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前項の研究実施後本研究のまとめとして、平成10年5月

に座談会を行った。出席者は本研究員である前川義春、

蝦滞達夫、伊東敏光、松本憲治の四名と、ゲストとして広

島大学総合科学部　金田晋教授、また進行と記録を、協

力研究員難波祐子が担当し、研究の目的やこれまでの成

果について語り記録した。以下その記録を紹介することと

する。
(荏)会話を文字に起こしているため、多少の変更を編集の際に行いましたO
(編集者伊東敏光、難波祐子)

般滞達夫
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難波:今日は特定研究の「都市の成熟と芸術の役割:歴史

的建造物と芸術の共振」の座談会ということで、皆さんに

お集まり頂きました。始めるにあたってこの「都市の成熟」

というタイトルから考えた場合に、今回の展覧会を二回とも

「広島」という都市でやっていますので、 「広島」という都市

の成熟と芸術の役割ということについて皆さんにお話しし

て頂ければと思います。では、広島という都市で歴史的建

造物、もしくは古い建物ということになった場合、何なのか

というと、 「被爆建物」というものになってくるんだと思います。

この「被爆建物」が広島の街の中でこれまで果たしてきた

役割というものがあって、例えばよくある平和運動のシンボ

ル的存在だとか、一番象徴的なのは原爆ドームがあります

けれども。それと同時に今まで「平和」という名の下で音

楽会とか、いろいろ催しが行われてきたと思うんですね。

しかし、今回の展覧会は、こういった催しとは異なるアプ

ローチだったと私は解釈しています。この中に広島の出身

の方と広島の出身ではない方がいらっしゃって、それぞれ

の受け止め方もかなり異なってくるのではないかと思います

が、まず、この展覧会を始めることになった経緯について、

お話して頂ければと思います。

前川:メンバーの皆さんにそれぞれ経緯について多少ズレ

があると思うんですよ。だからとりあえず自分の思っている

ところから言うと、僕の場合六年間ドイツのミュンヘンに留

学していて、そこで美術活動をやってたわけなんですね。ミ

ュンヘンも第二次大戦で壊滅的な被害を受けたわけです

けれど、街の中心部は戦前の都市の趣を失わないよう建

造物も元のように再建された訳で、これはドイツの多くの都

市にいえることなんですが、文化施設、例えば美術館や画

廊、音楽ホールなんかは市民が利用しやすいように街の中

心部に集中しているんです。ですから僕たちが発表活動を

する場合、自然とこの堅牢で広い空間をもった歴史的な建

物の中で作品展示をする機会が多いわけなんですが、か

なりの重量物も運び込むことができるし、大規模なインスタ

レーションなんかの作品も発表できる。発表活動や実験展

示の環境整備が整っていて、大変に活力があったし、そ

いうものに刺激されて僕自身も仕事がしやすかった--

-。だけど日本に帰ってきて作品は作り続けているけれど、

重量や広さの面で、色々な可能性が急に狭められたのと、

刺激を受けるような規模の大きい実験展示を見る機会が

少なくなって、消化不良を起こしているような状態だったん

ですね。広島に来たのが日本に帰ってきて四年目だったん

ですけど、丁度その頃に広島の街を伊東君と歩いてるとき

に、たまたま、日本銀行の前を通ったんですよ。そしたら、

伊東君が「こういうところで発表ができるといいですよね。」

般津達夫
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という発言があって、僕の方はそういうモヤモヤ思ったこと

がその時に急に思い出されて、 「それはほんとにいいことだ

よね」ということを話しながら、歩いていたわけなんですよ。

丁度その頃、広島市の都市デザイン室が広島市の中心部

の再開発の案を考えていて、たまたまある機会に関係者の

人に「例えば旧日本銀行で展覧会をするとかそういう企画

を出したら何とかなるもんでしょうか。」って話をしたら、 「そり

ゃ、とっても面白いですね。」っていうんで、だんだんこういう
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ことを真面目に考えるようになって。まあ、そこ(日銀)は直

接使えなくても、他のところで実験展をやりながら、日本銀

行がそういうところの恒久的な公営の発表の場所になった

らいいなということがはじめで。つていうのが僕の個人的な

はじまりなんですが。

般滞:だから要するに、当初は日銀を使いたかったというの

があって、それが直接使えないから、そうじゃないところを

探し始めた。みんなね、そのために日銀の企画資料を作

成したりして----そんなとこじゃないですかね。

僕、自分自身の作品がかなり大きいでしょ。で、画廊のよう

なマンションみたいなワンルームのような形式とか、いわゆ

る今の美術館ですよね。ああいうどちらかと言うとイメージ

としては薄っぺらい感じがしますよね。歴史的建造物だと

「時間」というものを感じるし、そういうものを特に広島はな

くすじゃないですか。新しいもの、新しいものって。もちろん

それを修復して使うのがお金がかかるっていうこともある

んだろうけど、そういうことをしていくことで、芸術っていうの

が、まあ、密着できたりしていければ自分の作品にとっても

いいし、という。そういう意味じゃないかなと恩うんですよ

ね。

前川:それで音楽の方に関しても同じようなことがいえるので

はないかと思って、桧本さんにも相談したのがきっかけで、一

緒に活動するようになったわけですが一日-・。

松本:その時は日銀のことしか聞いてなかったですけど。僕と

しては、今年で広島に帰って十年になるわけだけど、広島出

身なわけですよ。で、広島に生まれ育ったわけですけど、当時

も広島市のそういった芸術関係、主に舞台芸術に関わった

こともあったりして。僕も日銀の前をよく通ってたわけだし、あれ

が残っているっていうのが、僕にとって妙に安心できる建物だ

ったわけ。単純にそこで何かできればいいなということだった

わけでloそれで、もう一つ言えば、こっち-帰ってきて、僕は

主にクラシックの舞台芸術に関係しているわけですけど、や

っぱり芸術的環境っていうのが大変難しいわけです。どこだ

って多分難しいと思うんですけどね。パリならパリでも難しい

だろうし、ドイツならドイツで難しいんだろうと思うんだけど。広

島には広島の難しさもあって、いいところもあるかもしれない

んだけど。何か実現する側に立ったら、広島独自の難しさも感

じないわけにはいかない状況だったわけですよ。それはやっ

ぱり舞台芸術というものの認知のされ方っていうのがね。例

えば「いい趣味をお持ちですね。」みたいなノリか、もう一つは

教育研究の分野、つまりアカデミックの中だけでこめられてい

るもの。地方都市っていうのは必ずそういう差があるわけだけ

ど。そういった音楽的に言っても環境がどれだけ認知されて

いるのかというのが非常に不安になって、僕とか仲間とかが

一つコンサートを企画するにしても大変な思いをするわけで

す。それともう一つは制作に入る時に、主催者側との話し合

いっていうんで、僕たちがやりたいものよりも、どんどん主催者

のレベルに引き下げられるっていうとおかしいんだけれど、そ

うしないと、実現しないコンサートが多いわけですよね。そうじ

ゃなければいわゆる教育研究の中に入っていって、お客さん

のこと考えずに研究すればいいわけだけど。僕の立場として、

芸術的環境っていうのは非常に広まっていて欲しいというの

があったわけですよね。で、日銀の話があった時に、最初前川

さんとか鍛揮さん、伊東さんと喋ったのは、 (広島市)現代美

術館の問題を喋ったわけです。現代美術館っていうのは評価

の定まったものを収蔵する。これはこれでいい。だけど、評価

の定まらない、どうなるかわからないものをやる環境が広島

にはない。これは音楽でも同じ事で、そういった環境ができな

いと、若い人達は広島から他に行っちゃうわけですよね。他で

冒険してやろう。つまり、冒険する空間がない。僕は芸術って

精神的行為だと思うんだけど、そういった芸術的行為っても

のがやれる場所が欲しいな、という風に前川さんと話してい

るうちにだんだん思ってきたわけですよね。それがやはり広島

に欲しいし、僕の音楽仲間、特に外国の連中は広島って、非

常にカタカナの「ヒロシマ」って思うわけですよ。カタカナの「ヒ

ロシマ」って何かと言うと、ある意味で今世紀の精神的行為

であるアートに意識的であろうが無意識的であろうが、非常

に影響を与えてる。そうするとやっぱり、そういった芸術的な

環境というのを整えて欲しいなということを思いましたね。大

仰ですが、それは今世紀の世界精神に対する責務である、

とまで感じています。

蝦津:多分ね、現代美術館も人が少ないじゃないですか。既

にもう定まったものでもそうなんだけども。まして全くそういう定

まったものではないものをやる場所があって、それだけで人

を多分そんなには呼べないと思うんですよ。その時に音楽っ

て一瞬のうちに呼ぶじゃないですか。例えば400人とか。そ

の行為とこの行為を結びつけると、少なくとも日銀に近づいて

いける。そういう企みが松本さん自身にも音楽で---。

松本:いや、僕はだまされたんだよ。(笑)何だか知らないけど、

とにかく客集めてくれって。

金田:だけど、歴史的建造物を使って、展覧会を開こうという

のは新鮮な試みに僕には映りましたね。前に中国新聞に勤め

られて政治記者で、今、安田女子短大の先生をされている林

達夫さんって方がおられるんだけど1969年に思想史の丸

山真男とインタビューをやりまして。その時のあれを活字化し

て、この間届けてくれたんですけど。それではなくて、1974年

ですか、広島大学の平和科学センターで講演された時のも

のがそこに付録として入っていて。その丸山さんは「日本人っ
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ていうのは今中心の思想だ。過去は確かにあるんだけど、過

去は過去だ。今と過去とは繋がらないんだ。」ということを書

いていました。平和の問題に触れながらね。碓かに美術の今

作った作品を今の建物で発表していく環境っていうのは、僕

はある程度広島にも備わっていたと恩うんです。だけど、今の

ものを今の建物に展示するっていうのは、建物と作る側とが

同じロジックだからあんまりインパクトがない。それが最前衛の

作品を過去の歴史的な建造物の中でやると割合インパクトが

ある。しかも我々が新しい物をそのまま見ても、一体どこに自

分の立場を置いてみたらいいのか、なかなか掴まえにくいんだ

けれt¥そういう歴史的に保存されて位置付いてきたものの中

に置くと自分の視点っていうか、どこに立って見ていけばいい

のかということに対する立場っていうものがある程度はっきり

してくるということがあってね。僕は非常に面白い試みだとそ

もそも思いまして。応援しようと。

昔オスロに旅行に行った時に、オスロの古い銀行をそのま

ま現代美術館に転用していまして、それが非常に様になって

いた。その記憶がありまして。日銀の支店でそういう風な展覧

会をやるのは非常に当を得ているんじゃないかと恩いまし

た。ただ僕は広島の哀しさっていうか、「歴史的建造物」って

いうのを「被爆建物」としてしか言えないっていうところがあっ

て。それが哀しいなって思って。

それはもう街の宿命なのかもしれないんですけど。例えば「明

治の建物」とかね、「大正の建物」とかそういう言い方じゃな

くて、「昭和20年の原爆で生き残った建物」という形でしか

紹介されない、というのが。

松本:それはほんとに僕、広島にいて思ったんですよ。全てそ

れによって語られるっていう。「1945年の8月6日」という一点

で。広島はそれ以前もたくさんあったんですよね。そのことを僕

らは広島にいてどうして語らないのか、という思いがずーっと

あった。ただし、なかなかそれは言えない。それはやっぱりあ

る意味では原爆って大変なことだったということもあるんだろ

うと思うけど。実はこの前、細川俊夫さんの作品を3月に広響

が初演をやりましたけども、彼も同じ文脈で語ってるんですよ。

広島の瀬戸内海の海っていうのは原爆以前にもずっと存在し

ていたわけだし、それからくみ取るようなものがないと、アート

みたいな精神的なものは成り立たない。と、僕もそれは恩うわ
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金田:昔ゲーテ・インスティテュートに通った時に、ドイツ語の

教科書をパラパラとめくっていたら、十九世紀後半のピーダマ

イヤ様式の絵がカラーではいっておりまして、これがドイツな

のだと妙に気に入りました。どんな絵かというと、結婚式で若

い新婚の夫婦が馬車に乗って、これから新婚旅行に出かけ

ていくところなのですが、その背景に石畳の道があって、両

側にゴッシクの建物があり、ルネッサンスの建物があり、バロツ

クの建物がある。様々な時代の様式の建物が両側にずっと

建ってるんですよ。それぞれの過去の歴史に祝福されながら、

若い二人がこれから門出していくっていう絵なんですもだから、

中身はそんな斬新なもんじゃないんだけれど。ピーダマイヤ様

式ってそういうもんなんだけども。結局いろんな時代の人間が

新しい、これから出ていこうとする人間を見守って支えている

っていうそういう歴史的意識がね、広島の街の中ではなかな

か育ってなかった。もうブツっと切られちゃう。それはやっぱり

広島という都市の重さでもあるわけなんですけどね。

伊東:この間違うインタビューでどうして広島の被爆建物でや

ったのか、という質問があったんですけど。僕が答えたのは、

被爆建物や歴史的な建造物で展覧会をやるっていうのは絶

対的な意味を持っているわけじゃなくって、僕は東京から四年

前に来ましたけど、そことたまたま移り住んだ広島の街と比べ

たときに広島っていうのは極端に古い建物が少ないと感じた

んですよ。それはまあ、そういった歴史的な背景があったとい

うことはもちろんなんでしょうけど。ある、何か大事な部分が欠

落しているような感覚を持ったと恩うんです。丁度その頃、学

校(市立大)も新築されていましたし、この辺(大塚周辺)全て

が新しかったんですよね。それで、前川さんと街を歩いている

時に目に入った日銀の建物というのが、ある種の欠落してい

る部分を補うような感覚を我々に与えたんじゃないかと恩う

んです。例えばあれが日本の歴史のある建物がたくさんある

場所だったら、そこまで思ったかどうか、ちょっとわからないで

すよね。例えば同じプロジェクトをローマでやるということにど

ういった意味があるかなんてことは、考える気にもなりません。

我々はここの街に来て、いくらか接した空気で、あれ(日銀)が

特別に必要なものだと思ったというのが最初の気持ちです。

金田:広島大学が西条に統合移転するとき、広島の東千田

キャンパスを更地にして返すというので、正門にある門柱二

本を西条に持って行こうという話があった。これは昭和の初

めに作った門柱で、なかなかいい石なんですよ。中心にして

メモリアルパークをつくろうという案で設計図までできていた。

僕は反対したんですよ。「本当に広島市は門柱までいらんと

言ったのか」。じいさんが、孫を連れて広島市にやってきて、

かつて自分はここで学んだということを言おうとする。「門柱が

あれば、まだその門柱の前で写真を撮ることはできるかもし

れない。だけどもし西条にその門柱を持っていってしまったら、

それは一つの飾りではあるかもしれないけれども、それに対

する思い入れも何もなくなってしまう」門柱のもっている都市

の記憶が消えていると。都市にはそういう形の記憶を蓄積さ

せて、記憶を掻き立てていく痕跡というか、目印みたいなもの

がどうしても必要なんだと。僕は日銀もやっぱりそうした目印だ

と思うし。その目印が日赤病院の壁のような形になってしまっ

たら、もうどうしようもないわけ。その後、広島市の方も、門柱
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を残して、並木もできるだけ残して、そうしたものを活かすよう

な形で考えるという風に変わっていったわけですよ。やっぱり

目印っていうものが都市には随所に必要なわけですよ。都市

っていうのは人が出て行って、また帰ってきて、往来する所な

んです。かつておって、出て行って、また戻ってきた時に自分が

そこに記憶を辿る目印がないというのは、ものすごく悲しい。

いわゆる原爆っていうのはそれを本当に根こそぎ無くしたわ

けでしょう。だけどかろうじてまだそういう形で残っている。そ

れはだから他の都市よりもなお大切にしなくちゃいけないも

んじゃないかと。

松本:先生がおっしゃられた「門柱を残す」というのは、つまり、

座標が決められるんですよね。すごく今回二回やって思った

ことなんです。やっぱり、僕らが普通音楽演奏するのはすごく

新しいホールなんですよ。すごく抽象的なホールなんです。あ

あいう歴史的な中でやると、やはり背景まで感じ取っちゃうん

ですよね。そうすると、「今なぜ僕がここで音楽をやるか」とか、

前川義春

◆五つの積層と並列1996
W2700 × dl700 × h550mm

w2300 × d230 × hi700mm

御影石

「ここに来たお客さんがどういう人なのか」とか、感じながら

やっちゃう。ヨーロッパの音楽の強さっていうのは、そういうと

ころにあるんじゃないかと思ったんですよ。昨日か一昨日

(NHK)教育で、デザインの柏木博が、ドイツで最初に新しい

電子メディアとアートの学校を作った。それが第二次世界大

戦の兵器工場だった。それがものすごく羨ましかった。兵器

工場ってある意味ではマイナスなイメージですよね。ところが、

そこで最新のアートをやるという風に、よくドイツは考えるなと

か、思っちゃうわけだけど。

般津:そんなに特別なことではないみたいね。こっちは驚くけ

ど。イタリアなんかは当たり前にやっていてカステル・ヴェッキ

オなんかもそうだし。

松本:そうすると当然だけど、発想する場合に、背景を全て考

'.'b

えちゃうんですよね。アンチをそこで打ちたい時にそのパワー

がどうしても必要なわけです。何もないと、そこまでパワーがな

くても奇をてらうこともできるわけです。という風に二回やって

僕は思う。よく前衛とか言われるけど、日本がある意味で華や

かなのは、戦争によって何も無くなっちゃったからできたのか

もしれない。だけど逆にパワーを感じないっていうのは、背景

を全然感じないからですよね。

金田:利用していないよね。パワーをね。

前川:僕は留学していた時に古い建物で展覧会をする機会

が何回かあって、そういうところでやると、時間の厚みとかを

前川義春

◆4m3の空洞1997
w1500 × d20000 × hi700mm

石灰岩

感じながら作品の内容を考えたり、置き方を考えたり、いろん

なイマジネーションが湧いてきたり、ものすごくやりやすかった

です。僕は同じ日本人で、ただ「僕」という人間が日本から向

こうに移って、また日本に帰ってきただけなんですけども、その

同じ人間の中にかなり違う感情が起こるわけで---・。日本

は戦後メタボリズムで、どんどん古い建物は壊して新しいもの

を作っていくんだっていう方式を取っていますから、ほっとい

ても新しい物ができていくし、そういうものを作っていく能力っ

て日本人は優れていると恩うんだけど。やっぱり広島に来て

一番危機感を感じたのは、時間の厚みをヴィジュアルとして感

じながら思考していく作業と、新しい建物の中で創造してい

くという、いくつも違った方法で美術を考えていかないと、多

分美術そのものも厚みをもっていかないんじゃないかと。百万

都市だったら、そういうものも残していける力があるはずで-

-・-。それと例えばここで育った若いアーティストがヨーロッ

パとかアメリカに行って活動する時に非常に戸惑うってことも

あるし。向こうの作家が日本でやる時にも今の建物の中では

できないものっていうものがあって。彼らの本当にやりたいこと

を理解しようと思ったら、そういう建物を用意してあげないと

いけないっていうことも起こり得るだろうし。そういうものが将来



必要になっていく。あれを壊してしまったら、二度と再現できな

いですから。そういう危機感が広島の場合特にある。

伊東:ともかくないもんね。もう使える建物と言ったら、さっきの

日銀の建物と陸軍の被服支廠。大きな物としたら、その二つ

だけですよね。今回こういう展覧会のためにいろいろ場所探

しをしたんですけど。我々が今話したような範囲内で展示が

できるのは、あとは己斐のポンプ場跡と。ほんとに数がもうな

い。十年ぐらい前の資料を見ると、かなりたくさんまだ残ってま

したよね。それから----0

金田:皆実町の山中工場の跡(被服支廠)はもう使えない?

松本:被服支廠は今、国の管轄になっていて、県に委託され

てるんです。一応交渉には二回くらい行ったんですが。そうす

ると、現実的には消防法の問題があって、立ち入り禁止とい

うことになって。

僕、恩うんだけど、 (金田)先生がおっしゃたように、広島を一

回出て行って、帰ってくると感じられる物。そういう建物って既

に精神的な存在になっているわけですよね。やっぱりそういっ

た精神的財産ですから、僕らの感覚で言ったら、当然残すべ

き物という気がするんだけど。僕は広島に対してかなり悲観

的なんです。 (笑)

般滞:でも、金田先生が言われたように、今の広島みたいにな

ってくると、若い人はこの場所、年寄りはここですっていう風に

分けられちゃいますよね。ですから、そういうメモリアルな記憶

を留めるものがあると、おじいちゃんと孫のような今生きてい

る若い人達は共通の認識をもちますよね。それが同時代に生

きている人間達の最も重要なことなんですよね。そういうとこ

ろにアートも本来あるべきものなんだと恩うんですよ。

松本:それこそ「芸術は果たして都市に必要であるのか」と

いうところからいかないといけないと思うんですよ。例えば経

nn

済活動は必要であるという話しもあるわけですよ。当然です

けど。だけど人間の存在として何を優先事項にするか。もちろ

ん食べて、大きな家に住んでいい車に乗ってというのはひと

つのステータスになるかもしれないけど、僕は今まで特に広島

っていうのは、原爆があったおかげで、経済活動に遇進して

きた。これは日本の典型だという気もしないでもない。そうする

と、ここらでそろそろ優先事項を改める時期じゃないかと思う

んです。ちょっと通り一遍かもしれないけど。

金田:僕は、経済が効率性だけの経済ならおそらく次までも

たないと恩うんですよ。経済や交易というのは本当は文化と

文化が交流してくるとこじゃないですか。そこには一つの文化

がいつもつくられてきたわけじゃないですか。丸山真男が「日

本人は今中心の発想をしておる」と。その思想を脱却しない

と世界で生きていけないと。今は今、過去は過去と分けてし

まうと、過去のものをやる時は保存しましょう大事にしましょう

という形になるとか、伝承芸術とか、そういう形になるじゃない

ですか。そうじゃなくて、そこを繋ぎ合わせなくちゃいけない。

日本人の精神の在り方自体が今問われている。一つの雛形、

実験場としてそういう形の造形活動というのは考える意義が

あると思うんですよ。

伊東敏光◆指湖にて1996
w2420 × d4840 × h2600mm

鉄、ガラス、石筆

松本:それは戦後の風潮でしょうか、それとも戦前でしょうか。

金田:特に戦後でしょうね。建物を考えるときは、減価償却で。

減価償却が終われば、まず更地にして。別の物を作ればいい。

特に戦後の建物というのはあまりにも効率を計算しすぎます

ね。戦前の建物は減価償却が終わってなお続いていく。本当

は建物の値打ちとか都市の値打ちや空間の値打ちというも

のは、減価償却が終わった後に輝きだすもんじゃないです

か。

伊東:我々みたいな造形作家のやるべき仕事っていうのは、

結局ものを扱うわけですよね。普通ものは用途によって価値



が付けられ、それによって取引されるわけですが、その価値

以外の所にも多くの潜在的な価値が眠っているわけです。そ

ういう潜在的な可能性を引き出すことがものを扱う作家の重

要な要素だと恩うんです。だから、ああいう空間は引き出しや

すいっていうのがあるんですよ、わりと。用途がもう無くなって

ますからね。だから我々の方で、勝手に用途を引き出せばい

いわけですよ。そういう自由さ、自在さがあるというか---・。

金田:その建物が効用性から離れてなお持っている価値が

引き出してこれる。本当の意味での剰余価値なんでしょうな。

つまり、かかったお金の分があって、全部払い終わってそれで

終わりでしょ。差し引きゼロじゃないですか。

伊東:歴史っていうのは、ものがあって初めてそれに付属する

歴史を実感できるっていうか。僕は鎧とかがなぜか好きなん

ですけど、それを誰がどの時代に着ていたという話がありま

すよね。それがないと、鎧が怖くみえたりとか、そういう感じが

しないかもしれないと恩うんです。だけどその時点で鎧自体

は僕にとって、気持ち悪いものであったり、こちらの気持ちを

揺さぶるようなものであったりする。もし歴史を全く知らずに鎧

を見て、どういう風に思うかなど考えてもあまり意味はないと

思うんですよ。もう歴史を知ってるわけですから。だけど、どう

しようもないのは、鎧自体がないということなんですね。で、話

だけ聞いていて。「信長が着た鎧が昔ここにあったそうだ」と

か。そういう話がいっぱい情報として世の中に残ったとするじ

ゃないですか。そんな風に、その鎧自体がないのに、その情

報をのこしたところでなんの意味があるのか、と思う。

金田:だから鎧は必要なんです。蝉の抜け殻も必要なんです。

蝉の抜け殻っていうのは、蝉が脱皮してしまった、本来いらな

いものですよね。だけどそれがいらなくなった時からある一つ

の価値っていうのを伊東さんが見つけたのかな、つて。

伊東:僕はだから、個人的な話になってしまいますけど、ここ

二年くらいは「不在」っていうのをテーマにしてやってますけど

も、要するに、本体がないっていうところで、本体を僕が創り出

すことが出来るわけですよね。だから本体があるのに、あんま

り余計なことを言っても、本体に文句いってもしょうがないで

すから、僕の創作活動っていうのは、無くなった本体を僕が

補うというか、新しいものを入れ込んでいくというか。そういう

意味では、非常に個人的な考え方ですけれども、新しい美

術館でやるよりも(歴史的建造物の方が)明らかにやる気が

出ますよ。

金田: 「不在」って話があったんで、一つ話を思い出したんで

すが。数年前にミュンヘンに行ったとき、日本にいるとき森鴎

外の「うたかたの記」を読んでいたこともあって、この小説の

舞台になる「カフェ・ミネルバ」というカフェのことが、気になっ

ていました。それはクンストアカデミーの真ん前にあって、画

学生たちがいっぱい集まって激論を交わす場として括かれ

ていた。そこで原田直次郎をモデルにした画学生がそこの歌

姫と知り合って、恋愛するという話なんだけど。僕がミュンヘン

大学のプロフェッサーに「カフェ・ミネルバ」って知ってるか?と

きくと、「知らない」と。ミュンヘン大学はクンストアカデミーと

道路を挟んで隣接しており、知っていると思ったのだが、彼の

奥さんが日本文化に関心のあるドイツ文学の教授ということ

で、森鴎外のことなど話してその日は別れました。そしたら、一

週間してちょっと歩こうと。ずっと番地を調べていくと道路が広

くなって、目指す番地は欠番になっていた。道路拡幅のため

壊してしまっていた。欠番の番地がかつてカフェ・ミネルバが

ここにあったんだということを示していました。それをなぜ知っ

たのかというと、十九世紀の末から二十世紀の初めにかけ

て、ミュンヘン大学の哲学のテオドルリップスの門下生達が

そこで毎週研究会をやっていた。画学生達が騒ぐところだけ

じゃなくて、哲学やってる連中が研究会もする、そういうカフェ、

溜まり場だった。当時の哲学運動を彼(プロフェッサー)が調

べていたら、カフェ・ミネルバの名が出てきた。だから一緒に

行こうってことになって。そうすると丁度何番がここにあったは

ずだと。この建物がないんだ、という「不在」が明確なんだよ

ね。日本なんか、不在の輪郭が明確になることなんてないじゃ

ないですか。建物は不在なんだけども、そこについていろい

ろと語れるわけです。例えば十九世紀の末から二十世紀の

初めにかけてのその界隈でのいろんな話ができて、やっぱり

そういうのを持っている国に歴史の厚みを感じました。

前川:アジアっていうのはそういう風な都市計画の方法がヨ

ーロッパとかとは違うことやってますから。アジアの写真とか

風景とか見ると、あれは宗教上の違いか、風土の違いかよく

わからないですけど、アジアはアジアの景色っていうものを持

っている。ヨーロッパっていうのはヨーロッパの景色を持ってい

る。だから、ヨーロッパの形式っていうものをそのまま日本に持

ってきても、ぴたっとはまるとは思わないんです。でも、古い物

を残す方法にも何か日本なりのものがあるんじゃないかって。

伊東:経済的な用途っていうものが、切羽詰まっている時は仕

方ないっていうか。自分の生活でもそうですけど、そういうこと

がある程度満足できる位置に今の経済はある。そしたら選択

していかなくちゃいけないわけじゃないですか。それがあんま

りにも間違えた選択をすると、もう後戻りできないから。今、時

代的にそういう時期にきてると思う。食べる物とか、着る物と

か、あるものが欲しいっていうんじゃなくて、ある物を選択する。

どういう選択をするかということで、これからの社会も決まっ

ていくわけですよね。当然これからの美術も。
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蝦滞:ウチの学生が県立美術館で卒業制作展をやってるん

ですけどね。械也が敷いてあって、火を使えない。水も入れら

れない。泊もだめ。要するにいわゆる決まったマデノアルが、

決まった用途にしか開かれないところがありますよね。ま、現

代美術館は違うと思うけど。県立美術館が新しくできても、そ

ういうところになっている。歴史的建造物みたいなところって

いうのは、人に何か悪臭を与えたり、不快な思いをさせたり、

倒れちゃったりする以外であれば、大体が許される範囲にあ

る。そういうのも、教育的な方向というわけではないですけど

も。そうではないということを言い続けたいというのはあるん

ですよね。

金田:だから、新しい実験をする場所ではないんですよ、県立

美術館は。既にできあがったものを展示する場所なんですよ

ね。建設時に既に体制化しているもの、一般に承認されてい

るジャンルが展示される。

般津:たまたまカタログを作って、学芸員から電話かかってく

るんですよ。なぜこんな高い写真(8× 10)を撮ったのか。そ

んな必要があるんですか、つていう話からはじまったんですけ

ど。要するに展示できないじゃないですか、火とか水とか。そ

うすると、でかいパネルに伸ばさないとならない。そのために

は大きいビームで撮ろうと。それでそうなったんだということを

言ったら、「新しいのにけしからん美術館があるもんですね」

って言うんですよ。そういう理由で大きい写真を撮ったのか、

と繋がるんですよ。だからこんなにお金をかけてやってるのか

と。それが他のところの人にもわかるでしょ。

金田:県立美術館はいいことしたんじゃない。 (笑)もし受け入

れたら、新しい写真が生まれなかった。

蝦淳:ああいう物ができてくると、今の若い人達っていうのが、

そういう気付き方をしなかった場合、そういうものを美術の概

念としていっちゃいますよね。 '

金田:それはね、僕は広島市立大学ができるのが遅かったん

じゃないかなと恩うんですよ。これはそれほど確証があるわ

けじゃないんだけど、広島って、立体作家が育たないところな

んですよ。まだ備後の方がいいんですよ。平面の平たいところ、

そういうところで人間は不足している格好のいい造形を考え

るんじゃないかと。東北とかね。だから例えば広島大学の丹

下健三が設計した中央図書館で、田中学長(当時広島大学

長)が、「今までの図書館というものは、単に本を開いて調べ

ものをするぽっかりだった。これからの図書館というのは、ちょ

っと息を抜いてあたりを見回した時に美術工芸品も置いてあ

るような、心をなごませるような図書館という風にしなくちゃい

けない」と、僕らに美術工芸品の選択を頼まれました。限られ

た予算なので、きちんとしたコンセプトで作品を集めようとい

うことになりました。広島大学出身の作家が、租末に扱われて

きたこともあるから、その作家の作品を集めるとか。あるいは

図書に関わりのある作家を集めていくとか、そういうことを考

えました。広島大学出身者には平面ではそれなりの活躍をし

ている作家はいたんだけど、立体ではほとんどおらん。それで

広島県出身の作家を、という風に枠を広げて、例えば尾川弘

さんとか、大下寿馬とかそういう人を探してきて。広島ってい

うのは立体作家は少ないんです。県立美術館を作るときも、立

体の作家が行っている様々な実験に十分な目配りができな

かった。皆さんがもう少し早くきていたら---0

前川:実際今まで県立美術館の中でそういう需要がなかった

んですね。ですから新しい美術館にしては床の耐荷重が平

米あたり360キロというのは少な過ぎる。石だと50センチ立

方のものを置いたら終わりですからね。

金田:大体県美展とか、巡回展とかやったときは日展系の作

家の人物像とか。二科も新制作も、彫刻は来ないでしょう。今

までね。中央展ではやってるけど。もう少し早く市立大学がで

きてて、あるいは県立美術館ができるのがもう少し遅くて、そ

ういう時に歴史的建造物での発表をしていたら、ああいう作

品も展示しなくちゃという、そういう対応ができてたかもしれな

いけど。

鍛滞:でも、中途半端じゃなくて、ものの見事にできたんで、良

かったと思いますけど。 (笑)

伊東:僕は今回の歴史的建造物での展示やコンサートにつ

いて知り合いの美術関係者に意見を聞いたんだけど、我々

の今回の活動は挑戦的ではないという印象を持ってる人が

多い。以前の美術運動はある権威に対して挑戦するとか、壊

していくとか、そういうアンチ精神がエネルギーになっていた

と恩うんですよ。我々性格的にもそういう風じゃないじゃない

ですか。僕はむやみな挑戦より、今の状況のほうがいいんじ

ゃないかと思ったんですよね。

前川:本題は都市の成熟ですからね。成熟させようっていう

のは僕の中ではまだ壊すというよりは、今のやり方の方があっ

てると思うんですよ。

般滞:目的っていうのは、意外と明快だと思うんだよ。何かに

対しての挑戦とかじゃなくって。相手が被爆建物ということで、

それが伝わるんであれば、それでもいいでしょう、と。だけど、

我々は「歴史的建造物」と書きますよ、と言ってる。伝わる人に

は伝わると思うんだよね。そういうことを重要視しようとしてる

んじゃない。そういうことと一緒にしようとしているんじゃない。
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芸術活動である、ということ。ただこういう見せ方をしていきま

すよ、という言い方で、切り口が違うわけでしょう。

金田:今回の試みっていうのは、広島を離れて、全国的にあ

る一つの主張を持って全国に同士を糾号するような運動で

もないし、国際的にインパクトを与えるような運動でもない。

そういう意味では肩をいからせたような主張はない。むし

ろそれよりは、「見落としてきたもの」を繋ぎながら、もう一回

自分達の座標軸を明確にしていこう、という。それが「都市の

成熟」という言葉で現われてくるんでしょうね。

ぼり元は50センチ立方の中で発想していると、色々な可能性

が知らない間に限定されてしまって、特に若い人達には危険

な気がしてならない。

金田:前川さんは、マケット作らないの?みんなマケットでやっ

ているじゃない。

前川:僕も作らないわけではないですけど、大きな石がドン

とあって、それに直接ぶつかって展示できるスペースがあ

れば、それに向かってやるようなこともやりたいけど、今の広

伊東:あと「挑戦」ってことから言えば、美術の既存のスペース

やシステムに対する意識っていうのがかなりありましたよね一。

般淳:画廊のシステムとか、美術のシステムとか、決まった場所

で決まった人間が、決まったように歩く道筋ってあるじゃない

ですか。銀座とかありますよね。そういうものを解放しようとい

う意識は少しずつありますよ。ここに行けばこういうものがあ

って、こういうコンパクトな箱の中に作品があって、美術ってい

うものはこういうもんで、という考えは、当然今の時代からはず

れているわけですから。

前川:日本で野外展ってものがあるんですよね。みんな50セ

ンチ立方ぐらいの大きさのマケットで審査を受けるというのが

ほとんどで、野外に耐えられる大きな作品といいながら、やっ
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島には室内、屋外に限らず、スペースがないという現実もあ

って=-・。

金田:やっぱりスケールによる制約っていうのが大きい。

前川:そうですね。どういう物を街が持っているかに関して微

妙に反応するんですよ。360キロのものしか置くことができなけ

れば、360キロのものを自然に考えちゃうっていう。人間って環

境の動物だなって思うんですけど。今回の特定研究でも、少

しでも可能性を広げたいというのが自分の中ではとても強い

んですよ。

般滞: 「はみ出ちゃう」っていいよね。怒られちゃうから、事務

の人とかに。「なんでそんなに大きいものを作るんですか。入



らないじゃないですか。」って。

松本:前川さんも伊東さんも敷津さんも広島大じゃないわけ

だから、なるべく広島にいさせて、いろいろやって欲しい。

難波:非常に面白い話をいろいろ聞かせていただきました

が、そろそろ時間の方が迫っていますので、できれば最後に

言い足りないことなどを---0

松本:僕らがやってきた音楽はやっぱりヨーロッパ型芸術なん

ですよね。それと、古来の日本の伝統的ものをどうするかって

いうのが一つある。前川さんがさっき言ったように、ヨーロッパ

のそういった伝統を背景にした方法を日本やアジアにそのま

ま持ってこれない。だけど僕らは現実にヨーロッパ型芸術とい

うものを信頼してるわけ。これは僕もずっと抱えてる問題で。そ

のことを考える上でも今回の活動は僕自身にとっても意味が

あるんですよ。ハイ、次どうぞ。

般滞: 「歴史的建造物」(の展覧会)をやるときに、将来例え

ば「アーティストイン・レジデンス」じゃないけれど、向こうか

ら作家を招いたりとか。広島っていうのはそういう土地柄、非

常に象徴的なものが落ちた場所で、世界中が知っているわけ

じゃないですか。で、非常にチャンスがあると僕は東京から来

たときに思ったんですよ。ここで生きていく以上は、何かできそ

うな感じがする。そういうものを芸術とか、音楽を聴きに行こ

うとかいうところから少しずつやっていて。根付かせていく。そ

れは、簡単には行かないと思うけど、そういうものにしたいで

すよね。やっぱり。

伊東:広島に来てすぐの頃、街を歩いている時最初に思った

「ここで展覧会をやりたい」という気持、旧日銀の前を通った

時のあの感覚を忘れずにいるうちは、もっと何かできると思い

ますね。

前川:金田先生が書いた文章の中で、マクシミリアン一世が

十九世紀項にかなり強引にアテネを模して、ミュンヘンってい

う街を作って。その時に今のミュンヘンの美術の基礎ができ

たっていうのがあって、例えば広島とミュンヘンと同じ百万都

市でありながら、美術の施設が七倍くらいミュンヘンにある。

そういう風な環境の中にいると、人間というのは、そういうこと

が日常になってしまう。だけど、広島だったら、そういった状態

を知らないわけで、いろんな方法があるけれども、歴史的建

造物とか、工場を使ったものとか、民間の画廊とか、共存しあ

って、いろんな発表の場が広がるというのはとっても大切なこ

とで、今の七倍とは言わないけど、もっと活動の場を整備す

る必要があるだろうと思っています。そんな環境の中で経済

活動などをしていくことが健全な街というか、成熟することに

繋がっていくと思うけれど=--・。

金田:今、僕はいろんなところで「まちづくり」みたいなものに、

引っ張り出されています。今まで大体そういう風な委員会で

は、土木とか交通工学とか、その辺りの人が委員長になって

いたんだけれど。何を間違えたのか知らないけど、美学の人

間が引っ張り出される時代になりました。僕は居直ろうと思い

ましてね。まさしくこれこそが自分の本職であるという顔をして、

今、あちらこちらで、「環境美学」ということを言われましてね。

今までのまちづくりは経済の問題、つまり商工会議所のまち

づくりでした。

経済方面の活性化ですから、経済学部の先生が呼ばれてい

た。道路を作るんだったら交通工学の先生を呼んでいた。そ

うでなくて、街づくりというのは、基本的に文化を創っていくん

だ。で、その中のいろんな側面として商業もあれば、工学的な

技術的な側面もあるという風に。今まで日本というのは、そう

いう文化を創るんだという観点から(まちづくりに)関わってく

るものは少なかった。文化を形にするということは、どういうこ

とかと言うと、時間、歴史を造形することだと。今まで我々は空

間的な絵画を描いて、そこで満足しすぎてきた。だけど、その

中では時間的な要素は入ってこない。それじゃなくて、やはり

醜い面もいろいろあるかもしれないけど、時間というものをき

ちんとした形にしていく。そうしたことが、文化を形成していく

っていう意味じゃないかと思っています。そういう意味で、華々

しい運動ではないかもしれないけれど、この歴史的建造物

の試みっていうのは、作家の側からの問題提起、実験として

非常に興味があって、僕は応援していきたいと思います。
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