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プロジェクトの概要

表象都市metamorphosis広島実験展示グループ

チーフ・ディレクター　武藤三千夫

2003年秋、広島市において、内外のアーティストおよび研

究者(哲学・美学・芸術学)の協力・参加をえて、 「表象都市

metamorphosis広島-芸術実験展示プロジェクト2003 -」

を開催することができました。

周知のように、 1945年、広島市に一個の原子爆弾が投下され、

その結果、広島市は都市として完全に壊滅しました。しかし今日

の広島市は、日本のいや世界人類の永遠平和を希求する大都会と

して見事に復興を遂げ、その都市としての機能も大規模に現代化

されました。もちろんこの都市の住民は、一方では、今なお20

世紀の人類史上の負の遺産を背負い、その表象は否定的でおぞ

ましい記憶を消し去ることはできません。とはいえ他方では、都

市「広島」は現代都市としてのさまざまの問題を抱えながらも、

多様で豊かな文化的な可能性をもちあわせているといえるでしょ

う。私たちは、 「被爆」という人為的要因による史上もっとも悲

惨な体験をもつこの広島市で、 「芸術」という自由な創造行為に

よって、現代都市「広島」の新たな変容の在り方に、積極的に関

わろうとしたのです。

このプロジェクトは、都市「広島」の現在を舞台にして、このよ

うな広島の状況に深い関心を抱く内外のアーティストの「芸術実

験展示-制作行為と展示」、さらに研究者と市民も参加する「シ

ンポジウム」との二つのプログラムによって構成されました。こ

のカタログでは、その「芸術実験展示」の成果としての記録が纏

められています。参加した内外20名のアーティストは、都市「広

島」をイマージュの対象と受け止め、チーフ・ディレクターによっ

て予め提案されました一種の「隠愉法Metaphorik」を共通の制

作方法論とし、新しい作品表現に挑んだのです。また「シンポジ

ウム」では、「広島における芸術の意味とその世界性」を中心テー

マに、ディスカッションが行われましたが、その内容は同時に別

冊で編集されました。

つまり私た引ま、都市「広島」に新しい文化的で芸術的な視点を

兄い出したいと念願したのです。その意図は、たんに核兵器の廃

絶や平和運動という直接目的ばかりを狙うのではなくて、それば

かりか芸術作品の強い表現性によって、原爆投下で被災したあの

広島の歴史と文化の根源に立ち戻ろうと考えたのです。というの

も、広島の今日的きまり文句cliche例えば核兵器の廃絶や世界

平和のような言い回しでさえも、広く一般にはかなり常套句化し、

ときには無感覚で陳腐にさえ響くからです。私たちは、戦後の第

二世代として、 「平和」という深く底知れぬその言葉の意味につ



いて熟考したかったのです。しかも、芸術的表現意志の根底に潜

む我執な意識によって!

最後になりますが、ご理解をいただき快く参加下さいました内外

アーティストと研究者の皆様にこの場をお借りし、厚く御礼申し

ます。また、このプロジェクトを温かく見守り、ご支援と協力を

給わった諸関連団体、広島市と大学当局、そして多くの個人の方々

にも、ここに心から感謝の気持ちを申し述べたいと存じます。

r表象都市metamorphosis広島一芸術実験展示プロジェクト

2003-」展

会期:2003年9月27日(土曜) -10月26日(日曜)

会場:旧日本銀行広島支店(彫刻韻域・絵画頒域)、平和大通り(堤

境造形韻域)

彫刻額域r時の器」

参加作家:伊東敏光、岡本敦生、佐藤時啓、チャールズ・ウオーゼン、

中瀬康志、林武史、松井紫朗、丸山富之、村井進吾、和田拓治郎

絵画篠域r凪の情景」

参加作家:ウルリッヒ・エラー、拍健、吉井章、ペ-タ-・トウ-

マ

環境芸術頂域「平和大通りへの提案一彫刻的視点から-」

参加作家:木村真吾、加納士朗、風袋宏幸、前川義春、江田ゆか

り、吉田樹人、和田拓治郎

彫刻笥域r時の器」

彫刻韻域デイL/ククー　伊東敏光

1 994年冬、広島市立大学の初めての入試準備で広島市内に滞在

した私は、たまたま通りがかった旧日本銀行広島支店の前で突然、

異質な圧力を感じた。後から考えれば、広島の中心部には歴史を

感じさせる古い建物がほとんどなく、同じようなどルばかりの中

に旧日銀だけが古びた姿で在るために、懐古の感情に陥ったのだ

ろうと推測できるが、あの時私が感じた圧力は、そのためだけで

はなかったと思う。

ある出来事をさまざまな情報として知覚すること、それに対して

自分なりのスタンスで向き合うこと、そしてそれがいつの問にか

意識の表層から消えていくこと。そんなことを繰り返しながら、

私達は日々を過ごし、自己を構築している。あの異質な圧力は、

整理され次第に潜伏していった私の知覚が、旧El銀という歴史の

痕跡に刺激され、ランダムにそして突発的に表出したことによる

波動のようなものだったのではないか。

私は芸術作品と向き合う際にも、幾度か旧日銀の時と似た感覚に

襲われたことがある。今回彫刻頒域において制作をお願いした作

家は、以前私にそのような感覚を与えてくれたことのある作品の

作者である。それはたとえば水で満たされた容器と空の容器との

違いの様に、視覚的にはほとんど差がなくても確実に感じられる

ものである。

今回の旧日銀における展示で、企画者として、あの異質な圧力を

表現出来たとは思っていない。ただ今は、ディレクターとしての

力の無さを痛切に感じながらも、各作家の作品と展示空間が、広

島における展覧会の一つのビジョンを示してくれたことに大きな

希望を抱いている。

被爆建物である旧日本銀行広島支店には、私達の歴史や精神が高

密度で溶け込んでいて、創造力を持った人間がその空気に接する

と、混沌とした空間の中から物事の本質的な事象が非-作為に表

出してくる。私の中では旧日銀が、芸術行為によってすでに創造

的表象を獲得し、私達人間にとっての「時の器」、 「精神の器」と

して存在している。

絵画頃域r凪の情景」

絵画額域ディレクター　吉井章

絵画頃域における平面造形の制作方法論として、 r凪の情景」と

いう隠聴法を設定した。

一般に芸術には、それぞれの時代にトポスを占めるという意味

で、一種の歴史的構造連関に縛れこむ進化と創造機能がある。今

日的な視座では、その根幹に合理と歴史を見渡しうることが可能

となったといえよう。ところで、その現況のなかにおいて絵画は、

もはや平面造形の限界として指摘する見方もある。ここで、平面

造形の可能性を求めて、敢えて、広島が目的とする「平和」に内

在するその真の意識としての自覚r再生」、 r復活」を底流とした

イリュージョンの追求を絵画額域の全体テーマとした。

協力研究者の構成は、国内では柏健(金沢工芸大学大学院教授)、

海外ではPeter ¶Jma、 UIrich日ler (ドイツ・ハノーバー専科

大学教授)の3名であった。

まず、絵画韻域における実験制作の本旨を広く理解してもらうた

めに、芸術実験展示に先輩けて、アンテナ・ワ-クを広島宇品港

新ターミナル2Fスペース(2003年6月7日～9月27日実

施)にて開催した.その研究内容については、プレゼンテーショ

ン(2003年6月7日～7月7日、パネル約30枚による研究

ト



紹介及び協力研究者の紹介)と、公開制作(2003年7月8日

～9月27日、 8.1×2.0mの絵画制作)によって行われた。

その後、芸術実験展示(2003年9月27日～10月26日)の

旧日本銀行会場において、各研究者の制作方針のもとに平面造形

(音響造形を含む)計画を展開した。絵画領域の展示は、全て地

階で行われたが、被爆を直接に受けながら残った歴史的建造物の

意味あるスペースであり、各研究者はその目的を直視できる場所

やあった.芸術実験展示によって発表することにより、なにより

も第二世代としての提言を確信することができたのではないかと

思う。

環境芸術領域「平和大通りへの提案一彫刻的視点から-」

環境芸術領域ディレクター　前川義春

このプロジェクトが始まった当初は、実験展示は旧日本銀行広島

支店(旧日銀)全館を使って、絵画と彫刻領域からの作品展示を

行う予定であった。しかしその後、いくつかの理由から彫刻領域

がさらに屋内と野外へ、すなわち旧日銀と平和大通りでの展示に

分けられ、後者を環境芸術領域とした。

彫刻分野で使用される素材は、野外での展示にも耐えられるもの

が多く、彫刻の持つ可能性を最大限に生かした多様な表現を試み

る実験展示とした。これが、野外展示のための第一の理由である。

次に第二の理由として、このプロジェクトの構想段階で、広島市

が平和大通りの全面改修案の作成を始め、時代に則した機能、デ

ザインとともにその有効な活用方法についても度々話題に上がっ

ていたことである。また大通りの中心部に位置するイサムノグ

チの二つの橋、平和大橋、酉平和大橋の保存、架け替えの問題

では芸術と都市環境について多くを考えさせられる時期でもあっ

た。この時すでに、旧日銀は芸術活動の場として活用されること

が決まっており、私た引ま平和大通りが旧日銀とともに将来、芸

術活動の場として活用されることを望み、実証展示をすることに

よって、平和大通りへの彫刻的視点からの提案とした。

実験展示を終えて今思うことは、平和記念館や原爆ドームに対峠

し作品展示をしようとする時、あまりにも耐え難く重い感覚に捕

らわれることである。作品は、かつて世界に類を見ない悲惨な歴

史の前でその存在の意味を問われるであろうし、また人為的な負

の痕跡は私たちに人間の在り方そのものを問いただす。この命題

はあまりにも重く、大きなものであるが、私たちはこれを避けて

通るのではなく、正面から答えていかねばならないのだろう。今

後、この命題に世界の芸術家が取り組み、回答を導き出す場とな

ることを望んでいる。

シンポジウム「表象都市metamorphosis広島一広島における

芸術の意味とその世界性-」

日時　2003年9月28日(日曜)

会場「広島まちづくり市民交流プラザ」

シンポジウムの概要

このシンポジウムは、 「平和大通り」と「旧日本銀行広島支

店」の二つの会場で開催予定の展示プロジェクト「表象都市

metamorphosis広島-芸術実験展示プロジェクト2003-」に

連動させ、理論研究部門として位置付け、企画された。

この展示では、内外アーティストの作品が多数展示されるが、そ

れぞれの作品がたとえ一見バラバラで多様に現象しようとも、し

かし各アーティストは予めの議論の未収赦された統一テ-マの下

で制作的にアプローチしている。つまり、 「被爆」という人為要

因による人類史上もっとも悲惨な体験をもつ広島市において、 「芸

術」という自由でまったく独自な創造行為によって、現代の都市

広島の新たな変容の在り方のイメージ(-表象)に積極的に関わ

ろうとするのである。では、その統一テ-マの根拠とは何か?アー

ティストが求めようとするものは何か?この問いを少しでも明ら

かにするために、内外から参加した美学・芸術学関連の研究者と

アーティストが、それぞれの立場からディスカッションを通じて、

これを明らかにしようと試みた。

とはいえ、ことの真相(深層)は、簡単なきまり文句ではけっし

て言い表わしえない困難さを伴う。そもそも芸術とは、だれにで

も理解しうるものでなければならない。つまり同じ市民である芸

術家と受容者との有効なコミュニケーション機能関係が、要求さ

れるのである。芸術家は当然それを求めて、制作的企図に挑む。

とはいえ、コミュニケーションの本質とは、たんにいわゆる知識

人が解説し、一般市民がそれを理解すれば足りるという程度の単

純な事態ではない。美術にせよ音楽にせよ、あるいは文学でも、

それが芸術的であればあるほど多様で重層的で、ときには難解な

表現のために、そのコミュニケーションが一方的で相互交流不能

に陥る場合が多い。このシンポジウムは、このような困難を少し

でも除去し、本来のコミュニケーション機能を回復しようとする

試みであった。

基調講演者として国際的にも著名なGべ-メ教授(哲学・美学)、

国内の研究者(美学・芸術学・現代美術)、さらには広くアジア

の視点も必要であるという理由から、韓国と中国の研究者(美学・

芸術学)をも招増し、助言していただいた。
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シンポジウム・プログラム

総合司会　チーフ・デイL/クター　武藤三千夫

◆午前の部

10:00- 12:00　《基調講演》

「惨さというたおやかな芸術Die sanfte Kunst des Epheme「en」

ゲルノート・ベーメProf. Gernot BOHME

ダルムシュタット工科大学名誉教授、ドイツ連邦共和国、哲学・

美学

12:00-13ニ30　昼休み

◆午後の部

13:30-13:35 「挨拶」藤本襲時　広島市立大学学長

13:35-13:40 「招稗主催者アーティスト紹介」武藤三千夫

13:35- 14:00　《テーマ解題》武藤三千夫

「都市における芸術Kunst in der Stadt」

14:00-17:30　《パネルディスカッション》

司会　武藤三千夫

ディレクター　寺田英子　広島市立大学国際学部助教授,都市経

済学

▽第l部「プロロ-グ-提題と質問-」

「提題一国内研究者の立場から-」

金田晋「隠職と文化」

広島大学名誉教授、東亜大学総合人間・文化学部学部長、美学

「現代美術の視点から」

小松崎拓男　広島市現代美術館学芸課長、現代美術

「(君はヒロシマで何も見なかった)について-ヒロシマで何を語

ることが可能なのか?-」

椎原伸博実践女子大学文学部助教授,美学

「質問一外国からの眼差し-」

林範宰(リム・ブンザエ)弘益大学名誉教授、美学、韓国

開周植(ミン・ジュウシク)嶺南大学教授、美学、韓国

醇羅軍(セツ・ラグン)湖南師範大学音楽学院教授、美学・芸術

学、中国

▽第2部「アーティストの眼差し」

「外国人アーティスト」

(絵画領域)ベーター・テユーマ/ウルリヒ・工ラ-,音響イン

スタL/-ション/ (彫刻領域)チャールズ・ウオーゼン

「国内アーティスト」

絵画領域デイL/ククー吉井章/相健/環境芸術領域デイL/クタ-

前川義春/和田拓治郎/江田ゆかり/彫刻領域ディレクター伊東

敏光/岡本教生

▽第3部「エビtj-グー質疑応答-」

「理論研究協力者」

山口和子,岡山大学教授.美学

利光功,大分県立芸術文化短期大学学長,美学・芸術学

「自由討議」

以上、プロジェクトの報告は、プロジェクト・カタログから引用・抜粋しました。

詳しい内容については、同カタログを参照ください。

主催

広島市立大学、 「表象都市metarmorphosis広島」芸術実験展示グループ

助成

(財)ポーラ美術振興財団

芸術文化振興基金

(財)野村国際文化財団

(財)芸術研究振興財団

(財)エネルギア文化・スポーツ財団

協力

ANA

後援

(財)広島市ひと・まちネットワーク

広島市教育委員会

広島県教育委員会

広島芸術学会

広島市現代美術館

中国新聞社

NHK広島放送局

ドイツ学術交流会DAAD

ドイツ連邦総鎮事理
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彫刻筒域
1_

「一郎の滝」

伊東敏光

HI550 ×W1600X D4300mm

黒御影石、鉄に亜鉛メッキ

2002

Photo. Yamamoto Tadasu

2.

「桜、 sakura、さくら」

林武吏

H270 >くW4500 X D3600mm

臣mnm-

2003

Photo. Yamamoto ¶】dasu

3.

r作品02-81」

丸山冨之

H610 × W990 × D620mm

砂岩

2002

Photo. Yamamoto Tadasu

絵画頒域
4.

r凪の情景"記憶の地広島nJ

吉井章

H2000 〉くW8100mm

;由彩、キャンバス

2003

5.

「ラビラントJ

i:l健

H1939 x W1622mm

油彩、キャンバス

2003

6.

「広島の静物/吉川へのオマージュJ

ベ-夕-・トウ-マ

HI300 X W1900mm

油彩、キャンバス

2003

環境造形領域
7.

「穿孔l」

前川義春

HIOOO x W7500 × D2500mm

御影石

2003

Photo. Yamamoto Tadasu

:j

r内包する形状」

木村東吾

H2300 × W2300 × D6000mm

a

2003

Photo. Yamamoto Tadasu

9.

「UntitledJ

加納史朗

H1700 X W4000 × D2000mm

御影石

2002
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