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アート・アーチ・ひろしま 2013

サイト − 場所の記憶、場所の力 −
2013 年 7 月 20 日 ( 土 ) 〜 10 月 14 日 ( 月・祝 )

「サイト（場所）」にまつわる美術表現…イサム・ノグチが手がけた
広島のための作品から現代のアーティストまで

本展は「サイト（場所）
」と密接な関係を持つ美術表現をテーマに、イサム・ノグ
チから現代のアーティストまで国内外のアーティストの試みを取り上げ、紹介しま
す。
彫刻家であり、庭、公園、橋を造り都市計画を担ったトランスナショナルなアーティ
スト、イサム・ノグチ（野口勇、1904 年ロサンゼルス生まれ、1988 年ニューヨー
ク没）は、広島市が公募したコンペに入選し、平和記念都市計画に着手していた丹
下健三の依頼によって原爆慰霊碑案を手がけました。ノグチ案は委員会に却下され

イサム・ノグチ
《広島の原爆死没者慰霊碑（1/5 模型）》
1952/91
©The Isamu Noguchi Foundation
and Garden Museum, New York

実現を見ることはありませんでしたが、和やかな丸みを持った形は、地下には霊安
室を備えた 2 層構造をしており、深い精神性を帯びた造形として人々の記憶に現
在も残っています。
本展は広島市現代美術館が 1/5 模型を所蔵しているこのイサム・ノグチの《広島
の原爆死没者慰霊碑》をはじまりに、
国内外のアーティストによる「サイト（場所）」
に対する取り組みを探求します。
場所の記憶、歴史からインスピレーションを受け、場所の携える物語を美術表現が
いかに引き出し、可視化し、現代に暮らす私たちに振り返ることを促すのか。また、
未来を見据える機会を与えてくれるのか。
「サイト（場所）
」について言及するアーティストたちによるアン・モニュメンタル

川俣正
《プレファブリケーション・広島》1994
撮影：大島邦夫

な作品やプロジェクトを通じた作品に注目し、痛みや喪失の記憶、また故郷への懐
かしさの記憶など、記憶をめぐる場所との繋がりをヒロシマの地で共有し、考えま
す。

コレクション展では広島という場所の歴史と記憶に焦点を当てる
また、当館の所蔵作品の軸になっている、ヒロシマの記憶に寄り添い、現代の表現
者がヒロシマについて美術を通じ考え、
形にした作品をあわせてコレクション展「サ
イト・ひろしま」
（会期：2013 年 7 月 6 日〜 11 月 4 日）で展示します。
所蔵作品を通じてヒロシマに思いを巡らせながら、当館全館をあげて「サイト」に
まつわる多様な美術の取り組みをご紹介します。

マイケル・ラコウィッツ
《見えない敵などいるはずがない（再発
見、行方不明、盗難シリーズ）》（部分）
2009
Courtesy of Lombard Freid Gallery

特別展「サイト−場所の記憶、場所の力−」開催概要
【会期】

2013 年 7 月 20 日 ( 土 ) 〜 10 月 14 日 ( 月・祝 )

【開館時間】 午前 10 時〜午後 5 時
※入場は閉館 30 分前まで
【休館日】

月曜日（祝休日にあたる場合開館し、翌日休館）

【観覧料】

一般 800(600) 円、高・大学生および 65 歳以上 400(300) 円
※(

) 内は前売りおよび 20 人以上の団体料金

※中学生以下：無料

桑久保徹
《Study of mom》2011
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出品作家
フランシス・アリス、川俣正、木村友紀、桑久保徹、トニコ・レモス・アウアド、
ゴードン・マッタ＝クラーク、イサム・ノグチ、マイケル・ラコウィッツ、田口行
弘、照屋勇賢、西京人（チェン・シャオション＋ギムホンソック＋小沢剛）

構成
プロローグ
広島とゆかりの深い彫刻家、イサム・ノグチ（1904-1988）が丹下健三の依頼で
平和記念公園に設置するために構想した原爆死没者慰霊碑案（1952）、同じく平

木村友紀
《桂》

サンパウロ・ビエンナーレでの展示（2012）

Courtesy of Taka Ishii Gallery

和記念公園のために設計し、東京三越での個展で模型が発表された《広島のための
ベルタワー》
（1952）は、いずれも広島の破壊と喪失に思いを寄せ、手がけられ
ましたが実現を見ませんでした。これらの作品を模型やスケッチなどによって紹介
し、広島の記憶にインスピレーションを受けて生まれたノグチ作品を振り返ります。
サイト、喪失の記憶
現代もなお続く、戦争やテロなどによる破壊、喪失の記憶に深く関わる作品を取り
上げます。例えば、2003 年に勃発したイラク戦争の余波で美術館から盗まれた美
術品を、日用品で再び作るマイケル・ラコウィッツ（1973-）のプロジェクトをは

トニコ・レモス・アウアド
《七つの海／夜》2007-09

じめ、喪失した品々を再び形作ることで、忘却に抗い、存在の代え難い価値を強く
訴える作品を紹介します。
サイト、懐かしさの記憶
今いる場所ではないどこかへの思い、離れた故郷や親しい人との思い出あふれる場
所へ向かう尽きぬ思いと記憶を形にした表現を、祖父の遺品である写真によって再
構成した木村友紀（1971-）
、故郷のブラジルを離れ活動するトニコ・レモス・ア
ウアド（1968-）らの試みを中心に取り上げます。

照屋勇賢
《儲キティクーヨー、手紙ヤアトカラ、
銭（ジン）カラドサチドー》
Josse Bienvenu Gallery での展示（2010）

場所から場所へ、移動するサイト
場所は定住の地であるだけでなく、政治的、経済的さまざまな理由で新しい場所で
生き抜くために移動する目的地ともなります。グローバル化する世界で、移動、移
民についてテーマにする作品に注目します。川俣正（1953-）、日韓中のアーティ
ストグループ・西京人（2007 結成、小沢剛（1965-）＋ギムホンソック（1964-）
＋チェン・シャオション（1962-）
）
、照屋勇賢（1973-）ら、トランスナショナル
な視点を携える作家たちのプロジェクトを紹介します。

【同時開催】

● コレクション展 2013- Ⅱ・岡本太郎《明日の神話》原画特展示
2013 年 7 月 6 日（土）～ 11 月 4 日（月・祝）
●夏のワークショップ・プロジェクト 2013

2013 年 7 月 20 日（土）〜 9 月 16 日（月・祝）

西京人
《ようこそ西京に−西京入国管理局》
2012

【次回開催】
● 特別展

フランシス・アリス展

2013 年 10 月 26 日（土）〜 2014 年 1 月 26 日（日）
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「サイト−場所の記憶、場所の力−」展は、“ アート・アーチひろし
ま 2013” の開催する展覧会の一つです
アート・アーチ・ひろしま 2013 とは…
広島市現代美術館・広島県立美術館・ひろしま美術館の 3 館が初めて同時期に企
画展を共同開催すると同時に市内各所でもアートイベントを開催。広島の魅力の一
つとしてアートを楽しんでいただき、アートで平和を発信していくことを試みるプ
ログラムです。

広島に思いを捧げた世界的アーティストとともに
「アート・アーチ・ひろしま 2013」の各館企画展ではキー・アーティストとして
20 世紀を代表するアーティスト、イサム・ノグチが登場します。彫刻をはじめ様々
なジャンルで活躍したノグチは、日系アメリカ人として戦後広島の復興に思いを寄
せ関わった作家でした。幻に終わった原爆死没者の慰霊碑案や、今も広島にかかる
平和大橋、西平和大橋など、広島にまつわる貴重な作品を残しています。国籍にと
らわれず平和を願い様々な文化を融合した作品を生み出したイサム・ノグチを起点
に、企画展では 3 館それぞれの視点で平和へアプローチします。
広島市現代美術館／「サイト−場所の記憶、場所の力−」

“ アート・アーチ・ひろしま 2013”
イメージキャラクター「イサ虫くん」

広島県立美術館／「ピース・ミーツ・アート！」
ひろしま美術館／「イサム・ノグチ〜その創造の源流〜」
「アート・アーチ・ひろしま 2013」詳細＆最新情報は特設ウェブサイトで
http://art-arch-hiroshima.jp/

“ アート・アーチ・ひろしま 2013” 開催概要
【会期】2013 年 7 月 20 日（土）〜 10 月 14 日（月・祝）
【会場】広島市現代美術館、広島県立美術館、ひろしま美術館、市内サテライト会場
【開館時間・休館日】各会場ごとに設定あり
【主催】広島県美術館活性化対策事業実行委員会、中国新聞社
●チケットについて（前売り販売開始：5 月 17 日（金）〜）
【3 館共通券】一般 1,900（1,700）円、高・大学生 1,200（1,000）円
【単館券】広島県立美術館・広島市現代美術館／一般 800（600）円、高・大学生
400（300）円
ひろしま美術館／一般 1,200（1,000）円、高・大学生 700（600）円
※（

）内は前売りおよび 20 名以上の団体料金

※このチケットで各館で同時期開催中のコレクション展（所蔵作品展）も鑑賞可
【前売り取扱場所】広島市現代美術館、広島県立美術館、ひろしま美術館、広島県内
の主なプレイガイド、画廊・画材店、中国新聞社読者広報部など

広島市現代美術館（サイト展学芸担当：神谷

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( 代表）・ 082-264-1146( 学芸直通 )
E-MAIL/ hcmca@hcmca.cf.city.hiroshima.jp
WEB/ http://www.hiroshima-moca.jp/

FAX/ 082-264-1198

イサム・ノグチが欄干をデザイン
した橋、平和大橋（広島市中区）。
平和公園近くにかかる広島市民に
はなじみ深いこの橋をキャラク
ター化しています。

