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Works of CREARE ART

「 青の森 へ」

「 ZOMEKI −悠久の二拍子−」

●

青森空港
ステンドグラス

●

徳島空港
ステンドグラス

森本 千絵

・"To the Deep Blue Forests"

竹宮 惠子

・"ZOMEKI -The Two-Beat Rhythm Forever-"

for Aomori Airport
Original Painter & Supervisor: MORIMOTO Chie"

for Tokushima Airport
Original Painter & Supervisor: TAKEMIYA Keiko"

「 ELEMENTS OF FUTURE」

「 昇（しょう）〜希望に向かって〜」

●

●

東京工業大学 大岡山キャンパス
陶板レリーフ 大友 克洋

帝京大学 八王子キャンパス
金属・陶板レリーフ 宮田 亮平

・"ELEMENTS OF FUTURE"
for Tokyo Institute of Technology, Okayama Campus
Original Painter and Supervisor: OTOMO Katsuhiro

・"Syo-Leaping Towards Hope-"
for Teikyo University, Hachioji Campus
Producer : MIYATA Ryohei

「 みんな友だち」

「 躍動の杜」

●

●

東京メトロ銀座線 青山一丁目駅
ステンドグラス 野見山 暁治

東京メトロ銀座線 外苑前駅
ステンドグラス 山下 良平

・"We’re All Friend"

・"Forest of Dynamism"

for Aoyama-icchome Station, Tokyo Metro Ginza Line
Oringinal Painter and Surpervisor: NOMIYAMA Gyoji

for Gaienmae Station, Tokyo MetroGinza Line
Oringinal Painter and Surpervisor: YAMASHITA Ryohei

「 COLORS OVER SCRAMBLE」

「 日本橋南詰盛況乃圖」

●

●

渋谷スクランブルスクエア
デジタルアート 大友 克洋

東京メトロ銀座線 日本橋駅
ステンドグラス 山口 晃

・"COLORS OVER SCRAMBLE"

・"View of Flourishing South End Nihonbashi"

for Shibuya Scramble Square
Oringinal Painter and Surpervisor: OTOMO Katsuhiro

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介
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for Nihombashi Station, Tokyo Metro Ginza Line
Oringinal Painter and Surpervisor: YAMAGUCHI Akira

●

ラサール芸術大学（シンガポール ）.................................. 20

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く

• LASALLE College of the Arts（Singapore）
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CREARE—Creating the Future of Public Art
● パブリックアート一つひとつに私の物語が 公益財団法人 日本交通文化協会 理事長 滝 久雄
• My story in each piece of public art / TAKI Hisao, Director General of Japan Traffic Culture Association

「クレアーレ」は、公益財団法人 日本交通文化協会の環境芸術推進活動の総称です。
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「豊島区」文化によるまちづくり

S P E C I A L
T A L K S

Toshima Ward Urban development through culture

消滅可能性都市のピンチを
チャンスに

上げようと決めました。

中西

形が見えます。

豊島区はまちづくりで国際アー

ト・カルチャー都市構想＊1 を掲げておられ

Thinking of the state of the city in the 21st century

出席者：高野 之夫（豊島区長）
Guest Speakers: TAKANO Yukio (Mayor of Toshima Ward )
隈 研吾（建築家）
KUMA Kengo (Architect)
合場 直人（株式会社サンシャインシティ代表取締役社長）
AIBA Naoto (President of Sunshine City)
滝 久雄（公益財団法人 日本交通文化協会 理事長）
TAKI Hisao (Director General of Japan Traffic Culture Association)
司会：中西佳代子（株式会社ランドスケープアンドパートナーシップ
Moderator: NAKANISHI Kayoko (President of Landscape&Partnership Co Ltd,
Board member of General incorporated association Note)

代表取締役、一般社団法人ノオト理事）

池袋駅西口のイメージ図

高野 私が 1999 年に区長になった時、

袋のまちとしての魅力は何でしょう。
隈

僕は世界のまちづくりに参画し

てきましたが、池袋というのは新しい
価値観を体現した場所です。それまで
の都市の価値は「均質」や「整っている」

ら事業はもちろん、給料カットまでし

といったもので、その実現がまちづく

都市を打ち出した契機は 8 年前です。

て行財政改革をやりました。ただ「あ

りだと思われていた。これに対して池

2014年に東京23区で唯一、消滅可能性

れも駄目」
「これも駄目」と言っていた

袋は多様性があって、決して整頓され

都市という指摘を日本創成会議から頂

ら気持ちが沈んでしまう。みんなが夢

てない。むしろ整頓されていないこと

戴しました。私なりにやってきて、若い

と目標を持って、心豊かなまちをつく

が楽しいんだというところに繋がって

人に人気がある活気あるまちになったと

るにはやはり文化だ、と。初めは文化

いて、20 世紀の都市観とは全く違う

思った矢先ですから、バケツで水をかけ

創造都市を掲げ、まちづくりを進めた

都市観を体現している。高野区長はこ

られたようなショックでした。

高野 豊島区が国際アート・カルチャー

21世紀の都市のあり方を考える

構想を拝見すると、いろいろな

人を受け入れて、多様なことを、という

破たん寸前の財政状況でした。ですか

ます。ポイントをお話しいただけますか。

池袋駅西口地区再開発のイメージ（豊島区記者会見資料より）

中西

世界の大都市と比べた時に豊島区や池

のですが、
「
『文化』
『文化』で飯が食え

うした都市の価値を伸ばし、世界のモ

ただこの指摘を拭い去って持続発展

るか」
「今日のご飯が食べれないのに『文

デルをつくっていこうとしています。

都市にしないと、豊島区が消えてしま

化』はないだろう」と袋叩きに遭いま

僕はこれに全面的に協力し、そのビ

う。このピンチをチャンスに変えようと

した。しかしブレることなく進め、国

ジョンを形にしようとやってきました。

思いました。20 代、30 代の女性が 30年

際アート・カルチャー都市構想へと発

建築家やデザイナーにとっても非常に

後には半分になる、というのが日本創成

展させ、結果としてピンチをチャンス

やりがいのある仕事で、新しい都市モ

会議の指摘でしたから、まず女性に優し

に変えました。文化というのは目に見え

い、そして子育てしやすいまちに徹底的

ませんが、心豊かに、そして人間らし

にあった。ダンベル構造＊2 という旧

に変えていこうと決意しました。

デルを提起できるチャンスがこの場所

い生き方ができる基盤だと思います。

庁舎と新庁舎を二つの核として、そこ

豊島区が毎年人口が増えているのは

厳しい財政状況で文化を育てるのはな

に人間が楽しく歩ける（ウォーカブル）

流入人口によってです。ただ地方の人

かなか難しかったですが、歯を食いし

ストリートをつくる。そういう人間の

口減少は続きますから、豊島区を選ん

ばってここまでくることができました。

ためのまちづくりをこの 7 年間、具現

でいただくためには魅力あるまちに変
えていかねばならない。そこで国際
アート・カルチャー都市をビジョンに据
え、これを目標に 23 のプロジェクトを
東京 2020 オリンピックの開催までに仕

化してきました。このスピード感も世

新しい価値を体現した町
中西

界の都市の中で例を見ないと思いま
す。それは高野区長に決断力があるか

隈さまは豊島区の都市政策顧問

として再開発に関わってこられました。

らで、池袋が持っていたポテンシャル
を区長が見つけて形にされたというこ
＊1：豊島区が「文化創造都市宣言」
（ 2005年）
、「セーフコ
ミュニティ国際認証取得」
（2012年）を踏まえ、2015
年に打ち出した。規制緩和で公園や広場や街路を開
放してアーティストに活動の場を提供し、文化イベ
ントの発信や外国人アーティストの招へいや海外都
市交流などを通じて、人と暮らしを優先した活力溢
れる文化融合都市を実現していく構想。
＊2：旧庁舎エリアと新庁舎エリアの南北二つの核を「ダ
ンベル構造」と表現し、そのエリア一帯をウォーカブ
ルな、歩いて楽しい回遊性ある街として再開発して
きた。

座談会集合写真

右より 高野 之夫氏、 隈 研吾氏、 滝 久雄、 合場 直人氏、 中西佳代子氏
池袋駅東口グリーン大通り広場化のイメージ
（豊島区記者会見資料より）
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える高い集客力で、池袋の賑わい創出の

て退散するのかと思ったら、国際アート・

に６兆円をポンと出しました。日本では

さらに南北のダンベル構造が、池袋

中心を担われてきました。豊島区のアー

カルチャー都市構想を掲げて取り組み始

望むべくもないですが、高野区長が隈さ

駅の東と西のダンベル構造に繋がり、

トによるまちづくりとの連携について

めた（笑）
。言葉は悪いですが、この区庁

んを引っ張り込んで国際アート・カル

お話しいただけますか。

舎

とです。

＊3

いま東西が結ばれようとしている

。

線路ができて駅前広場ができると、便

合場

サンシャインシティは今年開業

ウォーカブルナな界隈の整備が進む豊島区

を一銭も出さずに建てられ、財政

チャー都市を掲げられた。文化の大切さ

も健全化された。ものごとを継続してい

を言い続けてきた私にとって大変嬉し

く上で経済的な基盤は大前提で、その一

いことで、微力ながらお手伝い出来れば

が分断される。これは世界の都市が抱

目と言われていますが、サンシャインシ

番大事なことを高野区長はやられた。
「儲

と思っています。

えるジレンマで、それを解決しようと

ティができるまでは人がまちへ出なかっ

けること」は悪いことではなく、価値あ

している。そういう画期的なことがいま

た。サンシャインシティができて、駅か

るものを生み出す基盤です。その上で
「夢

起きています。

ら人が出るようになりました。駅からサ

を持つには文化しかない」と考えられた。

今日ここに来る前に見せていた

ンシャインシティまで約 800 メートル

素晴らしいと思います。

も、繋ぐとい

あるのですが、その道筋が大変にぎやか

戦後、日本は「花より団子」で、経済

になり、いまでは池袋で一番地価が高い

成長一本やりできました。故平山郁夫先

開催してはとのお考えをお持ちです。
ご紹介いただけますか。

利になったように見えるけれども都市

中西

＊4

だいた「ウイロード」

うところでアートを活用されています。
隈

44 年です。池袋は乗降客が日本で 2 番

トリエンナーレの提案
中西

滝理事長は池袋を中心に３年に

１度のトリエンナーレ（国際芸術祭）を

ふつう建築家は単独の建築にし

通りになりました。我々も人を呼ぶのに

生はよく「日本文化は素晴らしいが、日

か携われませんが、区長のようなリー

手を尽くしてきましたが、そこへ高野

本は文化の価値をきちんと国造りの中に

ダーがおられると複数の敷地を連動さ

区政が区民と練り上げた計画によって

位置づけていない」とおっしゃっていま

せることができます。さらにユーザー

四つの公園が整備され、歩くのが楽し

した。私も文化で尊敬される日本である

と西も二つのデッキで結ばれます。こう

も巻き込み、いろいろな文化やコンテ

い地区へと発展してきました。

ことが、世界における日本存続のカギと

した空間を会場にトリエンナーレを開い

思い、ささやかながら 50 年間、パブリッ

てはどうでしょう。ただ構想がきちん

クアートを日本全国に設置してきました。

としてないと掛け声倒れで終わってし

現在 551作品となります。

まう。ポイントの一つは東京藝大などを

ウイロードで滝氏を案内するアーティストの植田さん

ンツも繋げて複合作用を起こすことが出

サンシャインシティが掲げるスローガ

来ます。一般的に建築家は建築の敷地内

ンは「なんか面白いこと、
ある」で、
人々

のことだけしか考えませんが、池袋周辺

の夢や希望、大げさに言うと人生のシー

パワーになっていくと、すばらしいまち

られ、ステンドグラスや陶板を素材とし

ではインフラも、コンテンツも巻き込ん

ン、それらを提供していると考えていま

になります。高野区政の一番の特徴は区

たパブリックアートの制作工房もお持ち

で構想を形にしている。ぜひ注目してほ

す。これからは施設の中だけでなく、豊

民と一緒に練り上げていくことで、これ

しいと思います。

島区が取り組まれている文化戦略と共

はほかのまちにはありません。

なんか面白いことのある池袋
中西

に、
「なんか面白いことのある池袋」と
してやっていきたい。最近は地元の応援
パワーもすごいものがあります。国際

合場直人さまが代表取締役社長

アート・カルチャー都市構想も、地元の

を務められているサンシャインシティ

人々の間で「こんなまちにしたい」と具

はコロナ禍前までは年間3000万人を超

体的な考えが出ています。これがさらに

文化で尊重される日本に
中西

日本交通文化協会理事長で NKB

会長の滝さまは 50 年にわたり、日本各
地にパブリックアート作品を設置してこ
＊3：池袋駅の線路を中央地下通路とデッキでまたいで
街をつなぐ東西の「ダンベル構造」。今年１月に発
表され、区制100周年の2032年までの一部供用を
目指す。
＊4：池袋駅北側で東西を結ぶ公共地下通路で、西と東の
英語の頭文字W/Eをとってウイロードと名付けられ
た。暗く、汚いという評判を払しょくするため、豊
島区が改修の上、装飾を美術作家の植田志保氏に依
頼。植田氏は公開制作で天井板や壁面に直接描画し、
2019年11月に完成。夜でも女性が安心して通れるよ
うになったと好評を博している。

高野 之夫氏

TAKANO Yukio

1937年豊島区生まれ。1960年立教大学経済学部卒業。
1983年5月〜1989年6月豊島区議会議員(２期)、
1989年7月〜1999年3月東京都議会議員(３期)、
1999年4月豊島区長就任。現在 6 期目。
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＊5
や
です。また「学園祭グランプリ」

また公共工事費の 1％を文化に割く

滝

池袋はサンシャインシティがあ

り、公園が素晴らしく整備され、駅の東

巻き込むことです。東京藝大はさまざま

「1％フォー・アート」の必要性を訴えて

「レッツエンジョイ東京」など、アート、

な専門家がいますから、その人たちにお

きました。この制度は欧米では以前から

若者、観光といったテーマで多くのソフ

手伝いしてもらうことで広がりが出ま

実施され、アジアでは韓国と台湾が法

トやコンテンツを展開されています。池

す。さらに留学生の関与も大切です。こ

制化していますが、これは文化推進の駆

袋のまちづくりについてのお考えをお聞

れは高野区長のいう国際性と多様性で

動力になると思っています。文化は贅沢

かせください。

あり、 加えて留学生の母国と直に繋が

だという人もいますが、そうではない。

高野区長は財政赤字に加えて消

り、豊島区と池袋の名前を世界に知らし

コロナ禍のさなか、ドイツ政府は「文化

滅可能性都市の指摘を受け、びっくりし

めます。また鉄道会社と連携し、展示品

は生命維持装置」と述べ、文化芸術支援

の優秀作品を買い上げて区内の公園に置

滝

＊5：首都圏の学園祭ナンバーワンを決めるコンテストで、
2009年から行われている。コロナ禍の2020、2021
年は除き、2019年は参加した大学の141キャンパス
の中で立教大池袋キャンパスがMVP（１位）を受賞し
た。レッツエンジョイ東京がぐるなびの委託を受け、
東京地下鉄の協力のもと開催している。
＊6：旧庁舎跡地を定期借地権で貸し付け、調達した資金
を基に、財政負担なしに全国初のマンションと一体
型の区庁舎を2015年に完成させた。敷地面積約8324
㎡。地下３階、地上49階。１階一部と３〜９階が美
術館などを含む区庁舎、それより上がマンション。
複合施設全体が「としまエコミューゼタウン」と名付
けられた。

隈 研吾氏

KUMA Kengo

1954年神奈川県生まれ。東京大学建築家大学院修了。
コロンビア大学客員研究員を経て、隈研吾事務所を設立。
自然と技術と人間の新しい関係を提案し、
独創的な世界で展開。新国立競技場設計者。
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いたりすることなども面白いと思います。

庁舎だけ単独で建てますと、8 時半か

いといつも言われますが、使い方で工夫

特徴についてどのように捉えていらっ

していけばいいのです。

しゃいますか。

私どもの「学園祭グランプリ」のイベ

ら開庁して夕方 5 時に閉め、 土日はお

ントは大学生が主役ですから、若い人が

休みです。そうなるとどうしても迷惑施

楽しめるまちの池袋と親和性が高い。池

設になるので、マンションと区役所が一

袋で授賞式を開くなどできると思いま

体になるようにやろうとしました。ただ

ティストの植田志保さんとお会いし、話

都市を見ている人は意外に少ない。行政

す。また東京メトロさんと一緒に我々が

これは言うは易く、実行は難しい。計画

を聞きましたが、ああいう若い芸術家た

はやはり上からものごとを見る。高野区

やっている「レッツエンジョイ東京」とい

段階では 3 割の人が反対でした。反対

ちを引っ張り込んでいくといいですね。

長は下から、人間の目線で都市を見てい

うおでかけサイトも、豊島区の魅力を継

者を説得していたら、いつまでたっても

税制面で優遇してあげたり、ゾーニング

る。そういう首長は日本にも世界にも数

続的に発信していくお手伝いが出来ます。

できない。私は、もうこれしか方法があ

で特定の地域の家や施設を若い芸術家集

少ない。だから周りの方たちがついてく

熱海市内にある私どもの「クレアーレ熱

りませんと、お互いに協力して、出し合

団が安く借りられたりするとか。文化に

る。まちづくりは、周りの方がついてく

うところは出し合い、譲るところは譲っ

理解ある高野区長がいるので豊島区に住

ることが一番大事なのです。

パブリックアートを製作していますから、

て公民連携でやっていきましょうとなり

みたいとなりますよ（笑）
。

何かモニュメンタルな作品を一緒に作れる

ました。

＊7
は隈さんの設計で、
海ゆがわら工房」

ことがあればこれも嬉しい。いろいろな形
でご協力が出来ると思います。

公民連携がキーワード
中西

またこの計画を練り上げる中で、
「1

金がないから知恵が出たのです。これが

住民を巻き込んでいるというお話がござ

と一緒になって考え、お互いにメリット

いました。地域の方を巻き込むというの

があるようにもっていくとまちが変わっ

は言うのは簡単ですが、難しいですよね。

ていく。ですから施設一つ建てるのも公

私ども公民連携のスタートはこ

＊8
民連携をキーワードにやっています。

の庁舎です。この庁舎を建てるときは住

難しい面ももちろんありますが、将来

宅と庁舎を別々にというのが最初の構想

にわたってまちを元気にするには民の力

でした。しかし住宅棟と庁舎を一体にで

を借りないとできない。私は商人の生ま

きないか発想を転換しました。庁舎の上

れですから、そのような考えになります。

にマンションを乗せれば広い面積も取れ

またほかの自治体と違うのは考えるだけ

るし、今後のまちづくりに貢献するので

ではなく、実行に移すようにしているこ

はないかと考えたのです。

とです。

豊島区新庁舎（下層階）
とマンション（中・上層階）が入った複合施設

中西 池袋のような大都市のまちづく

胸も据わりました。

せんが、地域のある程度の賛同を得なが

区長を信頼している応援団も多い。この

りで地域全員の賛成を得ることはできま

合場

一定の反対者はいますが、高野

ら、かつスピード感を持って政策を実行

ような区は多分ないと思います。ふつう

に移すということは大変難しい仕事だと

だったら行政は民間に対して「全部整え

思います。

てからもってこい」という姿勢ですが、

高野

そのあたりは勇気をもってやら

一緒にやろうと言ってもらえる。これが

ないと。おじけづいたら、前に進めない

継続的に行われているので、地元の人も

というのが私の考えです。財政破綻寸前

自分の施設や空間を積極的に提供しま

までいって追い詰められましたから、度

しょう、となります。豊島区はお金がな

高野ファンがすごく多いと感じ

ています。商売をやられる立場に立って

滝

高野区長というリーダーと豊島

植田さんは兵庫から実際に住居

中西

もう 3 年ぐらいお住みだそうです。

ふつうはなかなかうまくいかないです。

滝

ンに区庁舎を入れる形にしたのです。お

隈

高野

を豊島区に移して住んでおられます。

イスで、マンションらしくないマンショ

スタートです。ものごとを考えるには民

ここに来る前に「ウィロード」

をアートで明るいイメージにした、アー

本の木」構想という隈先生からのアドバ

先ほど高野区長のまちづくりは

高野

滝

区、池袋の相性が大変いいと思います。
南北に加えて東西のダンベル構造など、

第二、第三の植田さんが生まれ

しかし高野区長がおやりになると素晴ら

るといいですね。植田さんに私どもの
「熱

しいものになる。そしてサンシャインシ

海ゆがわら工房」に製作をしに来ません

ティの存在も大きい。約 1800 台収容の

かと言いましたら、意欲満々でした。豊

駐車場もあり、東京近県から来る人にとっ

島区と熱海・湯河原の姉妹地域で連携し

ても大変便利です。またいざというとき

てやれれば面白いと思います。

駐車場は重要なインフラとなります。

高野

そうですね。私がまちづくりで

強気なのは、隈先生から「人間優先のま

高野

そうです。あの駐車場に車を置

いて、多様性のあるごちゃごちゃした

ち」
「五感を感じるようなまち」
「一緒に

ウォーカブルなまちを歩くのもいいです

歩いて楽しいまち」など、いろいろアド

ね。池袋がこのように活気あるまちに

バイスをいただいているからなのです。

なった原点は戦後の闇市です。生きるた

戦後闇市がエネルギーの原点
中西

隈先生は池袋の公民連携事業の

めのすごいエネルギーが池袋を発展させ
てくれた。私はこのエネルギーがまちに
ないといけないと思っています。区民に
もそういう熱い思いを持ってもらうこと

＊7： 1981年に設立されたステンドグラスと陶板レリーフの
のパブリックアート製作工房。住所は静岡県熱海市だ
が、川を隔てて神奈川県湯河原町。2007年に隈研
吾氏の設計でアトリエが増築された。釉薬数千色を
管理しているのは類を見ない。
＊8：豊島区は「公民連携推進窓口」を開設し、公民連携
に関する民間事業者からの相談や提案を、担当部局
へ回してマッチングを図っている。

合場 直人氏

AIBA Naoto

1954年生まれ。1977年三菱地所入社。
2004年ビル事業本部ビル事業企画部長、
2007年執行役員ビル開発企画部長、
2016年代表執行役専務、
2018年６月サンシャインシティ社長。
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滝 久雄

TAKI Hisao

公益財団法人 日本交通文化協会 理事長。

7

がいいまちになる条件です。
隈

まさに池袋は闇市の持っていた

エネルギーを記憶しているという感じが
します。

表と裏が存在してこその魅力

明確になっていくのです。本当に都市っ

魅力だと。清家さんは立川の都市開発に

して池袋のまち全体がそうなったらいい

て不思議なものです。記憶というのもあ

かかわられましたが、一度にやっては駄

なと思ってやっています。

る種の創造性だと感じます。

目なんだ。四つに分けてゆっくりやらな

高野

豊島区は大資本が入って、まち

いとまちとして育たないよ、とおっしゃっ

を変えるような土地柄ではない。闇市の

ていた。池袋もそうです。
隈

延長で権利を持っている人が細分化さ
れ、大きく持っている人はいない。だか

そして滝さんが言ったように、

リーダーはやはり相性があると思いま

中西

2 年前にまちづくり推進部を立ち

上げられました。これも行政との連携
と関係しているのですか。
合場

そうです。我々は自分たちが築

いてきたノウハウを活かし、まちを発展

中西

戦争で破壊されましたが、土地

らそれを逆手にとりました。遅れを取っ

す。こういう場所に高野区長がいたのが

させれば、それがまた我々に返ってくる

の記憶は残っているということですか。
隈

たかもしれないけれども、隈先生から

大きかった。

と考えています。そこで、池袋を賑やか

それは後の人が大事にすると記

「21世紀はごちゃごちゃ感と多様性を

憶がどんどん成熟して、その記憶自身が

もったまちが生き残る。必ずしも強いま

高野

あまり調子に乗せないように
（笑）
。

豊島区は今年10月に区制施行 90 周年を

また、
「豊島区は民間との人事交流が

次なる100 周年に向けて勇気が湧いてき

ないんだよ」と区長がおっしゃったので、

ます。

じゃあ、やりましょう、と。すぐに OK

がおっしゃるように、いま時代が後から

いている。

追いかけてきている感じがしていて、駅

滝

埼玉県など生産地とも繋がって

高野

そうです。埼玉県民100万人が

合場

それに豊島区は住宅が密集して

家の清家清さんも言っていました。高度

いて、住んでいる人と働いている人が一

経済成長時代はまちを大改造してリセッ

体的にまちをつくっている。これは新宿

トしようとしましたが、まちはそういう

や渋谷にはあまりない特徴です。隈先生

ものではなく、裏と表が存在してこその

いますよね。
毎日、池袋を通っていきますから。

前開発を早くやらなくてよかったと思
います。
滝

全国各地で話をすると、僕が豊

していただき、人事交流も同じタイミン

島区に関わっていることを知らない人か

グでスタートしました。ウォーカブル構

ら「南池袋公園を知ってますか？」と聞

想も我々社員と区の職員が一緒になって

かれたりします。

やっていく、新しい官民連携モデルが

滝

ちが残るんじゃない」と応援していただ

裏と表が存在しなければ、まち

は健全に育たないと私の恩師である建築

動する専門の部を作りました。

迎えます。皆さんに応援していただくと、

隈

池袋界隈

にするにはどうしたらいいかを考え、行

隈さんが豊島区のまちづくりにか

かわった時はびっくりしました。うまくい
けば素晴らしいなと思いましたが、本当

できたらと思っています。
滝

これもご縁ですね。サンシャイ

ンシティとは 40 年来一緒にやらせてい

にみるみる変わっていった。サンシャ

ただいておりますが、懇意にしている隈

インシティの存在も非常に大きいです。

さんも豊島区のまちづくりにかかわっ

高野

ポテンシャルの中心ですから。

合場

先ほど申し上げたように、
「ここ

44 年間、変わらずにいてくれました。
に来れば、なにかあるだろうな」と、人
の心に訴えることが大切です。水族館な
ど、来たら楽しんでいただける、絶対に
裏切らない価値を提供していきたい、そ

て、今日は高野区長とお話ができました。
文化構想に微力ながらお手伝いできれば
と思っています。
高野

中西

うれしいです。ありがたいです。
ちょうどお時間になりました。有

り難うございました

※この座談会は2022年 4月22日
（金）
に行われました。

南池袋公園の木陰でくつろぐ人々

中西 佳代子氏

NAKANISHI Kayoko

株式会社ランドスケープアンドパートナーシップ代表取締役。
一般社団法人ノオト理事。
株式会社癒し場へ（湯河原温泉まちづくり会社）執行役員。
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パブリックアートを語る
Talking about Public Art

野依 良治

F O R

A R T S

芸術を中核とする文化は健全な国家の存続のためにある

野依 良治

のより・りょうじ

NOYORI Ryoji

国立研究開発法人科学技術振興機構研究
開発戦略センター長。 1938年兵庫県生
まれ。京都大学大学院工学研究科修士課
程修了。67年工学博士。名古屋大学理学
部教授、理学部長を歴任。2001年ノーベ
ル化学賞受賞。03年独立行政法人理化学
研究所理事長。06年には教育再生会議の
座長を務める。15年より現職。

Culture, with the arts at its core, is essential for the survival of a healthy state

今日、科学者は研究成果を計量化され、評価対応に懸

芸術と科学はともに文化であり、
対立するものではない
―

アートに興味をもたれたのは。

した。神戸市の展覧会で入選もしましたが、屋内より外
で遊ぶのが好きな腕白坊主でした。科学者になって外国
に行くようになり、世界の主要な美術館にはほとんど足
を運びました。鑑賞しながら、時を超えて鑑賞に堪える
作品を残すのは大変だなと、自分の仕事に重ねて考えた
りもします。次男が現代美術家ですが、門外漢は口を出
すべきでないと言われています。
―

の摂理の維持や人間性への回帰は倫理観の問題であり、

してくれると思っています。

倫理観の設定に芸術が果たす役割は極めて大きいものが

人類にとっての文化の意味は。

野依

私は常々、21 世紀は文化を尊ぶ文明を作ることが

大事、と言っている。文化 (Culture) は地域や民族によっ
て個性があり、多様で、伝統と永続性をもち、人々の心
の拠り所になっています。文明 (Civilization) は文化を含
むが、技術的、物質的所産を併せた近代社会の状態を指
し、地域や民族を超えて普遍性をもつ。秩序の崩れ、乱
雑さの度合いをエントロピーと言いますが、文明はエン
トロピーが増大する方向、つまり秩序が乱れる方向に動
く。私は精神的、物質的要素が均衡・共生してこそ人類

科学と芸術の関係をどうお考えですか。

野依

命で、精神的余裕がなくなっている。芸術はこれを緩和
―

野依 母が教育熱心で、日曜日に絵画教室に通わされま

科学も芸術も人類の旺盛な想像力と創造力によっ

て生み出されてきました。しかし20世紀半ば、英国の物理
学者で小説家のチャールズ・パーシー・スノー（1905年〜80
年）は「二つの文化と科学革命」という題名の著作で大
きな反響を呼びました。「科学と芸術は対極にあり、こ
の二つの文化はぶつかり、話し合うことがないという不

は進歩発展すると思う。だから個性と多様性を基礎とす
る文化を尊ぶ文明を作らなければいけない。文化を尊重
することで文明の質が高まる。情報と知識は増えている
が知恵が増えないというのは文化の低迷です。現代文明
の巨大な力が文化を蹂躙し、社会を衆愚の集合体にして
いるのではないか。科学の世界でも反省があります。
IT、AI 時代の芸術の役割をお聞かせください。

幸な状況が続いている」と指摘したのです。科学と芸術

―

の間でコミュニケーションが成り立たなくなっていると

野依

いうのですが、私は文化と芸術は同一でなく、文化はもっ
と広い概念だと思っています。芸術と科学はともに文化
の要素であって、決して対立するものではありません。

間の欲望が行き過ぎれば取り返しがつかなくなる。自然

IT、AI の時代だからこそ芸術がますます大事に

なっている。科学技術は 20 世紀に人類に大きな恩恵を
もたらしたが、技術の活用の不具合は社会に影を落とし
ている。科学は生命の誕生や死にまで介入しており、人

あると思っています。
一方、IT の活用は埋もれている才能を発掘して世の
中に迅速に送り出し、社会全体を豊かにする。個人の創

敬意を表したい。第一号の東京駅の「天地創造」も毎日
数十万人が目にし、何かを感じ、何らかの発想を触発し
ているかも知れない。商業広告と比べ品位の面でも違い
は歴然です。日本交通文化協会は設置した 500 を超える
パブリックアートに対する第三者の率直な意見を聞き、
集約し、公表してはどうか。パブリックアートの発展に

造性と社会がつながり、芸術家の独自な創造力に十分な

大きな力になると思う。

敬意を払いながら、その成果を社会的に最大化する時代

―

になった。逆にこれは芸術家の価値観も変えていくと思
う。また芸術家と科学技術者を結び、連携協力の可能性
も開けています。ただ IT に依存することでグローバル化
に飲み込まれ、画一化することは避けなければならない。
文化の神髄である個性を守っていかねばならない。どう
すればいい方向に向かうことができるか、人間の知恵が
試されている。

を願っています。ただ法制化する以上、社会の共感を得
る大義が不可欠で、芸術家を守るといった視点を超えて、
社会のための芸術、人類存続のための芸術といった論理
の構築が大事です。芸術を中核とする文化は日本の国際
国が健全に存続していくためにも不可欠です。これを言
い切らねばならない。
「１％」は地域によっていろいろな
形があっていい。税金一本やりでなく、有意義に使われ
るなら喜んでお金を出すという人も多く、そうした志を

パブリックアートについてのお考えを。

野依

野依 「１％」の社会へのインパクトは絶大で、その法制化

的な信頼と共感を獲得するソフトパワーの最たるもので、

アートで豊かな街を作ることが
「１％フォー・アート」の目的
―

公共工事費の１％をアートに割く「１％フォー・アー

ト」
（以下「１％」）についてはいかがですか。

公共空間を飾るパブリックアートは美術館や応接

間に飾られたアートとは違い、より開かれた公共的資産
です。アートを社会と結び付け、芸術家にありがちな自
己中心主義を修正していきます。滝久雄理事長が 50 年前
に斬新な発想でパブリックアートの普及を始めたことに

取り込んで設計されるべきだ。法制化はあくまで手段で、
アートで豊かな街や地方を作っていくのが目的です。法制
化が新たな既得権者を作るだけなら支持は得られない。
「１％」を唱える人たちは不退転の決意で取り組み、万全
の合意に基づいて方向性を打ち出さねばいけない。
（聞き手・西川 恵）

パブリックアートと１％フォー・アート
Public Art and 1% for Art

公益財団法人日本交通文化協会（滝

東京駅 ステンドグラス『天地創造』
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（漫 画 家 の 竹 宮 惠 子 さ ん 原 画・監 修）

久雄理事長）がパブリックアートの普及

を徳島空港に設置しました。
（14ページ

振興に取り組んで今年で50年になります。

参照）

から実施されています。

選定においては公平性が担保されてい

パブリックアートと「１％フォー・

なければなりません。このために公的

アート」はいうならば車の両輪です。

機関の代表や、アーティスト、設計・

現在、日本ではパブリックアートの推

建築家などからなる選考委員会が設け

第一号は1972 年 10 月、東京駅に設

公共の空間や環境をよりヒューマン

置された福沢一郎先生の原画によるス

で楽しい心安らぐ場所にしたいとの思

進は民間が担っていますが、欧米では

られ、広く募集をかけた上で応募者の

テンドグラス『天地創造』でした。以

い一筋でやってきた50 年ですが、もう

「１％フォー・アート」の法制化によっ

厳正な審査・選定を行うことになりま

来、北は北海道から南は沖縄県の石垣

一つ並行して協会が進めてきたのが

てパブリックアートの設置において国

島まで、駅、空港、学校、市役所、公園

「１％フォー・アート」法制化に向けた

や自治体などが果たす役割が大きく

などに設置したパブリックアートは

活動です。「１％フォー・アート」は公共

今 年 8 月現 在、551作品を数えます。

工事費か、 公共建築費のいずれかの

「１％フォー・アート」法によって

の大切な要素で、これによって「なぜこ

今 年 3月 には5 5 0作品目となるステン

約１％をその建物や構造物に関連する

公共工事費や公共建築費から割かれる

の作品を選ぶのか」「設置するアート

ドグラス「ZOMEKI - 悠久の二拍子 - 」

アートに割く政策です。欧米では以前

資金は税金ですから、アーティストの

は施設の機能・目的と合致しているか」

なっています。

す。選定結果は公報されます。
この募集、審査、決定、公報という
プ ロ セ ス は、「１ ％ フ ォ ー・ア ー ト」
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パブリックアートを語る
Talking about Public Art

隈 研吾

F O R

A R T S

「１％フォー・アート」は建物に臥竜点睛を加える役割を果たす

隈 研吾

くま・けんご

KUMA Kengo

建築家、デザイナー。1954年横浜出身。
大学卒業後、大手設計事務所、米コロン
ビア大学客員研究員などを経て、
1990年
隈研吾建築都市設計事務所を設立。内外
で数多くの設計を手がけ、 2021年夏の
五輪のメイン会場となった国立競技場の
設計も担当した。受賞も数多い。

“1% for Art” serves to add the finishing touch to buildings

「１％フォー・アート」がもたらす効果
―

隈

て設計者、発注者、地域の関係者を交えて議論します。
さらに建物の地域における役割など、アートを媒介にさ

隈先生はフランスで数多くの公共建築の設計に携わ

まざまな意見が交わされ、設計者自身が意識を変える必

触れられてきました。

選考を経て決まりますが、導入するアートによっては設

り、身近に「１％フォー・アート」
（以下「１％」）に

要も出てきます。この後にアーティストの公募が行われ、

ボクはフランスで「１％」の使い方を見て、自分の

計変更しなければならない。
「１％」は建物に臥竜点睛を

建築の価値を変えることができると知りました。「１％」
によってアートを建築に導入することで空間の質が上が

加える役割を果たしているのです。日本では、設計者は
図面を提出するだけで、建物の予算はこれこれで、建物

るのです。また地域に対する建築の文化的貢献など本質

はこういう機能を、というところで議論が終ってしまう。

的な議論の契機にもなります。

―

建物の地域における役割とは。

どういうことですか。

隈

例えばパリ北部の仏国鉄「サン・ドニ・プレイエル駅」

―

隈 「１％」が適用される公共建築では、この建物にはど
のようなアートを入れるのがいいか、 建物との相性も含め

は 2024 年のパリ五輪の中心的な駅となりますが、駅の
上を緑化し、地域の公園として使ってもらう我々の提案
が採用されました。この地域は移民が多く、治安も悪く、
駅は地域の問題を解決するための公共建築という意味合
いがあります。しかも驚いたのは「１％」でラップ系のス
トロマエ＊1 というミュージシャンが選ばれ、彼が駅で

― 「１％」の面白い使われ方ではどういうものが
隈

ます。照明がペンダントのように釣り下がってそれ自体
がインスタレーションになっていて、またプログラムさ
れた照明が変化して空間を変容させていきます。建築と

公共建築に大きな彫刻を置くことだと思っています。そ
れとアートはお金持ちの遊び、といった偏見がまだ日本
人にある。アートで地域や社会のさまざまな問題を変え
て行こうという意識がまだ薄い。

アーティスティックなものだったので、本体予算からでな

―

ゼネコンは「１％」に賛成するでしょうか。

隈

大手ゼネコンにとっても建築費の約１％でその建築

く
「１％」
が充てられました。いま先進国はどこも財政難で、
この照明のように足りない本体予算を「１％」で 補うよう
な使い方もされています。建物に入れる椅子やテーブルも、
普通のものなら本体予算ですが、アーティスティックな
ものになると「１％フォー・アート」が適用されます。

一流アーティストの作品は建物の質を高める
―

に文化的価値が付与されることは大きなプラスだと思い
ます。建築費の約１％という額は小さいようで大きい。
うまく使うと建築全体の価値を上げられ、費用対効果が
大きい。
「１％」の法制化に反対することはないだろうし、
自分らにとっていい制度だと思ってほしい。
（聞き手・西川 恵）

建築とアートでいえば、 隈先生が設計した東工大大

岡山キャンパスの「Hisao & Hiroko Taki Plaza」

（2020 年12 月竣工）には漫画家の大友克洋先生の

陶板レリーフ「ELEMENTS OF FUTURE」が設置さ

と思いますが、これも広義のパブリックアートです。彼

＊1：1985年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。ヒップホップ・シンガーソングライター。
父はルワンダ人、母はベルギー人。幼少から音楽教育を受け、11歳から4年間、
「ジェット音楽アカデミー」で学ぶ。15歳からラッパーとして活動し、マエスト
ロを逆さにしたストロマエを名乗る。

隈 「１％」を日本人はほとんど知らないし、せいぜいが

同化するような効果があって面白かった。この照明は

ラップ系音楽に移民が乗りやすいということで選ばれた

ときは周辺が大騒ぎでした。

照明デザイナーとコラボレーションしたことがあり

日本では「１％」に対する考えがまだまだ浸透して

いません。

ありましたか。

流すビデオアートと音楽を担当します。ストロマエの

はフランスでも大スターで、パリのウチの事務所に来た

―

れています。

隈

超一流のアーティストが本気でやった時の力を思い知

りましたし、このコラボレーションによって建物の質自体を
上げてもらったと感じました。ボクの知っている設計者でもアー
ティストとコラボしたことで面白くなった建物はいくつもある。

大友克洋先生の陶板レリーフ「ELEMENTS OF FUTURE」

サン・ドニ・プレイエル駅の完成予想図（隈 研吾建築都市設計事務所提供）

「アートによって建築はより価値を高
めるか」など広く議論を起こし、アート
に対する人々の関心を深めていきます。
国によっては設置されたアートに対し
て「あのような醜悪なアートに税金を
割くのは反対だ」とシビアな意見も寄
せられますが、こうしたことを含めて
「１％フォー・アート」は社会とアート
の関係性を考える契機となります。
またこの公募という仕組みからも分
か る よ う に、「１ ％ フ ォ ー・ア ー ト」
は名の知れたアーティストばかりでな
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く、若手アーティストにも広く門戸を
開き、飛躍するチャンスを与えます。
ギャラリーの販売や美術愛好家の購入
に主として頼る日本のアート産業を考
えた時、
「１％フォー・アート」の波及
効果は極めて大きいものがあります。
当協会は早くからこの「１％フォー・
アート」に注目し、その実現に向けて
活動してきました。
2000年にパブリックアートに関する
特別委員会（委員長・清家清＝東京藝大
名誉教授）
を設け、専門委員会などでの

議論を踏まえて「パブリックアートに

の 部 会 な ど に 招 か れ、外国における

関する提言」をまとめました。このな

「１％フォー・アート」の実施状況や法

新型コロナウイルス感染が拡大して

連盟が「提言『1％フォー・アート』シ

かで日本の文化・芸術振興のために政

制化の意義を説明してきました。当協

いた 2020年５月、当協会は「文化芸術

ンポジウム」を開催しました。また毎年秋

府が取り組むべき施策として、税制改

会が毎年秋に上野駅で開催している交

の抜本的な振興のための提言‒コロナ禍

に東京で開催されている
「DESIGNART

革、日本画美術館の建設などと並び、

通総合文化展でも「１％フォー・アー

のいまこそ『１％フォー・アート』の実現

TOKY O 」の事務局も、 2019 年から

「１％フォー・アート」の実現を求め

ト」のコーナーを設け、その内容を噛

を」をまとめ、滝氏が政府首脳に手渡し

「１％フォー・アート」への賛同を募る

ました。この提言は当時の森田一運輸

み砕いて説明し、さらに当協会のホー

ました。
「１ ％ フ ォ ー・ア ー ト」を 法

活動を行っています。まだまだ十分で

大臣と佐々木正峰文化庁長官に、清

ムページでは、
「１％フォー・アート」に

制化して、いまこそ文化芸術振興のた

はありませんが、当協会は法制化実現に

家、滝両氏から手渡され、経団連会長

賛同する各界有識者のお名前を掲載し

めに抜本的な政策を国として打ち出す

向けてこれからも積極的に取り組んで

や全国の美術大学学長にも提出されま

ています。

べきだと訴えたのです。

いきたいと思っております。

した。
また滝氏は文化庁の審議会や自民党

当協会では、欧米のような公共建築費
ではなく、門構えを大きくとって公共

工事費の1％を求めています。

に思います。2019年７月、日本美術家

日本でも徐々に「１％フォー・アート」
に対する認識が広がってきているよう
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第547号作品

青森空港

ステンドグラス ◎サイズ: H2.4m╳W11.4m

「青の森 へ」原画・監修 : 森本 千絵

"To the Deep Blue Forests"
for Aomori Airport
Original Painter & Supervisor:
MORIMOTO Chie"

本作品の原画・制作監修を務めたの
は、青森県三沢市出身で、アートディレ
クターとして多方面で活躍している森本
千絵氏。青森の森と空と海を象徴する青
と、リンゴや紅葉を現わす赤を基調に、
ねぶた祭や踊り手の跳人（はねと）
、こけ
し、十和田湖や奥入瀬や白神山地など、
青森の風物や風景が四季の移ろいととも
に表現されています。
青森の地に降り立つ人を「青の光でお
迎えしたい」という森本氏の想いが込め
られた本作品は、25 種類もの青いガラ
スをはじめ、全体で85種類の色彩と約
3,200ピースのガラスが使用され、森本
氏による絵付けや監修のもと、クレアー
レ熱海ゆがわら工房のステンドグラス
職人6人により製作されました。森本氏
のデザインがステンドグラスという素材
森本 千絵

制作中の森本氏

と出会うことで、作品に新しい息吹が
吹き込まれました。

MORIMOTO Chie

アートディレクター。1976年生まれ。青森県出身。武蔵野美術大学
卒業後、博報堂入社。2007年株式会社goen 設立。広告企画、商品
開発、映画・舞台美術など活動は多岐にわたる。ニューヨークADC
賞、東京ADC賞グランプリ、伊丹十三賞、日本建築学会賞など受賞
多数。武蔵野美術大学術大学視覚伝達デザイン学科客員教授。
＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。

クレアーレアート第550号作品

徳島空港

ステンドグラス

◎サイズ: H2.7m╳W9.0m

「ZOMEKI −悠久の二拍子−」原画・監修: 竹宮 惠子

"ZOMEKI -The Two-Beat Rhythm Forever-"
for Tokushima Airport
Original Painter & Supervisor:
TAKEMIYA Keiko"

徳島阿波おどり空港に設置されたこ
の大型ステンドグラスは、日本交通文
化協会の550作品目として、パブリッ
クアート設置50周年を迎えた2022年の
記念すべき作品です。
徳島出身の漫画家・竹宮惠子氏によっ
て描き下ろされた原画は鳴門の渦潮を
背景に、二拍子の軽快な阿波おどりの
お囃子“ぞめき”に合わせて、生き生き
と舞っている踊り手たちを見に、竹宮
氏を代表する漫画 8 作品、総勢30人の
キャラクターたちが集っています。
鳴門の渦潮は、23 色1,000ピースを
超えるガラスを使い、青色系統のガラス
を細かく切り分けて濃淡をつけ、奥行き

制作中の竹宮氏

のある大迫力の渦潮を表現しています。

手やキャラクターは、原画の再現性を

徳島県のシンボルカラーの藍色も、激

高めるため、筆による絵付けが施され

流の表現に効果的に使われました。踊り

ています。

竹宮 惠子

TAKEMIYA Keiko

漫画家。1950年生まれ。徳島県出身。少年愛をテーマとした「風と
木の詩」
は人間ドラマの傑作として、その後の少女漫画の世界に大き
な影響を与える。SF漫画「地球へ…（テラへ）」や「天馬の血族」な
ど幅広いテーマの代表作多数。2014年紫綬褒章受章。京都精華大学
学長（2014年〜2018年）、日本マンガ学会会長。
＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第546号作品

クレアーレアート第551号作品

東京工業大学 大岡山キャンパス

陶板レリーフ ◎サイズ: H5.0m W5.0m

「ELEMENTS OF FUTURE」
原画・監修: 大友 克洋

漫 画 家・映 画 監 督 の 大 友 克 洋 氏 の

重構造になっており、中心には、宇宙

出すかはキミたちなのだ」と作者から

原画によるこの陶板レリーフは、 東 京

をイメージした曜変天目茶碗のような

のメッセージとともに、未来への希望

工業大学大岡山キャンパスの「Hisao

青い陶板がのぞいています。そこへ向

が表現されています。

＆ Hiroko Taki Plaza」に設 置 さ れ ま

かって火、機械、鉱物、水、建築、人

原画をもとにクレアーレ熱海ゆがわ

した。

間の６つの要素が渦を巻くように吸い

ら工房で構想も含めて約 2年半かけて、

込まれていく様子が躍動感たっぷりに

同工房の職人ら15人による高度な技術

描かれています。「混沌から何を作り

を発揮して挑み、完成させました。

本作品は直径約 5 mある球面状の二

大友 克洋

制作中の大友氏
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"ELEMENTS OF FUTURE"
for Tokyo Institute of Technology,
Okayama Campus
Original Painter and Supervisor:
OTOMO Katsuhiro
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帝京大学 八王子キャンパス

金属モニュメント

「昇（しょう）〜希望に向かって〜」
制作: 宮田 亮平

宮田亮平氏製作の金属モニュメントが
設置された帝京大学八王子キャンパス。
多摩丘陵の美しい自然の中にあり、数あ

渡っていた時に、並走して泳ぐイルカの

学んでいます。
１２５頭のイルカで表現され

姿を目にしたのがきっかけでした。イル

た高さ９メートルの本作品は、帝京大学

カそれぞれの個性をいかして、ダイナミ

で学ぶ若者たちに、勇気と挑戦を奮い立

ズムと清新さを求めて造られました。

宮田氏の代名詞ともいえるイルカのモ
チーフは、若き日に佐渡から新潟に船で
宮田 亮平

制作中の宮田氏

"Syo-Leaping Towards Hope-"
for Teikyo University, Hachioji Campus
Producer : MIYATA Ryohei

るキャンパスの中で、最も多くの学生が

たせるシンボルとなっています。

OTOMO Katsuhiro

漫画家・映画監督。1954年生まれ。宮城県出身。代表作に『童夢』
『AKIRA』など。ペンタッチに頼らない均一な線による緻密な描き込
み、複雑なパースを持つ画面構成などの作風で、漫画界に大きな影
響を与えた。劇場版『AKIRA』など自ら監督。紫綬褒章受賞。フラン
ス政府より芸術文化勲章オフィシエ受章。

◎サイズ: H9.0ｍ W4.0m

当協会のパブリックアート事業で宮
田氏が手掛けた作品は、これが１７作品目
となります。

MIYATA Ryohei

金工作家。1945年生まれ。新潟県出身。イルカをモチーフとしたシュプ
リンゲンシリーズなどの作品で、国内外の美術展に参加。
「日展」
内閣総
理大臣賞、日本芸術院賞等受賞。東京藝術大学学長、文化庁長官など
を歴任。東京藝術大学名誉教授・顧問、文部科学省参与、長岡造形大
学客員教授、現代工芸美術家協会常務理事、2022年より日展理事長。
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第544号作品

クレアーレアート第548号作品

東京メトロ銀座線 青山一丁目駅

ステンドグラス ◎サイズ: H3.0m W5.4m

「みんな友だち」
原画・監修: 野見山 暁治

"We’re All Friend"
for Aoyama-icchome Station,
Tokyo Metro Ginza Line
Oringinal Painter and Surpervisor:
NOMIYAMA Gyoji

クレアーレアート第545号作品

東京メトロ銀座線 外苑前駅

「躍動の杜」

原画・監修 : 山下 良平
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渋谷スクランブルスクエア デジタルアート ◎サイズ: H5.9m W1.3ｍ（デジタルサイネージ規模）

「COLORS OVER SCRAMBLE」
原画・制作監修: 大友 克洋

"COLORS OVER SCRAMBLE"
for Shibuya Scramble Square
Oringinal Painter and Surpervisor:
OTOMO Katsuhiro

クレアーレアート第549号作品

ステンドグラス

◎サイズ: H2.0m W5.0m

"Forest of Dynamism"
for Gaienmae Station,
Tokyo MetroGinza Line
Oringinal Painter and Surpervisor:
YAMASHITA Ryohei

東京メトロ銀座線 日本橋駅

ステンドグラス

◎サイズ: H2.1ｍ W6.0m

「日本橋南詰盛況乃圖」
原画・監修: 山口 晃

"View of Flourishing South End Nihonbashi"
for Nihombashi Station,
Tokyo Metro Ginza Line
Oringinal Painter and Surpervisor:
YAMAGUCHI Akira
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芸術・文化の明日を担う美大生を育成

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介

公益財団法人 日本交通文化協会が手がける育英事業のひとつ「国際
瀧冨士美術賞」は、将来を担う若手芸術家を育成する奨学金制度です。

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools
第9回

ラサール芸術大学（シンガポール）

LASALLE College of the Arts（Singapore）

創設者はアイルランド人のジョゼフ・マックナリー
（1923 年〜
2002年）で、戦後、シンガポール、マレーシアなどの大学で
アート教育に従事。1984年にラサール芸術大学の前身となる
セントパトリック芸術センターを設立しました。彼はアート教育
でシンガポール政府にもさまざまな助言を行い、文化芸術で
の多大な貢献に同国市民権を授与されました。
ラサール芸術大学は８学部にファインアート、デザイン、

ラサール芸術大学

現在、国内13校・海外12校の優秀な美大生に奨学金を給付しています。

● 創立：1984年 ● 教員数：1,200人 ● 学生数：2,500人 ● 所在地： シンガポール

映像、アニメーション、音楽、ダンス、
演劇など 30以上の学科があり、 同国
の大学ランキングは３位。学生の半数が
留学生で占められ、教員も約 20カ国
から著名アーティストを招へいしていま
す。ビジネスとの連携も強化しており、
在学中に身につけた幅広い知識とスキ
ルを武器に、卒業後は工業デザインや
ファッション、クリエイティブ 産業など
に就職する人も多くいます。
ヘーゼル・リム教授（左）
と
シンガポールの受賞学生
国際瀧冨士美術賞の授賞式に2019年
来日したヘーゼル・リム教授は「効率と生産性重視の経済第一
でやってきたシンガポールは、いま文化芸術重視に舵を切っ
ています。政府は
『シンガポールをルネッサンス都市に』
を掲げ、
国立美術館がオープンし、ギャラリーなど画廊も数多く生ま
れ、アート関連イベントも盛んです」と語っています。大学
は都市国家シンガポールの将来を担っていると言っても過言
ではないのです。

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く
CREARE—Creating the Future of Public Art

パブリックアート一つひとつに私の物語が
My story in each piece of public art

当協会がパブリックアートの普及振
興に取り組んで今年で 50 年となります。
この間に設置したパブリックアートは
全国550作品を超えました。
私が三菱金属（現・三菱マテリアル）
を辞め、親父の事業を手伝うようになっ
たのは 27歳で、文化展事業を担当しまし
た。文化展では約 50人の著名な日本画、
洋画、彫刻家の先生に交代で新作を出
品していただいており、先生のお宅に年
４回、お願いに上がっていました。
若輩の私を先生方は可愛がってくださ
り、日本や世界の芸術の潮流、留学体験
など興味深いお話を伺いました。山本丘
人先生、西山英雄先生、三岸節子先生、吉
岡堅二先生、片岡球子先生…。挙げれば
キリがないきら星のごとき存在でした。

東京駅にパブリックアート第一号とな
るステンドグラスを設置する企画を考え
ついた時、私は福沢一郎先生を父に推薦
しました。シュルレアリスムを日本に紹
介した先生は、1924 年から７年間のパリ
留学体験を楽しそうに話してくださって
おり、
「先生なら、東京駅に相応しい原
画を描いてくださるだろう」と思ったから
です。その作品『天地創造』は 50 年たった
いまも輝きを放っています。
節目となる500号作品の原画を 、私は
堀文子先生にお願いしました。2013 年、
先生の行きつけの銀座の喫茶店でお会
いしてお願いしたのですが、先生は開口
一番、
「滝さんの息子さんも大きくなら
れて」
と言われました。私はすかさず「先
生、何をおっしゃっているのですか。50

で、その政策は人々の暮らしにもろに影響を与えます。逆

上でのキーワードが対談には溢れています。
（M）
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あり方を考える企画です。区は最も住民に近い基礎自治体

多様性、表と裏、闇市……。これからの町づくりを考える

公益財団法人 日本交通文化協会
理事長

TEL.03-3504-2221 FAX.03-3504-2224

今回は豊島区のまちづくりを通して、21世紀の都市の

代が後ろから追いかけてきたとも言えるようです。文化、

滝 久雄

発行： 2022年8月23日 編集発行人： 滝 久雄
発行所：公益財団法人 日本交通文化協会 くれあーれにゅーす編集室
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル

編集後記 From the Editor

説的ながら、豊島区は開発が遅れたのが幸いして、いま時

年前、逗子のお宅に伺っていたのはこの
私ですよ」と申しました。すると先生の返
答が振るっていました。
「あら、そうだっ
たのね。少し暗かったから分からなかっ
たわ」
。当時、90 代半ば。ユーモア溢れ
る方でした。その陶板作品『ユートピア』
は翌2014年２月、福島空港の国際線 1 階
ロビーに設置されました。
550を超える作品一つひとつに、私に
は語るべき懐かしい物語があるのです。

クレアーレは、公益財団法人 日本交通文化協会の
環境芸術推進活動の総称です。
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