
都市の成熟と芸術の役割り

一歴史的建造物と芸術の共振-
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研究の背景

①芸術面における広島市の現在と問題点

都市が洗練されたアイデンティティーを持ち､豊力＼な都

市へと成熟していくためには､芸術が重要な役割を果た

すと考えていますが､アーティストを育て､新しい文化

を作りあげていくためには大学のような研究の場以外に

社会人としての芸術家をサポートし､一般の人々に彼ら

の芸術活動を紹介していける機関が必要不可欠です｡

現在､いくつかの地方都市に美術系大学がありますが､

これらの大学を卒業して活動する作家は､多くがその都

市には住まず､関東や関西の大都市圏を本拠地として活

動しています｡若いアーティストにとって魅力的な発表

活動の場が無い為､卒業後間もなく活動の場を求めて大

都市圏に移り住まねばならないという現実的問題があり､

地方都市で育成した優秀なソフトほど大都市圏に流出し

てしまい､¥の都市が成果を享受することが出来ない状

態にあります｡

平成6年､広島市立大学が関学しました｡芸術学部に ここ広島においても､新たな表現を求めるアーテイス

も芸術家を志す多く

の学生が入学し､制

作の基礎を学んでお

り､近く彼等は大学

力＼ら社会へと出てい

くことになります ｡

広島市には､ここ以

外にもいくつかの美

術系大学､研究所が

あり､都市として独

自のソフトを持てる

可能性が出来ました｡

現在広島では､い

くつかの美術館､画

廊において､流動し､

拡がっていく内外の
広島大学学校教育学部旧図書館 〔現広島大学附属東雲小､中学校〕

美術を鑑賞､研究できる機関をもっていますが､しかし､

残念ながら若いアーティストたちにとって専門的かつ魅

力ある発表活動の場がほとんどみあたりません｡一つの

｢復活祭｣1995:伊東敏光 インスタレーション
腐葉土､ポリエステル樹脂/設置場所 :旧図書館 1階教室
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上達の先馬区的､実験的

な､芸術における発表

活動は､広島市民の生

活スタイルや環境にも

影響を与え､都市の雰

囲気を創造的でエネル

ギ､ソシユなものへと変

換させていくことで

しょう｡また評価の定

まっていない新作の提

示は､評価や記事にも

オリジナルな論議を必

然的に求め､見る側の

日を歴史を踏まえた同

時代的な視点へと引き

上げてくれるはずで

す｡一方､アジアに目を向ければ､それぞれの国の伝統

的な文化と歴史を背景に､新しい芸術を創造していこう

という気運が高まり､日本はもとより､アジア全土に才

能あ′言､れるアーティストがチャンスを待ちわびています｡

今､アジアのアートは西洋的な芸術観を昇華し､独自の

道を歩き出そうとしています｡彼等にチャンスを与え広

島で才能を開化させることができれは､そこが新しいア

ジア芸術の発信地となっていくでしょう｡

今､世界の各地で芸術的活動が社会的にも重視され､

公的な基金からだけでなく､企業メセナや個人からも多

額の投資がなされています｡作品発表の場には美術関係

者だけでなく､科学､テクノロジー､哲学､思想､文学､

政治､経済､さまざまな世界の専門家達が､期待を込め

てアーティストの仕事に注目しています｡それは､それぞ

･れの分野が抱える人間の本質に関わる最も重要な問題に､



アーティストの創造力が解決の糸口をもたらしてくれる

という期待からではないでしょうか｡

② ドイツ諸都市の芸術環境

芸術の支援環境､制度が最も整っている国の一つとし

て､ドイ､ソの現状を紹介します｡例えばミュンヘン市は､

広島市とほぼ同じ120万の人口をかかえ､広島市が中国

地方の中心都市であるように､ドイ､ソ､バイエルン州の

州都です｡

市内には､約24の美術館､公営画廊があり､また80件

以上の民間画廊を有しています｡また､広島市の姉妹都

市であるハノーバー市は約30万の人口に対し､美術館､

公営画廊が約8､民間画廊は約30を数えます｡その他､

58万都市デュッセルドルフは50,96万都市ケルンは64,64

万都市フランクフルトは55の美術館､画廊を持っていま

す｡一方､現在の広島市は3件

の美術館､及びその中にある画

廊スペース､また､民間の専門

的な画廊は約15件ほどといえ

ます｡

ドイ＼ソは連邦国家であるため､

非常に地方分権､自治が進んで

います｡各州や市の行政の中に

文化局をもち､公営の画廊､音

楽､演劇ホールを使って内外の

芸術を紹介するとともに､地元

の芸術家のソフト育成をはかつ

ています｡また､ドイ､ソ全国に

は150近くのウンストフエアラ

イン (芸術家協会)や､BBK

(職業造形芸術家協会)という

組織があり､それぞれが大きな

展示スペースをもち､各都市と

芸術家のネットウ一つ化をおし

すすめています｡

日本においても､地方分権が

努力を続けています｡芸術的環境は､決して自然発生的

に起こるものではなく､人間や都市の意志によって起こ

り､形作られていくものであるといえます｡

(彰世界共通の芸術表現の場として

リチャード･ロングの個展､その他､マリオ ･メル､ソ

や､リチャード･セラ､などの展覧会をみてもわかるよ

うに､欧米では大規模な作品展示が数多くおこなわれて

います｡若い学生から有名 ･無名のアーティストまで厚

い層の作家が各地で芸術活動をおこない､上記の作家達

はその洗練されT=形として出てきました｡欧米の場合､

従来から居住空間､公共建築物､広場などが日本のそれ

と比べてはるかに巨大であるといえます｡そういった背

景をもとに､アーティストは必然的に大きな空間の中で

意欲的な発表活動をおこなってきました｡

｢指湖｣1990:伊東敏光

鉄､鉛 H177×Wl83×D75cm/設置場所 :旧図書館 1階数室

進みつつある今､これら欧米にみられるウンストフエア

ラインや､ア-卜tzンクーの活動に匹敵するEj本の現状

に即したシステムを導入する必要があり､芸術が各地方

都市の成熟に役割をにない､緊密にネ＼ソトワーク化する

方法をさぐるべきです｡現在の美しい芸術都市､ミュン

ヘンの繁栄を築き上げた礎となったのは､19世紀のマウ

シミリアン1世が､古代ギリシャのアテネの再興を夢み

て､都市の設計とともに､美術品の収集､美術館建設､

また広く諸国から芸術家を招いたことによるためです｡

ドイ､ソやヨーロ＼ソバ諸都市の芸術導入は､ほとんどがこ

のような形で始まり､現在まで現実に即して変化させる

しかし､近年日本でも建築物

の変化や､公共的な場に対する

考えが変化し､それを多くの

アーティストが敏感に感じ取り､

従来の纏密な単体作品を提示す

ることから展示会場全体で作品

を体験させる方向へと概念を変

化させていきました｡その結果､

若い作家を中心にインスタレー

ションなど､より大規模な展示

スペースを必要とする発表が多

くなり､単体の作品展示におい

ても空間全体を意識するように

なってきています｡ このような

傾向は今後さらに強くなること

と思われます｡国際的に通信､

交通が発達し､あらゆる面で国

境感がうすくなり､国際的視野

で文化を考える必要がでてきま

した｡決して欧米に迎合すると

いうことではなく､世界共通の

問題を考える場として､広島においても存在感のある､

また若いアーティストの目標となるような展示空間を模

索する必要があります｡

研究目的

戦後メタボリズムの中､歴史的建造物は次々と姿を消

し､現代的な建築物へと変化し続けています｡この様な

状況の中､わたしたちはともすると現在と未来にのみ思

いを馳せ､歴史性を遭まえた上での未来への思考､まT=

都市や日常生活の中での歴史の積み重ねによる重厚性が

希薄になってきています. 今回､わたしたちはEj本では
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｢五つの積層と並列｣御影石 :前川義春
ト‖20×W270×D140cm､H270×W70×DIOOcm

/設置場所 :旧図書館入り口前広場 (野外)

事例の少ない歴史的建造物の中での作品展示､およびコ

ンサートを開催することにより､既成の美術館､画廊､

音楽ホールでは得られない新鮮な芸術と建築物の係り方

の一面を市民に提示するとともに､広島では年々少なく

なっていく歴史的建造物の､芸術活動の場としての有効

性､重要性を提案し､広島の都市としての成熟に､芸術

がより積極的に貢献できる場及びシステムを研究したい

と考えています｡

｢直立するローブロック｣御影石 :前川義春
H223×W45×D80cm/設置場所 :旧図書館 1階ロビー
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PerlamacchinadiGaffecomemetodo

(方法としてのカフェマッキナ)1995:鮭淳達夫
LabucaeilMur° H120×W270×D140cm

木､大理石粉末､顔料､鉛/設置場所 :旧図書館 2階閲覧室

実施内容

実施場所 :広島大学学校教育学部旧図書館 〔現広島大学

附属東雲小､中学校]

(広島市南区東雲三丁目1の33)

実施期間 :作品展示

1995年12月11日(日)～23日(土)

(開場時間11時～17時)

コンサート

1995年12月16日(土)

(開演時間18時3t)分～20時)

｢歴史的建造物と芸術の共振｣コンサート

｢近代の伽藍にて｣北村太郎｢ピアノ線の夢｣より

解 説

客員研究員 松本憲治

■ ｢歴史的建造物と芸術の共振｣コンサートコンセプト

私たちの活動目的は､以下のように要約される｡

1)世界的な文化への同時的な視点とともに､この地 (広

島)の歴史的な文化の流れの中で､既成の枠組みに囚わ

れない先馬区的な現代芸術の表現活動を展開すること｡

2)｢経済原理に囚われない現代芸術｣の表現活動を継続

的に行える場とシステムをこの地 (広島)に創造する

こと｡
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3)表現活動を通じて､都市の成熟にとって､ステロタ

イプの芸術の創造､収蔵､亨受 (観賞)だけでなく現代

性のある先馬区的作品創造の活気ある場が必要であること

の､市民的合意を得ること｡

芸術創造は個人の創造精神から出てくるものである｡

しかしそれと同時に個人の創造精神は環境 (他者)にも

影響される｡芸術創造は本来､一人の創造者の孤独な抽

象を越えて､環境から立ち上がり､環境と和解しつつ､

環境と相互に発展するものであろう｡

一方､5先練されT=文化的環境を目指す都市の ｢成熟｣

という観点から見れば､芸術創造､特に現代芸術と呼ば

れる､評価の定まりにくい､しかし創造精神にあふれた

営みが､日本､特に ｢成熟｣の過程にあると思われる地方

都市においては､ほとんど見つめられることがなかった

といえるだろう｡広

く学のことが､現代

芸術を ｢隔離された

抽象の場｣に追いや

り､その表現者自体

も環境という｢他者｣

を考えない創作に向

かオ⊃せている-EBで

もあると言えよう｡

(これは､｢近代｣

以来の芸術創造の場

の現実であろう)0

今､都市､および

芸術に求められてい

るのは､双方の ｢理

解｣であり､創造的

精神の発露の場､実

験的な芸術創造の継

した公明な競争原理による経済の発展､近代教育観､機

能主義､平等､機会均等などの意識が生まれ､また自然

科学分野では還元主義という｢機械的自然学｣(デカルト)

の理想的記述行為にまで到達している｡ひろく芸術の分

野でも､この ｢近代意識｣(- ｢等質空間｣､｢普遍｣)が

底流として､我々の現在を覆っているといえるだろう｡

つまり､｢芸術音楽｣の分野でも､機能性､また平等

悼 (そして､よりよき理想実現のT=めの競争原理)を主

軸に､環境と切り離された抽象的な｢近代コンサートホー

ル｣が整備され､｢それにあった｣｢普遍を目指す｣抽象

的な現代音楽が制作され演奏されつつけている｡これは

｢音楽｣を物理的な音響現象のひとつとして分析し､ま

た聴覚を生理的な現象として分析する ｢還元主義｣の理

想を実現しようとしたものと見ることもできる｡ホール

上= 残響2.0秒信仰｡｢ど

perlamacchinadiGaffecomemetodo (方法としてのカフェマッキナ)

1995:鮫淳達夫 LabucaeilMur° H120×W270×D140cm 木､大理石粉末､

顔料､鉛/設置場所:旧図書館2階閲覧室

続的な場が必要であ

ることの市民的合意と考えられる｡

以上のコンセプトを受け､本コンサート制作に至った

経緯を以下に述べる｡

■近代主義､近代意識の現実へのまなざし

一本コンサート製作ノートとして-

まずはじめに､今回のコンサート構成のベースとした

｢近代意識へのまなざし｣について略述しておく｡

,言､つう ｢近代｣のキーワードとしてまずあげられるの

が､仮定として堤示された｢等質空間｣であろうか｡ここ

から｢普遍｣､つまり｢いつでもどこでも誰にでも｣を理想

として､さまざまな ｢因習にとらわれた個別空間の扉｣

を打ち壊してきた近代の歴史がある｡良く知られている

ように､これが｢近代国家｣観を生み､貨幣経済を基盤と

こでも最良の演奏

を｣｡｢いつでも最良

の音響を｣｡

一方､この ｢近代主

義｣を超えようとす

る音楽芸術運動も

様々な展開を見せて

いる｡(※日本にお

いては､すでに1943

年､当時の思想人た

ちの論集である ｢近

代の超克｣という本

が出版されている)0

｢脈分け｣､つまり近

代アカデミズムによ

り規定されたジャン

ル､枠組みを越えて

みようとする ｢ポス

トモタン｣と呼ばれた広く ｢コラボレーi/ヨン｣的な表

現から､｢民族音楽の発見｣､サウンド･インスタレーショ

ンやサウンドスケープなど｢環境音楽｣的な表現行為まで｡

今回のコンサートの制作姿勢には､こうした､我々を覆っ

てきた ｢近代意識｣の確認と､それを ｢越えようと｣す

る様々な芸術運動を踏まえつつ､遮蔽された ｢抽象的｣

｢衛生的｣な近代的ホールでない空間での ｢シリアスミ

ュージ＼ソウ｣の展開の可能性のひとつを ｢場の音楽｣と

して､その ｢洗練｣(-古典化)を主眼としつつ堤示す

る目的である｡

)作曲､およびコンサート制作､構成､コンセプト

◆ ｢広島大学旧図書館｣という個別の ｢歴史的建造物｣

と､そこに展開されている ｢現代アート｣の空間という



｢場｣を受け入れた音楽的持続時間の構成を目指した｡

◆新しい書法の堤示というよりは､既存の成熟した現代

書法を中心にしつつ､｢場の音楽｣としての洗練を目指

した｡

◆そのため､60分の時間持続を途切れさせない構成進行

とし､コンサート開始からの全ての壇上のパラメータ-

演奏者､タンサーの出入り､振る舞い､各曲の開始､終了､

照明のきっかけなどに､詳細に演出上の指示を与えた｡

◆また､このコンサートの基底を流れる ｢近代意識の頂

点を見つめるまなざし｣として､詩人北村太郎の詩 ｢ピ

アノ線の夢｣の ｢朗読表現｣を取り入れた｡

◆演奏者､出演者は､すべてこの地(広島)在住のアーティ

ストを起用した｡

ヽコンサート･タイトル

｢近代の伽藍にて｣一 北村太郎 ｢ピアノ線の夢｣より

■日時

1995年12月16日 (土)18:30-19:30

∫ゲスト出演者

◆ソプラノ 畑正恵 ◆チェロ 浅岡理恵

◆ピアノ 研井功子

◆タンス 中Efj千湖 ◆朗読 向田孝典

Iスタ､ソプ

◆照明 稲臼道則

◆sta9eDirector佐々木正和

∫楽曲解説

1)導入のための電子音楽

シンセサイザ音源サンプラー音源 チャイムに使用さ

れた ｢4つの舌列×4｣の断片

2)ピアノのための三つのパンセ

いくつかのモテイープが操作された自由な無調のピア

ノ独奏曲ピアノという楽器の音響のために

①ピアノのための ｢光彩｣

①六月の緑陰

③ピアノのための ｢碑の影｣

3)独奏チェロのための前奏曲

(アウシユビ､ソ､ソ体験のあるドイツの桂冠詩人バウ

ル ･＼ソ工ランに捧げられている｡ 拝情的なモテイープと

ミニマルな処理)

4)牧野虚太郎の詩による二つの室内カンタータ

(自由な無調 べル ･カントな声のために テキスト

の分断処理)

①復讐/ソプラノとチェロ

②聖餐/ソプラノとピアノ

5)タンスのための電子音楽 ｢稜線｣

シンtzサイザ音源のみ 途中30秒の静寂 Cis舌への固

執

6)Greensleeveshlmyheart

(ステレオタイプな調性書法によるパラフレーズ あ

る種の心の慰安のために)

※ ｢チャイム｣について

このjンサートのまえに行なわれた公開講座およびこの

コンサートの開始､終了には､4つ舌列の4つの組み合

わせによるチャイムを作曲､使用した｡(聴衆への頂 へ

の伏線｣のために公開講座の開始､終了にも使用している)

雷詩篇解説

◆北村太郎 (1922-1991)

東京大学仏文卒｡日本では特異とされる ｢理論的｣な詩

運動クループとされ､深く戦後の現代詩に影響を与えた

｢荒地派｣所属｡1991年病没o｢ピアノ線の夢｣はI980年

現代詩手帖が初出｡無限賞､歴程賞､文部大臣奨励賞､

読売文学賞など｡

◆牧野虚太郎 (?～1941)

慶応予科中退｡二十歳前後で病没｡第一次荒地派と呼ば

れた､戦前の｢荒地｣に所属｡残された詩編は少なく､1978

年国文社より刊行された､鮎川信夫編の ｢牧野虚太郎詩

集｣(十二編所収)があるのみである｡初期の詩篇は昭

和初期に流行したモク二ズム的影響がみられるが､今回

取り上げた後期の幾つかの詩篇には独自の輝きがある｡

更に言及されてよい詩人である｡

◆松本憲治 (客員研究員)

詩集｢千年の耳｣(198倖沖積舎)詩集｢パ･ドゥ ･ドゥー｣
(1984年書葎山田)｡

今回の ｢稜線｣は主宰する詩誌 ｢FLJNo.0号 (1993年)

所収

』電子音楽制作使用機材

◆音源モジュール

Ko｢gMl/Trhlitypro/Proteus2/KawaiK4

/Microl〃ave

◆サンプラー

RolandoS-550/SonyTCD-D3(DAT l〃ALKMAN)

◆エフ工ウタI YamahaSPX900

◆jンピューク

PowerMacintosh7100/AV80,

Macintosh Duo230

◆ソフトウエア

Alchemy/Performer5/Soundeditpro

Jrビデオ記録

本コンサートの全記録は､βカム仕様のビデオテープで

収録した｡
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パネルディスカッション

今回の研究に関するコンtzプト､作品展示､コンサー

トを市民の方々により深く理解していただくために､

I995年12月16日 (土)(16時30分～18時)広島市立大学公

開講座として､パネルデイスカ､ソシヨンを開催しました｡

ここに学の内容を併記します｡

コーディネーター大井健地

事例報告

1)｢広島大学学校教育学部旧図書館建物｣について

川迫輝嗣

2)･ドイ＼ソの都市の美術館､ギャラリーの現状/市良の

芸術享受の環境 前川義春

3)イタリアの都市の美術館/過去と現代の融合の姿

蝦漂達夫

4)現代日本の例/芽生えている都市の知恵

伊東敏光

5)現在の検証 (世界 ･日本 ･日本の地方 ･広島)と今

後の展開への希望 大井健地

6)｢場の音楽｣について 松本憲治

7)上記の報告に続いて市民の方々との質疑応答

実験展示､コンサートを終えて

私たちが､ここでいう歴史的建造物とは､建物が持つ

雰囲気や､壁のシ三､汚れから歴史の重さを感じさせる

ものや､本来別の目的で造られた古い建造物で､それが

公共のものであっても､民間の工場や倉庫であってもい

いわけですが現代のアートの表現に重要な係りを持つも

のを指します｡

広島市内にある歴史的建造物の多くは､種々の理由に

より､中に入って見ることがな

かなかできません'｡今回､作品

展示及びコンサート会場として

使用されたこの広島大学学佼教

育学部旧図書館は､1941年､広

島師範学校の講堂として建設さ

れたものですが､普段は広島大

学附属東雲小､中学校の教育実

習場として使用されています｡

この建物の前を幾度となく通り

過ぎた人も､中に入ることは

めったになかった場所です｡ 今

回のような企画を通じて､500

人近くの方々がここを訪れ､実

際に建物の中に身を置き､その

雰囲気を肌で感じることができ

たことには､大きな意義があっ

たと考えています｡また本来の

機能を失った歴史的建造物は､
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ただ過去の残骸として見られがちですが､長い歴史を通

じて私たちに語りかけてくる､重厚で静かな存在は､現

代の大規模で実験的性格の強い作品の展示と大変調和す

る一面を持ち､今後の芸術にとってフレキシブルなスペ

ースとして､非常に有効であり､重要な場といえます｡

過去においては､偶然の所産から古い建物が現代の美

術の展示会場になった例がいつもあります｡例えば､1984

年のロスアンゼルスオリンピ､ソつに向けて､現代美術館

を市内に完成させようとしたのですが､竣=が間に合わ

ず､止むを得ず市内にあったいくつかの旧倉庫を低い予

算で整備し､仮の美術館として､展覧会場とした例では､

この仮の美術館が大成功をおさめ､市民の支持により､

新しい美術館が完成した今も､現代の実験的な作品の展

示､収蔵の場として使用されており､もう一つの常設の

美術館として変わりつつあります｡

私たちは､今後｢歴史的建造物と芸術の共振｣屡として､

いくつかの実証を重ね､市民の方々に提示するとともに､

国内､国タトの諸事例を研究し､新しい芸術の場を創出し

ていきたいと考えています｡また広島市の洗棟されたア

イデンティティーをもつ都市としての成熟に芸術がどの

ように係ることができるのか､何を成すべきなのかを考

察し､研究を重ねていきたいと思います｡今回の作品展

示及びコンサートに関する記録として､広島市立大学図

書館に記録ビデオが収蔵されていますので､御覧いただ

ければさいわいです｡

最後になりましたが､本研究に関して､広島大学附属

東雲小､中学ネ交の関係の方々には大変なご協力をいただ

き､学の御厚意に､ここに厚く御礼申し上げます｡

ダンス ･コンサート風景 ｢近代の伽藍の中で｣旧図書館 2階閲覧室
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