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第 11 回ヒロシマ賞受賞者決定について
第 11 回ヒロシマ賞受賞者がアルフレド・ジャーに決定しました
ヒロシマ賞は、美術の分野で人類の平和に貢献した作家の業績を顕彰し、世
界の恒久平和を希求する「ヒロシマの心」を現代美術を通して広く世界へと
アピールすることを目的として、広島市が 1989 年に創設したものです。

3 年に 1 回授与されるこの賞は過去 10 組のアーティストが受賞しており、
今回、
第 11 回目のヒロシマ賞受賞者にアルフレド・ジャー（1956 年生まれ、
チリ・サンティアゴ出身、ニューヨーク在住）が決定しました。

2020 年夏 ( 予定 ) には第 11 回ヒロシマ賞の授賞式を行い、あわせて当館に

おいてアルフレド・ジャーのヒロシマ賞受賞記念展を開催します。

アルフレド・ジャーは、世界各地で起きた歴史的な事件や悲劇、社会的な不

《アメリカのためのロゴ》1987-2014 年
ニューヨークのタイムズスクエアの電光掲
示板に「これはアメリカではない」という
メッセージとアメリカ合衆国の形を掲示し、
地図というものがいかに政治的に生み出さ
れ、利用されているかを伝えた。

均衡に対して、綿密な調査と取材にもとづくジャーナリスティックな視点を
もって対峙。公共の場での作品の提示や、写真、映像そして建築的な空間造
形を伴った五感に訴えかけるような美しいインスタレーションによって、社
会的、政治的、人道的な問題を人々に伝えてきた作家です。
これまでの 40 年近くにわたる作家活動においては、ヴェネチア・ビエンナー
レやサンパウロ・ビエンナーレ、ドクメンタなど数々の国際美術展に参加
し、
また世界各地の美術館で個展を開催するなど国際的に活躍してきました。
2012 年にはベルリン市内の 3 つの美術館を使用した回顧展が、また 2014
年にはフィンランドのキアズマ現代美術館でも大規模な回顧展が開催されま
した。

受賞理由

《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》
1995 年
広島市現代美術館の被爆 50 周年記念展の
ために制作された作品。8 月 6 日に広島で
行われる灯ろう流しの様子を写した写真が
ライトボックスによって照らし出される。
作品のタイトルは、大江健三郎が自らの短
編集の表題としてイギリスの詩人オーデン
の詩句から引いた言葉。

1995 年に当館で開催した被爆 50 周年記念展「ヒロシマ以後」に参加し、
ヒロシマのための作品を制作するなど、ヒロシマと深く関わってきました。
また近年は東日本大震災と福島の原発事故の問題にも強い関心を持ってお
り、ヒロシマを今日の問題として捉えるような新たな作品の展開を含んだ
メッセージ性の強い展覧会を期待されることから、今回の受賞となりました。

今後のスケジュール

● 2018（平成 30）〜 2019（平成 31）年度
第 11 回ヒロシマ賞受賞記念展開催準備
● 2020（平成 32）年夏～秋
第 11 回ヒロシマ賞授賞式及び受賞記念展［会場：広島市現代美術館］

《スコーグハル・コンストハル》2000 年
スウェーデンの小さな町スコーグハルに招
かれて制作したパブリックアート。製糸工
場で知られるこの町には美術を展示する公
共のスペースがなかった。そこで紙と木材
で美術館を建て、オープン 24 時間後に燃
やすという壮大な方法で、アートの重要性
を人々に伝えた。
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受賞にあたってのコメント
第 11 回ヒロシマ賞を授与していただくことになりとても光栄に思います。
大変名誉なことだと感じると同時に、受賞者としての責任を重く受け止めて
います。
この暗い時代においては、「ヒロシマの心」が今まで以上に必要とされてい
ます。
栗原貞子がその崇高な詩「生ましめんかな」の中で示唆したように、
私は「生ましめる」努力をしなければならず、また実際努力していくつもり
です。
アルフレド・ジャー

アルフレド・ジャー
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略歴
アルフレド・ジャー

1956 年生まれ、チリ・サンティアゴ出身、ニューヨーク在住。
●略歴
1981 年
1982 年
1985 年
2000 年
2006 年
2013 年

チリ大学卒業
渡米
グッゲンハイム奨励金（アメリカ）受賞
マッカーサー・フェロー賞（アメリカ）受賞
エストレマドゥーラ賞（スペイン）受賞
国立造形美術賞（チリ）受賞

●主な個展
1992 年 ニューミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート（ニューヨーク）
ホワイトチャペル・ギャラリー（ロンドン）
シカゴ現代美術館（シカゴ、アメリカ）
1994 年 ストックホルム近代美術館
2005 年 ローマ現代美術館
2006 年 テレフォニカ財団（サンティアゴ）
2007 年 ローザンヌ州立美術館（ローザンヌ、スイス）
2009 年 ハンガービコッカ（ミラノ、イタリア）
2012 年 ベルリン・ギャラリー、NGBK 新美術協会、旧国立美術館（ベルリン）
2014 年 キアズマ現代美術館（ヘルシンキ）
2017 年 ヨークシャー彫刻公園（ウェークフィールド、イギリス）
●主な国際美術展
1985 年 サンパウロ・ビエンナーレ（1987、1989、2010）
1986 年 ヴェネツィア・ビエンナーレ（2007、2009、2013）
1987 年 ドクメンタ（2002）
1990 年 シドニー・ビエンナーレ
1995 年 イスタンブール・ビエンナーレ
光州ビエンナーレ（2000）
1997 年 ヨハネスブルグ・ビエンナーレ
2007 年 シャルジャ・ビエンナーレ
2010 年 リバプール・ビエンナーレ
2013 年 あいちトリエンナーレ

《沈黙の音》2006 年
（2011 年のエコール・デ・ボザール（パ
リ）での展示風景）
強い光を放つ直方体の内側には、ハゲワ
シが餓死寸前の少女を狙っている写真で
ピューリッツァー賞を受賞し、その一ヶ月
後に自殺した南アフリカの報道写真家ケ
ヴィン・カーターと、その写真についての
8 分間の映像が流される。

《生ましめんかな》2013 年
（「あいちトリエンナーレ 2013」での展示
風景）
東日本大震災の被災地である石巻市の学校
から 12 枚の黒板を譲り受け、それらに原
爆投下直後の広島を詩にした栗原貞子の代
表作「生ましめんかな」の文字を一定の時
間ごとに浮かび上がらせた作品。
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ヒロシマ賞について
主旨
美術の分野で人類の平和にもっとも貢献した作家の業績を顕彰することを通じ

て、広島市の芸術活動の高揚を図るとともに、
「ヒロシマの心」を広く全世界に
アピールし、人類の繁栄に寄与する。

合わせて、この賞を受賞した作家の展覧会を開催して芸術の発展に寄与し、ヒロ
シマ賞の意義を高める。
選考の基準と選定方法
＜基準＞

・美術の分野（平面、立体、映像、デザイン、建築等）で評価の高い活動を行っ
ている個人あるいはグループ。

第 4 回ヒロシマ賞受賞記念
クシュシトフ・ウディチコ展（1999 年）
関連事業「パブリック・プロジェクション、
ヒロシマ」より

・ヒロシマの心にふさわしい制作活動を行っている個人あるいはグループ。
・美術館で単独の展覧会を開催する意義がある個人あるいはグループ。
・国籍、年齢は問わない。
＜選定方法＞

世界各地の美術館長、美術評論家等で構成する「推薦委員」と、過去の受賞者か

らなる「特別推薦委員」から推薦された作家等をとりまとめ、国内の美術館長、
美術評論家等で構成する「選考委員会」で絞り込みを行う。

◎第 11 回ヒロシマ賞選考委員会委員：五十嵐太郎（東北大学大学院工学研究科教授）、

植松由佳 ( 国立国際美術館主任研究員 )、大西若人（朝日新聞社編集委員）、

第 7 回ヒロシマ賞受賞記念
蔡國強展（2008 年）
《無人の花園》

加須屋明子（京都市立芸術大学美術学部教授）、島 敦彦 ( 金沢 21 世紀美術館館長 )、

寺口淳治（広島市現代美術館副館長）、野中 明（長崎県美術館学芸専門監）、

水沢 勉（神奈川県立近代美術館館長）、村田眞宏 ( 豊田市美術館館長 )
※ 2018 年 9 月現在（五十音順・敬称略）

その結果をもとに、有識者、美術専門家等で構成する広島市ヒロシマ賞受賞者選
考審議会で、受賞候補者を決定する。
過去の受賞者
●第１回（1989 年決定）

三宅一生／デザイン

●第３回（1995 年決定）

レオン・ゴラブ＆ナンシー・スペロ／美術

●第２回（1992 年決定）
●第４回（1998 年決定）
●第５回（2001 年決定）

●第 6 回（2004 年決定）

ロバート・ラウシェンバーグ／美術
クシュシトフ・ウディチコ／美術
ダニエル・リベスキンド／建築
シリン・ネシャット／美術

●第７回（2007 年決定）

蔡國強／美術

●第９回（2013 年決定）

ドリス・サルセド／美術

●第 8 回（2010 年決定）

第 9 回ヒロシマ賞受賞記念
ドリス・サルセド展（2014 年）
《プレガリア・ムーダ》

オノ・ヨーコ／美術

●第 10 回（2015 年決定） モナ・ハトゥム／美術
広島市現代美術館（ヒロシマ賞担当：洲濱

広報担当：後藤、鈴木）

〒 732-0815 広島県広島市南区比治山公園 1-1

TEL/ 082-264-1121( 掲載用）・ 082-264-1146( 問い合わせ用・学芸直通 )
FAX/ 082-264-1198

E-MAIL/ hcmca@hcmca.cf.city.hiroshima.jp

第 10 回ヒロシマ賞受賞記念
モナ・ハトゥム展（2017 年）
《その日の名残》

