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一「国際平和文化都市」ヒロシマのためのアートセンター構想一

柳幸典

平成20年度特定研究(一般研究)I旧中工場アートフ。ロジ、エクト」

開催期間 :2007年4月 1 日~22日

開催会場:[日中工場フ。ラットホーム、広島市中区吉島学区・吉島東学

区各所、旧日本銀行広島支庖

歴史は生者の側からのみ創作される。

死者とし、う絶対的他者の側に立って歴史を表象するζとは可能だろうか。

たとえ不可能で、あっても死者に聞い続けなければならない。

死者の側に立とうとする意志において問い続けなければならない。

未来の他者への倫理的責務において。

そして真に自由であろうとする「個」ーアーテイストであるために。

「ヒロシマJIナガサキ」の倫理的普遍性について常に考え続け

たいと思っている“日本人"アーテイストとして、広島の大学で教鞭を

執るととになったのは何か因縁めいたものを感じている。広島の死

者 他者が私に何かやるべきことを課しているのではないか。広島

でアートを学ぶ若者たちと何処を目指して進むのか。私にとって新

たな海図のない航海が始まったといえる。

プロジ、ェクトのディレクションについて論ずる前に、まず現在の私

の興味として深く関わる海から見た世界観について少々話しておか

なければならないだろう(註1)。地政学的に見た日本、そして交通の

要衝としての瀬戸内海(InlandSea)、その潮目と言える位置にある広

島という視点である。内陸思考に対する海洋思考、内向きの官僚統

制国家に対する外へとつながる独立精神の源泉=海を舞台とした権

力の移り変わり栄枯盛衰の歴史がそこにはある。海から見た広島の

地政的ダイナミズム、歴史的ポテンシャル、そして帰結としての未曾

有の悲劇。歴史家ではないので何の学術的実証はないが、権力者に

とって瀬戸内海を制した者が軍事的にも日本列島を制するといって

も過言でないような気がする。平清盛の権力を象徴する1400年の歴

史をもっ厳島神社(図1)が雄弁に物語るであろう。広島の地政学的な

海との関係は、大日本帝国軍本部である大本営が置かれる帝国海軍

の軍都であったことや、視点は変わるがもっとも多くの移民を海外に

送り出した県でもあったこととも無関係ではあるまいと思う(ちなみ

に、この視点は次なるフロジ、ェクト「キャンプ ベルリンーヒロシマ」

Hiroshima Art Project 2008で展開された)。そして岩国の米軍海兵

隊基地、呉の海上自衛隊潜水艦基地、陸上自衛隊海田市駐屯地、と

いうように「国際平和文化都市 ヒロシマ」は依然軍都で、あった「鹿

島」を継承していると言える。なぜ原子爆弾が広島に落とされなけれ

ばならなかったのか。ヒロシマの「平和のメッセ一泊は原爆投下によ

る被害者的観点からだけでは普遍性を獲得しえないであろう。

14 

図1 海から見た宮島の大鳥居

広島は山と海がせめぎ合う河口域を埋め立てて出来た都市であ

る(図2)。デルタの一つである吉島の湾岸に、谷口吉生の設計から

なる最先端の焼却装置を備えるゴミ焼却施設「広島市環境局中工

場J(図3)がある。その設計思想、に取り入れられた都市軸のアイデア

は、海から見ると、海に突き出した桟橋のような開口部が建物を貫

いていて、図式上その延長線上にかつて陸軍航空本部の飛行場で

1300mの滑走路で、あった吉島通りがあり、その先には丹下健三の

「広島平和記念資料館」がある、そしてその先の焦点に原爆ドーム

があるのである(図4)。

図2 吉島を南から見た鳥敵図。旧中工場と吉島通り

都市軸と言ったが、乙れには理由がある。広島の都市軸に最初に

興味を持ったのは、飯島洋ーの著書 『王の身体都市 昭和天皇の時

代と建築』からである。戦後生まれの私と同年齢の飯島は、丹下健三

による日本の戦後近代建築の指標ともいわれる「広島平和記念資料

館」に、同じく丹下が戦時中に手がけたフ。ロジェクトである「大東亜建

設記念営造計画J(大東亜建設忠霊神域計画)と同様の構成と建築思

想を見いだしている。丹下は西洋を塔=縦の思考だとして、神社形式

の水平性を強調したとし1う。飯島は、戦前と戦後の同じ建築家の手か

らなる、全く成り立ちを異にする建築計画に、同じ天皇制の眼差しを

見いだしているのである。この論は私が戦争に関わるモニュメントや

施設などから感じ取る「何か」に一つの発見を与えてくれた。



九 l

図3 海から見た広島市環境局中工場

11日中工場アートフ。ロジ、エクトJHiroshima Art Project 2007は3

つの企画が都市軸でつながり、関連一照射しあいながら、全体と

して広島でアートが生存するために何を我々はなすべきかを実験、

提示することを目的とした複合企画展である。

私の場合、アートフ。ロジ、ェクトの実現において多くは、出会いと直

感そしてタイミングと行動が大きく成り行きを左右する。今回のよう

な都市の歴史的文脈、空間的実験としてのー研究室での大掛かり

なフ。ロジ、ェクトは、広島という都市の歴史の磁力と思索の層、問題

点への直感、そして人との出会いが燃料となり、そして教育機関とし

ての可能性化限界)が駆動力(とブレーキ)となったO

出会いとして先に述べたのは広島の磁場、そして都市軸、都市計

画における丹下健三の戦前、戦後の共通した眼差しへの戦後生ま

れのアーテイストのヲ|っかかりのようなものである。ここで加えて更

なる出会いとして、広島市の都市計画デザインに深く関わる大井健

次教授が、アーバン・デザイナー的視点から都市軸を引き合いに出

し、広島市現代美術館および放射能影響研究所のある比治山を基

点とした東西に貫く平和通りを横軸として、大掛かりな文化ゾーンを

提案していたこと、そして縦軸の延長線上にある遊休施設の 11日中

工場」の利用可能性の話を、私に持ちかけた乙とである。もともと現

代表現領域では都市の中でのアートの実践を求めて、トンネルを超

えて山向こうにある大学から飛び出すべく、都市の中に拠点を探して

いた。当初の、 旧ゴミ焼却施設の建物など教育施設としてはあまり

にも不向きであろうというネガティブな予想に反して、私は直感的に

この壊すに壊せない迷惑施設の旧ゴミ焼却施設に非凡な可能性、

創造性の根拠を見いだした。そのもととなるのが、原爆ドームから

一本の道で海に突き抜ける縦の都市軸の意味である。そして「広島

平和記念資料館」設計者の丹下健三の弟子である谷口吉生設計の

向かい合う新しい「中工場」、その隣に位置する 「旧中工場」、とい

う一本の元滑走路だった軸による関係性で、ある。と同時に新 「中工

場」はただのゴミ焼却施設として見るにはあまりにももったいない。

文化的都市資源を追求する我々としては文化施設としてとらえるこ

図4 広島平和資料館から原爆ドームを望む

とを提案したいと思ったのだ。設計者の谷口吉生は数々の名美術館

を生み出した建築家であり、設計者としても「中工場」を都市におけ

る“魅せる"ための文化施設として提案しているのではないかと思わ

れたO

実はアーテイストにとってホワイト・キューブの無菌室のような展

示空間は、単に作品を展示する空間としてしか意味しない(少なくと

も私にはそうである)。作品を美しく見せるための仕掛けであり、作

品の売買のための機能性として生み出された空間である。アーテイ

ストにとって場の持つ意味合いや歴史は、作品を生み出す過程に

おいて重要な思索的影響を与える。もちろん、場の意味が特異だ

からアート作品の強度が補強されるというような乙とを言っている

のではない。アートの教育機関やアートセンター、アートインスティ

チュートのような実験的アートの現場には、遊休施設のような既存

の建物の利用でかまわない。都市資源の有効利用と考えればよい。

むしろその場が思索や創造を刺激する場であれば、それこそ現代の

問題点を思考する現代美術こそがうってっけなので、ある。ましてや

都市における喫緊の課題であるゴミ問題は、アーテイストを志す者

に都市問題ひいては地域問題、環境問題、消費経済の問題、などな

ど我々が生きている現実の社会でアートを志すこと、アーテイストで

あること、とはどういう乙とかを連鎖的に考えさせるであろう。その

名が「ゴミ焼却施設」では直接的すぎるにしても、「清掃工場」では

なく「中工場」という名称が端的に示しているように逆説的に問題

点が隠蔽されていることを表現している。このことはヒロシマが「国

際平和文化都市」という表象に何かが隠蔽されていることに日を凝

らすべき共通点ともいえるであろう。そしてアーテイストはヒロシマ

でアーテイストであることについて、いや唯一「ヒロシマーナガサキ」

を経験(死者という他者との関係において)した“日本人"アーテイスト

である乙との倫理的責務として、死者のメッセージのその表象不可

能性の地平から、いわゆるポリテイカル・コレクトネス(政治的正し

さ)を超えた表現として、芸術の生存を賭けてアーテイストたらねば

ならない(註2)。
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立案した本フ。ロジ、ェクトは継続していくものでなければならない、

そして到達すべき指標として「アートセンター構想」を掲げた。「旧

中工場」を実験的アート、挑戦的アーテイストを生み出す“工場立捉

え、「旧日本銀行広島支!古」を都市の中心からヒロシマでアートを

することの意味を発信する“アートセンター"として提案する構想で

ある。これから説明する3つの企画からなる複合展覧会「旧中工場

アートフ。ロジェクトJHiroshima Art Pr吋ect2007はこのアートセン

タ←構想へと至る、我々からヒロシマへの“投げかけ"としての企画で

ある。企画の構成として、既に述べた「広島平和記念資料館」を原

爆ドームから貫いて、中工場にいたる南北の都市軸を都市空聞にお

ける実験の場と想定し、中工場に隣接する「旧中工場」での「場」の

意味を引用した展覧会を基点として、もとは滑走路で、あった中工場

から海老通してまっすぐ、貫くエリアの吉島地域での地域展開型の展

覧会の二つを基本に据えた(図5)。

このような地域型の展覧会の場合、地域から軍離しては上滑りで

自己満足なフ。ロジ、ェクトとなってしまう嫌いがある。そ乙で地域に根

さやした吉島公民館も展示やワークショッブρの会場として協力をお願

いした。吉島地域で、の企画の求心的存在となった。加えて歴史的文

脈への実験として、市の中心部に残る被爆建物であり、広島市指定

重要文化財である「旧日本銀行広島支屈」での展覧会をサテライト

企画として位置づけた。

都市軸の明快な提示としては、それ乙そ丹下健三による「広島平

和記念資料館J1原爆ドーム」と谷口吉生による新「中工場」をつな

いでプロジ、ェクトを構築することが理想であろうが、政治的行政的

ハードルの高さは容易に想像がつくであろう。ここは、爆心地から

380mという近さにありながら建築当時の外観をそのままとどめて

いる 11日日本銀行広島支屈J(図6)に、都市の中心地での基点として

白羽の矢を当てた。もちろん位置的な条件からだけではない。被爆

という広島の歴史的文脈、加えて資本経済の根幹を担った日本銀行

であったことによる 「貨幣システム」の問題の引用が、企画構成に多

角的視点と都市空聞における立体性を与えることを狙った。そして、
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原子爆弾により人聞は消滅しても中に納められていた物は無傷だっ

たといわれる巨大で重厚な金庫室(図7)の意味について考えなけれ

ばならないと思った。そうまでして守られなければならなかった物

の意味、貨幣の意味について。

図6 旧日本銀行広島支庖の外観

図7 旧日本銀行の地下にある金庫室

加えて言うなら 11日日本銀行広島支庖」の建築家、長野宇平治は日

本の近代化における西洋建築の学習過程の第二世代であり、日本(大

日本帝国)の国家的な建築様式が盛んに議論され始めた頃において、

彼は西欧の様式の発展を唱えた建築家であったとし寸。日本の国家

的な建築様式の模索は西洋建築の学習との自己矛盾をきたしつつ、

長野の方向性であるヨーロッパ風古典主義(=敵性様式)とは異にす

る和洋折衷主義の異様な 「帝冠様式J(洋風擬似古典主義建築の頭

上に神社形式の和風建築が乗った様式)を生み出した。

国家的建築様式追求の、そのナショナリズムの行き着く先に、丹

下健三の富士山の裾野に計画された「大東亜建設記念営造計画」、

そして自己矛盾の反転の結果として 「広島平和記念資料館」が生ま

れたと言えなくはないか? 企画構成の都市空間的背景において、

丹下の 「広島平和記念資料館」と長野の 11日日本銀行広島支庖」の

対崎、そして谷口の中工場へと至る建築史的時間軸も暗に加味され

ることとなるだろう(註3)。



旧日本銀行広島支屈での展示計画は地階、一階、二階の三層の

企画構成とした。巨大な金庫室のある地下室は「貨幣」を主題に(図

旬、一階ロビーや中庭は被爆の歴史を引用し「戦争Jr国家J(図9)を

主題とした。貨幣/資本制度と戦争/国家制度は深い関係にあると

言えるからだ。なぜなら、貨幣の発行と軍事という暴力装置は国家

が独占しているからである。乙れからの世紀では国境を越えて瞬時

に移動するマネーがヲ|き起こす無自覚な暴力、まだ生まれえぬ未来

の他者に対する乙の暴力についても考えなくてはならないだろう。

二階は日本全国そして世界中から送られてくる折り鶴の展示場(図

10)となっている。折り鶴はみるみる増えていき二階の空聞には収ま

りきれなくなってきている。乙れは広島特有の問題であるが、とれら

善意の表現として送られてくる折り鶴は同時に物量としての処理問

題を生んでいる。との増え続ける膨大な折り鶴の展示場となってい

る二階のわずかに残された展示スペースでは、この問題のアーティス

ティ、ソクな解決策を広く市民から公募したO ただの折り鶴でない「広

島の折り鶴」を地域資源、として有効利用する手だてはないものだろ

うか? 今後も継続すべき宿題としての企画である。

図8 卜ム・フリードマン 《真実の愛))2004紙

図9 柳幸典 ((Article9>>1994ネオン官、プラスチックボックス、他サイズ可変

図10 世界から送られてくる大量の折鶴

主会場となる旧ゴミ焼却施設の「旧中工場J(図11)ではゴミを

テーマとすることを提案した。ゴミを錬金術的にアートにしてしまう

ことで、旧日本銀行広島支屈の企画との対比において「貨幣」の本

質をあらわLこする乙とを狙った。ただのゴミとも言える素材で、さし

たる加工がなくても、アートへと昇華した作品はアートマーケットに

おいて貨幣と交換される可能性を秘める。そして「貨幣」自体もただ

の紙切れであり、 電子情報である。都市軸で対を成す「旧日本銀行

広島支庖」と「旧中工場」の二つの会場の企画は貨幣の本質、アー

トの本質を対照的に暴きだすととになるだろうと期待した。現在

の、美術市場での評価基準が大手を振るアート界への問題提起とな

れば幸いであるO

私が企画実施担当者にミッションとして与えた旧中工場での展示

条件は、「ゴミがアートになる、錬金術的にアートに昇華する」 乙と、

「巨大な空聞に対して最小限の表現で、サイトスペシフィックに現状

をそのまま利用するJこと、そして「美術の専門的鑑賞者ではない地

域住民に対してわかりやすい」こと、である。担当者はこの多くの私

からの難しい投げかけに見事に答えてくれた。参加作家達には企画

意図を十分に理解していただく乙とを要求した。作家選考も企画内

容を前提に検討した。
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図11 旧中工場外観

吉島公民館老中心とする地域での展覧会は、現代表現領域の学

部生たちのフィールドワークの情報をもとに研究室で企画主題老

練ったO 鍵となったのは「庭J(図12)である。公園の中に地域の住民

が明らかに手を入れている畑や花壇があったり、個人の玄関先が公

共的潤いを与える庭となっていたりと、「公」と「私」について考えさ

せられる環境を見いだしたからだ。公園の「公」の部分をどうとらえ

るかである。参加作家達は各自の視点でこのテーマに答えてくれた

18 

と思う。また何より心強かったのは吉島公民館(図13)からの多大な

る協力で、あった。この愛すべき公民館が現地事務所となり、展覧会

場や講演会場となり、地域とのコミュニケーションの場となるカフェ

やオーフ。ニング、会場となった。そ乙での交流と出来事は既成の美術

関連施設では味わえないもので、あったO

「旧中工場アートフ。ロジ、エクトJHiroshima Art Project 2007に

おいて、私は徹底的に文化的可能性老秘める地域資源、都市資源を

追求した。まず大学は地域や都市における資源である。近年大学が

郊外に次々に移転していく状況があるが、本来大学や文化施設は都

市の中心にあるべきであると思っている。地域が未来を担う若者た

ちを育て、専門性を学んだ若者たちが実践の場として地域にその能

力を還元していく。地域にとっても大学にとっても大いに利益となる

ことである。都市の中心に大本営なる軍事中枢でなく文化施設や教

育施設を抱える“国際平和文化都市"にいったい誰が爆弾を落とした

いであろう? 我々が提唱する旧日本銀行広島支屈や旧中工場を

核とする「アートセンター構想」は、都市資源の有効活用と真の意

味での“国際平和文化都市"たらん乙とを希求する乙とにおいて、一

石を投じた乙ととなれば幸いである。乙の乙とについて展覧会初日に

「地域におけるアートの役割」と題し、“魅せる"ゴミ焼却施設である

中工場のレクチャーホールでシンポジウム(図14)を聞いた。各地で

先例的にアートによる地域の再生や再構築、アートセンターなどを

手がけるパネリストたちを招いて、各地の事例報告と広島での可能

性について討論していただいた。

図14 プロジ工ク卜初日に行なわれたシンポジウムの様子

そして最後となったが「ちび、っこ広場J(図15)とよばれる地域の

自治会が管理する公園が展覧会場のーっとなりクロージングパー

ティー/植樹祭の会場となった事は、我々にとっておおきな地域か

らの応援で、あった。クロージングイベントで植樹した竹田直樹と上

田博文のユニットの作品 《ヒロシマのために》による 「被爆キョウ

チクトウ」は、この地域の方に大切にかわいがってもらっている O 今

は小さなキョウチクトウの生長のように、我々の iHiroshimaArt 

Pr吋ectJも確実に地域に根をはり、地域に見守られながら成長して
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いきたいと願っている。「被爆キョウチクトウJ(図16)が鮮やかに咲

かせる花のように、そして同時に毒性を有し生薬にも利用されるとい

うように、物事の本質を突く毒気があり、「ヒロシマ」の普遍性老死

者たちとともに治癒し、世界で発言するアーテイストたちが、“日本人"

アーテイストの倫理的責務において、広島から、そして吉島に、アー

トの生存をかけた 「庭」に、アートの花を咲かせてくれることを期待

してもらいたいと思う。

図15 ちひ、っこ広場

図16 花を咲かせた被爆キョウチク トウ

図17 犬島アートプロジ、エク 卜「精錬所」

広島は世界のアーテイストたちを引き付ける磁力をもっている。

真の意味での「国際平和文化都市」たらんことを指向する一助とし

てlHiroshimaArt ProjectJは2007年に産声をあげた。フ。ロジェク

トに関わっていただいた多くの方々、ボランティアの方々、大学関係

者、参加作家たち、そして学生たちの情熱に心から感謝したい。

註1 1995年より取り組んでいる瀬戸内海の小島の産業遺跡を地

域資源として再利用するアートフ。ロジ、エクト(犬島アートフ。ロジ、エクト)

以来、海からの日本への眼差しが私のライフワークである。今年5

月より第一期「精錬所」が公開された(図17)。

註2 ヒロシマの呪縛 ポリテイカル・コレクトネスから解き放たれ

る乙と、しかし死者の側に立ってヒロシマにおいてアートが生存しよ

うと希求すること。ただし依然ヒロシマのメッセージは「平和」であ

ることは、 上の条件において変わりはないし、ヒロシマで、日本で、

アーテイストである乙との倫理的責務であると私は考えている。

註3 今回のフ。ロジ、ェクトに先立ち関連講演をしていただいた植木

野衣氏は、その講演において平和記念資料館と同じく丹下健三の手

からなる大阪万博会場の両国家事業における水平指向的関連性か

ら戦争論を語っていただし1た。

この論文は、 ~Hiroshima Art Pr吋ect2007旧中工場アートプロ

ジェクトJl(広島アートフ。ロジ、ェクト実行委員会、 2007年)の巻頭論文

を要約し、 一部修正加筆したものである。
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