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広島市立大学・ニュルンベルク美術大学「アートプロジェクト K
コーラー

HORA」
報告：前川義春、木村育子、藤代茂展、関村誠

平成 16、17 年度  国際学術研究費Ａ：

「国際的視野に基づく都市芸術の創造」

前川義春（代表者／芸術学部助教授）

Claus BURY（クラウス ブーリー／ニュルンベルク美術大学教授）

南　昌伸（芸術学部助教授）

関村　誠（国際学部助教授）

Ulrike WöʜR（ウルリケ ヴェール／国際学部助教授）

大野亜由未（国際学部助教授）

伊東敏光（芸術学部講師）

藤原　信（芸術学部客員教授）

平成 18 年度 国際学術研究費：

「広島市立大学・ニュルンベルク美術大学　アートプロジェクト 

KHORA」

前川義春（代表者／芸術学部教授）

Claus BURY（ニュルンベルク美術大学教授）

南　昌伸（芸術学部教授）

関村　誠（国際学部助教授）

Ulrike WöʜR（国際学部教授）

藤原　信（芸術学部客員教授）

ニュルンベルク、中央市場

「66 日間の芸術プロジェクト」作品：アバカノビッチ／ 2004 年 10 月

ニュルンベルク美術大学（正面玄関）は動物園に隣接し、深い森の中にある
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1.  研究の背景

ドイツ、ハノーバー専科大学との間で平成 9 年に学術交流協

定が締結され、平成 11 年より学生交換事業が開始された。以後

盛んな交流事業がおこなわれるようになり、本学部学生の中には

在学中から制作や研究活動の中に影響が現れ、卒業後もドイツを

中心に海外の大学で学ぶ者も多くなり次第に国際的な視野が培わ

れる土台となった。

平成 15 年、ハノーバー専科大学芸術学部の閉鎖決定を受け、

その代替え候補校としてベルリンバイセンゼー美術大学、アラヌ

ス大学（ボン近郊）、ブラウンシュバイク美術大学、ニュルンベ

ルク美術大学があげられ、平成 16 年に大井前芸術学部長を始め

とする 3 名の教員（服部、前川、鰕澤）がドイツを訪問し、学

術交流協定締結の可能性について各大学と協議を行なった。その

結果ベルリンバイセンゼー美術大学、アラヌス大学とは学術交流

協定を締結し、同時に学生交換事業も開始された。またブラウン

シュバイク美術大学とは交換作品展を開催することで合意し、平

成 17 年にブラウンシュバイク美術大学展示ギャラリーにおいて

本学教員、学生の展覧会が開催された。

 

ニュルンベルク美術大学を訪れた際には、その近郊の町ローテ

ンブルク市において、同市主催の「66 日間の芸術プロジェクト」

の一環として、ニュルンベルク美術大学副学長 クラウス・ブー

リー教授クラスの学生等 10 名による彫刻シンポジウム・作品展

示「VORORT ＝ At the place」が開催されていた。ローテンブル

クはドイツの中でも中世の面影をほぼ完璧に残す美しい町として

有名で、その町並み全体を舞台として野外、教会等で現地制作・

作品展示した興味深い芸術展であった。

ブーリー教授と研究代表者前川は、両者がそれぞれの国で地域

や町並み全体を使った共通の芸術プロジェクトを展開していたた

め、ブーリー教授クラスに在籍していた日本人学生（福山市出身）

からその情報が双方に伝えられ、平成 14 年からカタログの交換

をはじめとする交流が行われていた。

ニュルンベルク美術大学での両校の意見交換会の折、双方がこ

れまでおこなってきた共通の芸術活動の経験を踏まえ、芸術文化

交流を通して新たな芸術領域の可能性を探るとともに、芸術活動

を通して両大学の作家と地域の交流を図るため、広島市立大学・

ニュルンベルク美術大学 「アートプロジェクト KORA」を実施

することで合意しプロジェクトチームを発足した。

本学におけるプロジェクトチームは大井前芸術学部長を代表と

し、彫刻、デザイン・工芸、理論分野の教員及びハノーバー専科

大学への留学経験者を中心とする博士後期課程の学生・修了生

10 名。ニュルンベルク美術大学はブーリー教授を代表とし、学

生 10 名によってアートプロジェクトチームを組織した。

本プロジェクトのテーマは、関村助教授から提案のあった古代

ギリシャ語で「場」を意味する「KHORA（コーラー）」とし、特

にプラトンの『ティマイオス』の中で使用されている「コーラー」

の概念に依拠している、すべてを生みだす生成の場、すべてに形

を与える母胎としての「コーラー」である。「 アートプロジェク

ト KHORA 」を平成 17 年に日本（広島）で開催し、平成 18 年

にドイツ（ニュルンベルク）で実施する 2 年計画のプロジェク

トとすることとした。

「66 日間の芸術プロジェクト」作品：リチャード　ディーコン／ 2004 年 10 月 「66 日間の芸術プロジェクト」作品：エデュアルド　チリダ／ 2004 年 10 月
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2.  研究目的

これまで芸術分野における国際間の共同研究と地域研究は個別

に行なわれることが多く、これを関連づけ総合的に行うことによ

り、国際的な視野での地域創造ができる基盤づくりと、新たな芸

術領域の可能性を探ることを目的とする。通信の発達や、国際間

の移動がたやすく行われるようになった現代において、より可能

性と必要性が高くなった研究である。

海外の美術大学と同一テーマによる共同プロジェクトをおこな

うことにより、地域の特色を再発見する等、芸術と地域が相互作

用によってより豊かに成熟していく方法をさぐる実践的研究であ

る。現在の美術活動のほとんどは、美術館や画廊が中心となって

いるが、本研究はそれをより日常的な環境の中で展開する。芸術

はもっとも身近でリアルな社会性を養う必要があるという観点と、

地域文化の潜在的可能性を芸術によって引きだすという二つの意

味をもっており、この二つの意味は日本だけでなくほとんどの国

が共通に抱える現代芸術の課題である。

また、本学部の教育方針の一つである国際的視野で活動が出来

る人材を育成する。これまでハノーバー専科大学との交換事業に

は双方の多くの学生が参加し、国際的視野をもたらしたことによ

り両大学の活力の一助となってきた。広島という国際的知名度を

生かし、これまでの成果を更に展開した外国との直接的な交流を

教育・研究の中に生かしていくことは、今後の特色ある大学、学

部づくりのために大変有効な手段であると考えられる。

3.  成果・今後の展望

芸術が社会の中でどのような役割を担っているのか、どのよう

に社会と関わるべきなのかを学生たちが身を以て経験する場とし

て、広島市立大学とニュルンベルク美術大学は偶然にも共通の

テーマを持ち、日本とドイツで教育の一環として地域に根ざした

芸術プロジェクトを展開してきた。此の度の「コーラー」プロジェ

クトは両校のこれまでの経験を生かし、国際的な協力関係の中で

このテーマを協同で実践した意欲的なプロジェクトとなった。

　この 2 年間の「コーラー」プロジェクトを振り返ると、国

際間のプロジェクトと言うこともあり、言語や歴史、風土や習慣

の違いもあり、かつて経験のない困難な局面も幾度となくあった。

しかしこれらの局面を双方の協力によって共に乗り切っていく中

でより深い国際間の相互理解が可能となり、芸術的思考の多様性

や深さを身を以て体験する場となった。更に此の経験は自分たち

の地域での芸術活動にも新しい視点を生む契機となり、現在進行

中である「大塚かぐや姫プロジェクト」へと展開している。

　

　私たちはこれまでの芸術活動の中で多様な地域色豊かな文化

育成が、より独創的で活力のある社会を生み、また地域社会での

芸術展開を国際的な視野の中で実践する経験は、若い芸術家に

とっては大変貴重なものであることを体験的に知った。

此の度の経験をもとに、今後は益々国際的な大学間協力を深め、

双方がより自由で幅広い芸術概念を獲得するとともに、芸術にお

ける様々な分野が参画出来る場をつくり、芸術活動が都市や地域

において新たな役割を担うとことができる視点を提示、実践して

いきたいと考えている。

「VORORT ＝ At	the	place」作品：セバスティアン　クーン／ 2004 年 10 月 「VORORT ＝ At	the	place」作品：ユ　ツアン／ 2004 年 10 月
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広島市立大学・ニュルンベルク美術大学　アートプロジェクト KHORA
記録者：木村育子

プログラム 1）アーティスト・イン・レジデンス

内　　容：作品制作及び研究会

開催期間：平成 17 年 8 月 29 日（月）〜 9 月 27 日（火）

開催会場：広島市立大学芸術学部棟及び工房棟

プログラム 2）公開制作

内　　容：作品制作の一般公開

開催期間：平成 17 年 9 月 12 日（月）〜 9 月 22 日（木）

開催会場：広島市立大学芸術学部工房棟

プログラム 3） シンポジウム

　「ドイツ、日本における芸術と教育の現況」

開催期間：平成 17 年 10 月 1 日（土）

開催会場：広島市立大学講堂小ホール

パネリスト：

大井建次（教授） 

クラウス・ブーリー（ニュルンべルク美術大学副学長）

藤原　信（客員教授）　関村誠（助教授）　南昌伸（助教授）

竹澤雄三（広島市現代美術館副館長）

松田　弘（広島県立美術館主任学芸員）

進行：前川義春（教授）

通訳：楠カトリン

今回開催されたアートプロジェクトは、作品制作を通して日

本・ドイツ人参加者間の国際交流、そして展示会場となる大学

周辺地域との文化交流を兼ねた「接触」である。

シンポジウムの冒頭において、「地域社会と大学とを結ぶプロ

ジェクトとして、人々のコミュニケーションと、両大学の芸術

の発展を主軸としている」と語られた大井健次学部長の言葉か

らも、そのことが確認できる。それは単に大学間の「接触」と

いうことだけではなく、その場に存在する歴史や文化の、ひい

ては国と国との「接触」をも意味する。事実、ギャラリーや美

術館といった白く統一された内部空間とは異なり、参加作家自

身で作品の展示場所を決定するという点で、その臨場感が鮮明

に観る者の心を駆り立てるものとなっていたといえるだろう。

今回のプロジェクトのテーマである「KHORA（コーラー）」

について、関村誠助教授はこう語る。「KHORA とは、古代ギリシャ

上）作品制作　下）研究会
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語で、場、空間、地方などの意味を持つが、プラトンの対話篇『ティ

マイオス』での宇宙論では、イデア存在と感覚物を区分する二元

論を超えたものとして、KHORA がとらえられている。それは生

成の場であり、あらゆるものが受容され、あらゆるものに形を

与える母胎である。」これは、イデア存在（コンセプト）が父親、

生成物（作品）が子供、そして生成の場（展示場所および作品と

の関係性）が母親と言い換えられるだろう。外国人にとってのヒ

ロシマとは、場という見地から見ると、やはり第二次世界大戦で

原子爆弾が投下された都市として認識されている。その郊外に位

置する広島市立大学は、周囲を木々の緑に囲まれ、また第二の副

都心「ひろしま西風新都」に立地している。この土地において生

活することは、ドイツ人参加者たちに日本の異文化とヒロシマを

考えさせるきっかけとなった。

クラウス・ブーリー教授は、それぞれの場と芸術との関係性を

「独自の生成の場」という見地から述べつつ、自身の作品につい

て解説を行った。ドイツ国内で制作された多くの彼の作品は、共

通して芸術の持つ力強さが文化や歴史などと共鳴しているように

感じられる。まるで、建築領域の持つフォルムと芸術の持つ創造

性とが出会い、音楽を奏でているようでもある。「アートプロジェ

クト KHORA」では、各々の参加者が「場」を作品の一部として

捉え、その「場」がコミュニケーションを発生させる機能を持っ

ている。

松田弘氏は、作品制作のみならず場との関係性によって成り立

つアートプロジェクトの意義を、ハノーバー万国博覧会時に行わ

れた作品展の日本人作家を例に挙げて語られた。「作品の技術的

側面も重要ではあるが、その土地の風土や歴史の認識を踏まえた

国際交流、地域交流が重要だ」と。そして「土地の歴史を読み取

ることも作家の仕事として必要である」と提言された。

また竹澤雄三氏は、日本とドイツの芸術大学における教育の違

いをこう指摘している。「日本ではアートを教える。しかしヨー

ロッパの芸術大学ではアートを学ぶ」と。これは生活様式と芸術

の違いが関係しているのではないだろうか。ヨーロッパにおいて

は、芸術と生活が互いに密接な関係を保っている。それは需要と

供給の関係からもいえることである。これまでドイツ側・日本側

で開催された過去のアートプロジェクトの発表などからも、展覧

会場や設置場所などの「場」に対する作家の思い入れが見てとれる。

実際、今回の「KHORA」においても、アーティスト・イン・

レジデンスを行ったことで、経験や鍛錬から生まれるものを超越

した何かを、作品群から垣間見ることができるだろう。

プロジェクト参加作家であるドイツ人たちにとって、この大塚

地区に多く繁殖する竹を、実際目にするのは初めてだったという。

そこで興味深かったのは、両国間の竹の扱い方の違いである。「日

本人は、竹がそなえている特性、例えばしなやかさを、曲げるこ

とで表現しているのに対して、ドイツ人は、竹が本来もっている

存在感や、群生することによる密集性・構成力などに着目してい

る」と竹澤氏は見解する。

最後に、南昌伸助教授の言葉が印象的に響く。「これまでは個

人的なレベルで完結できる作品を制作してきた。そういった仕事

内容から、今回のプロジェクトでは多くの人と係わりを持ちなが

ら制作をするといった点で、これまでとは違ったストレスを感じ

ることが予想された。しかし、その様々なストレスが逆に新鮮な

体験、刺激にとって変わり、今回のような分野、国を超えたプロ

ジェクトの意義を改めて再確認させてくれるきっかけとなった」

と。

（記録「シンポジウムを聴いて−地域との共生と文化の交流」　藤

代茂展）

プログラム 4）作品展示

展覧会名：− KHORA −（コーラー）

開催期間：平成 17 年 10 月 1 日（土）〜 10 月 16 日（日）

開催会場：広島市安佐南区大塚寺谷、中東、大東地区内民家

参加作家：19 名

作 品 数：21 点

作品解説ツアーの様子
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展示作品

（展示マップ掲載順）

1.	フロリアン・トゥエルケ	Florian	Tuercke

《太陽の歌声》

木、ピアノ線

広島市立大学芸術学部	2F エントランス・ホール

2.	ラディスラフ・サヤツ	Ladislav	Zajac

《（踊りのための）川》	

竹、塗料

広島市立大学中庭芝生

3.	フランク・ブリュンメル	Frank	Brümmel

《潜	–	加速	–	上昇》

インスタレーション

広島市立大学附属図書館前階段下

4.	セバスティアン・クーン	Sebastian	Kuhn

《Hommage	to	Hokusai》

鉄

広島市立大学正面入口

5.	木村	育子	Ikuko	Kimura

《The	clouds	of	light》

発泡スチロール

中東橋高架下
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6.	木村	東吾	Tôgo	Kimura

《Sanctuary	of	age	– 壇 –》

木、テラコッタ

寺谷地区竹林

7.	アンドレア・ホフベック	Andrea	Hofbeck

《river	inside》

河原の石、現像液、定着液

林道松山線沿いの小屋

8.	藤代	茂展	Shigenobu	Fujishiro

《束縛》

安全ビン、ビーズ、針金、レザー

林道松山線沿いの小屋

9.	シュテファン・オーバーマイヤー	Stephan	Obermayer

《ちょっと近づく》

竹

林道松山線沿い

10.	藤原	信	Makoto	Fujiwara	前川	義春	Yoshiharu	Maekaw

《西風かぐや姫レジデンス》

竹

西風新都中央線上り線沿いの納屋
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11.	藤原	信	Makoto	Fujiwara

《水に石の音をきけ》	

御影石、水

西風新都中央線上り線沿いの納屋

12.	前川	義春	Yoshiharu	Maekawa

《切頭平行六面体のある机》	

御影石	

西風新都中央線上り線沿いの納屋

13.	南	昌伸	Masanobu	Minami

《Border》

ステンレス・スチール

西風新都中央線下り線沿いの休耕地

14.	塚本	峰子	Mineko	Tsukamoto

《natural	selection》

大理石

寺谷地区休耕地

15.	石川	朋佳	Tomoka	Ishikawa

《point》

鋳鉄

寺谷地区休耕地
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16.	ユ・ツァン（張	宇）	Yu	Zhang

《昴	–	迷宮》

竹、麻紐

西風新都中央線上り線沿い

17.	クリスティアン・ルックデシェル	Christian	Ruckdeschel

《道》

御影石

旧大塚小学校分校跡地

18.	土井	満治	Mitsuharu	Doi

《沿う》

御影石

中東地区休耕地

19.	長岡	朋恵	Tomoe	Nagaoka

《flash》

モルタル、ゲル、銅、金箔

音崎神社

20.	藤江	竜太郎	Ryûtarô	Fujie

《花鳥風月》

防鳥テープ

大東地区水田
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