべて正しいわけではないし、自分で
判断するしかないから、とにかくいろんな事に興味を持って勉強し
てもらいたいです。

松田　津波で壊滅した街を元通りに復元しても、私は単なるアー
トでしかないと思います。都市が都市であるには文化がないとい
けない。震災の影響でフランスから日本へ美術輸送をしてはいけ
ないという通達が出て、企画展が急遽中止となりました。そこで所
蔵作品から広島の歴史、県立美術館の軌跡を展示できればと考え
ているんですが、つまりそれは広島の文化、歴史の一端なわけで
す。現代の文化の創造も重要であり、またそのすぐあとから歴史に
なる、文化になるんです。都市が都市として魅力ある文化再生を遂
げるには、常に新しい文化の再生がないといけない。それを皆さ
んが担っていると考えて良いと思います。そうすると、広島ならで
はの個性的な文化が生まれる可能性となります。以前、北田先生
にご意見頂いた「広島派」を作りましょうよ、ということに感動し
ましたが、「広島派」といえるだけの文化資源が広島にはあります。
そういえる街にしていきたいという事と、その一端を皆さんに担っ
て頂ければと思います。

伊東　芸大の保存修復で、曽我蕭白の、風を受けた柳と鬼の面を
した役者の模写をしている学生に、「あなたはその風の強さを感じ
ているか」という話をしました。
東日本で震災を受け今、自分たちのふるさとを無くしてしまった。
文化を無くしてしまった。彼らに生きてもらうにはどこかに移動す
れば良いかもしれないが、そこで試されるのが、日本というふるさ
とがあるかどうか、です。そのために若い人がやることはいっぱい
ある、私たちがやることもいっぱいある。今日はそう信じさせて頂
きました。ありがとうございました。


