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横浜市の「歴史を生かしたまち
づくり」と「創造都市」の新展
開、BankART1929

市の地形や街並み、歴史、文化など、その都市
固有の資産をいかした（都市空間の文脈を踏襲
した）創造的活動である。

( 3 ）地区内の歩行者の回遊性の向上と
街並みデザイン誘導
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歴史を生かしたまちづくりの実施

（ 1 ）本格実施を前にした市の取り組み
歴史的建造物の保存については、多くの都市

最初の都市デザインの取り組みは、関内地区

が教育委員会所管の文化財行政として実施して

の歩行者空間のネットワークづくりであった。

おり、横浜市でも、三渓園の臨春閣（江戸期建

歩きやすい楽しい歩道や建築敷地内広場づくり

設の和風建築）や旧横浜正金銀行（1904年造・

などにより、関内地区の駅から港に面した山下

現神奈川県立歴史博物館）など国指定重要文化

公園へいたる 3 本の道「都心プロムナード」の

財などがある。しかし、1970年代の市の文化財

整備、また、馬車道、元町などの商店街におけ

行政では、関東大震災（1923年）以降の近代建

るショッピングプロムナードづくりなどがその

築や西洋館は対象としていなかった。また、街

手法が明確でないため難しく、別の意味で重要

例であった。都市デザイン活動では、このよう

並みデザインの視点から外観の一部の保存活用

な課題であった。

な歩行者空間整備にあわせ、建築物等・街並み

でも評価したいと考えても文化財行政では対応

デザインの誘導も行い、この地区らしい重厚な

できない状況であった。このため、横浜市では、

（ 2 ）既存市街地の修復型都市空間形成
−関内・山手地区の都市デザイン
行政

色調のデザイン誘導を図ってきた。山下公園通

近代建築や西洋館などを中心とした歴史資産の

りでは、こういった街並みデザイン誘導の中で、

保全活用の取り組みを都市計画局所管の都市デ

1922年建造の近代建築・旧英国7番館の土地購

ザイン行政「歴史を生かしたまちづくり」とし

都市デザインチーム（現在の都市デザイン

入者へ、建物の一部保存活用を要望し協力いた

て開始した。なお、その後、文化財行政として

として、「横浜らしい個性ある都市空間の形成」

室）は、この関内地区の魅力形成・活力形成を

だいている（1979）
。こういった歩行者ルート

の西洋館保存の取り組みも実施されるように

を目指して都市デザイン活動を開始した（都市

大きな取り組み課題とした。この地区は、1859

の設置により、戦災を経て生き延びた数少ない

なっている。

デザインチームを設置）
。当時の横浜市は、都

年に開港場として江戸幕府によって政策的に新

歴史建造物などに来街者の関心が向くようにな

心部再整備、港北ニュータウン整備、金沢地先

設された歴史を持つ。掘割で囲われた関内（関

る。

埋め立て、高速道路整備、地下鉄建設、ベイブ

所の内側の意味）地区には、外国人居留地や日

リッジ建設からなる六大事業（公的プロジェク

本人商業地などが設置され、西洋技術を取り入

ト）の推進計画に着手するなどの時期であった。

れた港湾整備や道路や橋、ガス灯などの整備が

また、1986年には、県や商工会議所、観光協

集発行し、都市形成の共通認識の下地づくりを

このうち、都心部再整備の骨格的事業となった

進み、西洋館が立ち並ぶなど西洋文明の日本へ

会などと共同でヨコハマ夜景演出事業推進協議

行った。また、1983、84年には、日本建築学会

のが、都心臨海部の造船所や鉄道ヤードを移転

の流入口としての特異な都市景観を形成して

会を設立し、歴史的建造物を中心とした主要な

に委託し、横浜市内の歴史的資産の基礎的調査

し、そのあとに未来型の業務型新市街地を作る

いった。このような街並みは、その後山手外国

ランドマーク施設への夜景演出（ライトアッ

を行い、約2,000件の歴史建造物のリストアッ

プロジェクトであり、この事業は後に「みなと

人居住地においても形成されてゆく。残念なが

プ）を開始した。これが、様々なマスコミを通

プと保全整備構想をまとめている。

みらい21」事業となる。

ら、こういった特異な横浜の都市景観は、関東

じて PR され、横浜の夜の風物として定着する

このような都市の骨格整備を進めることとあ

大震災と第 2 次大戦の 2 回の罹災により 9 割以

ようになり、この事業を通じて歴史建造物ファ

開港資料館として活用）
、1981年には東横線大

わせ、横浜らしい個性ある都市空間の形成につ

上消失するのである。しかし、現在でも、横浜

ンが増えることになり、また、建物所有者に

倉山駅近くの大倉精神文化研究所（1932造）を

いても重視し、都市デザインという取り組みを

に思いを強くする多くの横浜人（あるいは浜っ

とっても歴史的建造物としての価値を認識して

取得し大倉山記念館として活用など、市として

全国都市に先駆けて開始したのであった。特に、

子）達は、西洋文明の窓口であった横浜の伝統

いただくきっかけとなる。なお、この事業では、

の保全活用事業も行っている。なお、開港資料

都心部においては、公的資金を導入し、また住

を大切にしていた。

民間施設への投光施設設置費や電気代などの一

館（旧英国領事館）
、隣接する海岸教会（1933

部を上記協議会が助成する仕組みとなっている。

造）を含む開港広場整備も行っている（1982）
。

国吉直行1)、仲原正治2)、池田

修3)

1）横浜市都市整備局上席調査役（エグゼクティブアーバンデザイナー）
2）横浜市開港150周年・創造都市事業本部 創造都市推進課
3）BankART1929代表

1

横浜市の都市デザイン活動と
歴史を生かしたまちづくり

( 1 ）都市空間の魅力を創る
−都市デザイン行政
横浜市は、1971年に、都市づくり行政の一環

（ 4 ）夜景演出事業

1970年代から開始した関内地区の都市デザイ

備の事業主体になってもらうなどの体制による

ン活動では、こういった横浜人達の思いも大切

現在、夜景演出常設施設数は51施設、うち歴史

「みなとみらい21」のような未来的な超高層の

にした「横浜の伝統をいかした」都市デザイン

的建造物は37施設である。（担当：国吉）

関内地区（既存の市街地）の再生は、その事業

34

を街の特性づくりの基調とすることとした。
そもそも、都市デザインとは、それぞれの都

1977〜79年に、都市デザイン担当が事務局とな
り、日本都市計画学会に委託し「港町横浜の都

宅都市整備公団（現・都市再生機構）に基盤整

街並みの形成を図る一方、横浜発祥の地である

「歴史を生かしたまちづくり」であるが、

市形成史」を調査し、1981年に出版物として編

1979年には旧英国領事館（1931造）を取得し、

また、1982年には、民間事業によって取り壊
されることになった山手地区の A・レーモン
ド設計の「エリスマン邸」を市として部材取得
（1990年に元町公園に復元）
、1984年には、元町
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公園スロープ工事の際に発掘された旧マクガワ
ン邸の遺構の遺構広場としての整備（ブラフ80
メモリアルテラス）などの工夫も行われるよう
になった。

（2）
「歴史を生かしたまちづくり要綱」
の制定
民間施設の所有者による保存活用を推進する
ための仕組みとしての「歴史を生かしたまちづ
くり要綱」の制定は1988年である。この要綱制

■写真１

赤レンガ倉庫の保存活用
■写真 2

定の直接のきっかけとなったのは1986年に発表

オープンカフェ

■写真 3

象の鼻地区再整備計画

（象の鼻波止場の復元）
。

された日本火災横浜ビルの解体計画とこれに対

2001）、横浜税関の保存（現状保存＋一部増築

する、馬車道など地域団体の反対活動であった。

2001）、横浜地方気象台保存（現状保存＋別棟

ガーデンとして保存・1993）
、旧臨港鉄道の護

横浜市は、日本火災ビル（現・日本興亜馬車道

増築：現在事業実施中）である。県の事業とし

岸、トラス橋（汽車道プロムナードとして保存

ビル）の保存活用を事業者に要望するとともに、

ては、いずれも関東大震災以前の建築である旧

活用・1997）がある。

歴史資産としての位置づけ（認定歴史的建造

モリソン商会（県指定文化財・保存事業2001）

物）や、これによる事業費助成を行える制度と

や旧露亜銀行の保存事業（現在事業中）があり、

や他の地区の橋やトンネル施設などの土木遺産

して「歴史を生かしたまちづくり要綱」を制定

市の事業としては、開港記念会館のドームの復

が認定歴史的建造物となっている。なお、認定

した。現在この要綱によると、非木造での外観

元（1989）、旧横浜商工奨励館及び NTT 旧市

歴史的建造物73件のうち土木遺産は18件となっ

保全に最大6,000万円、耐震改修費に最大2,000

街電話局の保存活用（現状保存2000）、赤レン

ている。

万円の助成金を出すことができる。また、その

ガ倉庫（1911、13年造国施設）の取得と保存活

他、調査費、維持管理費助成もある。歴史を生

用（2002）、馬車道の旧富士銀行の取得（2002）
、

かしたまちづくり要綱による保存活用事業の特

そのほか山手地区における西洋館（山手234番

（ 5 ）地区としての新展開、歴史的資産
活用の新たな工夫へ

徴は、登録・認定などの位置づけや、保存事業

館、山手111番館、ベーリックホール）の取得

こういった中で、馬車道周辺から新港地区、

横浜は歴史的建造物も多くエキゾティックな

費の助成制度とともに、街並み景観としての資

や復元保存（ブラフ18番館、山手公園管理事務

日本大通り周辺、山手地区は歴史資産保存活用

街。そういうイメージを持つが、実際には明治

産の評価を最重視しており、外壁の一部保存な

所、外交官の家）などがある。

施設の集中地区として育ち、歴史資産見学だけ

から昭和初期ころの建物はこの地区に30くらい

なお、関内地区・山手地区の西洋風歴史的建

で街中を回遊し楽しめるほどになっている。こ

しか残っていない。これが壊されてしまうとい

造 物 以 外 に、 旧 横 溝 家 住 宅 の 取 得 保 存 活 用

うした中で、水際線のプロムナード「開港の

うことは、横浜のアイデンティティの危機であ

（1982）、複数の古民家からなる長屋門公園整備

道」や、日本大通りの豊かな歩道空間への改造

る。そのため、横浜市は、1988年制定の「歴史

（1995）など郊外部の古民家の保存活用なども

事業といった歴史景観を楽しめる空間づくりや

を生かしたまちづくり要綱」制定により。多く

歴史資産の説明サイン整備も行なった。これら

の民間建造物の自力保存活用を進めてきたが、

の整備は、2002年のワールドカップサッカー大

あわせて、馬車道にある旧富士銀行（1929造）
、

会開催に合わせて終了している。

日本大通りの旧関東財務局･旧労働基準局
（1927

ども含めた柔軟な対応を行っている点である。

（ 3 ）歴史を生かしたまちづくりの実績
要綱制定以来、横浜市としての取り組みはよ
り積極的に行えるようになった。

行っている。

2006年10月現在、この要綱による登録歴史的
建造物は174件、うち認定歴史的建造物は73件

（ 4 ）土木遺産の保存活用

このほか、明治期のレンガ造地下下水道施設

また、2009年の開港150周年に向けて、横浜
港発祥の地である最初の波止場「象の鼻」の復
元を含む、
「象の鼻地区再整備事業」にも計画
着手している。（担当：国吉）

3

創造都市と歴史的建造物の活用

（ 1 ）創造都市（クリエイティブシティ）
に向けて

1960年代から整備検討の始まり、1980年代に

また、2002年に登場した中田市長は「民の力

造）
、旧第一銀行（1929造）を購入した。しか

日本火災ビルの保存活用事業を経て、1990年

事業着手し、横浜の新しい顔的な地区に育って

の存分に発揮される都市」を目標として掲げた

し、税金で購入するのにも限界があり、その他

代以降は、民間、行政による多様な歴史的建造

いる「みなとみらい地区」中央地区、新港地区

が、その具体的施策のひとつとして、こういっ

の歴史的建造物をどのように保存し活用してい

物の保存事業が展開されている。特に住宅や教

では、超高層の現代建築郡を配置するとともに、

た歴史的資産の民間の力による効果的な活用実

くかが大きな課題となっていた。また、市街地

会など保存事業費負担が困難な施設の保存活用

かつての造船所のドック施設や埠頭施設といっ

験を開始した。後ほど述べる BankART 事業

のポテンシャルが落ちてきた関内・山下町をど

には助成金が有効であった。また、国、県など

た近代産業遺産、土木遺産の保存にも力を注い

などの文化芸術活用事業がそのひとつであり、

のように活性化させるかという 2 つの課題を同

も積極的に理解を示していただいている。国の

できた。代表的なものとして、旧横浜船渠 1 号

また、保存活用された歴史的建築物群を背景と

時に解決していく策が求められていた。

事業としては、旧生糸検査所の保存（解体復元

ドック（市の日本丸メモリアルパークとして保

した日本大通り歩道部におけるオープンカフェ

1990）、旧横 浜 地 方 裁 判 所 の 保 存（ 解 体復元

存・1989）、 2 号ドック（民間のドックヤード

事業もそのひとつである。

となっている。
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こうした状況下で中田市政になり、
「文化芸
術と観光振興による都心部活性化検討委員会」
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が発足し、中心市街地の活性化のためには何を

の形成に繋がると考えた。デザイン、映像、音

動の成果を踏まえて2006年からはトリエンナー

とのない事業（BankART 事業）を、 2 修理後

なすべきかが議論された。その結果、欧米でま

楽、美術などの創造的産業は常に動いており、

レステーションとしての役割のほか、アーティ

年間の実験事業として進めたものである。当初

ちの再生事業として進めているクリエイティブ

独創性が豊かで新たな価値観を産み出すという

ストのスタジオとしての活動を開始している。

はどのような展開が生まれてくるかだれもが予

シティの考え方を基本に、2004年 1 月に「文化

意味で「創造性」高い産業と言われている。ま

今後も日本大通の創造界隈の拠点として、近隣

想できなかったと考えられるが、BankART の

芸術都市−クリエイティブシティ形成に向けた

た、今後の日本を支えていく産業のひとつは芸

の博物館のネットワークづくりやトリエンナー

活動による予想を上回る地域効果の結果、旧富

提言」が出された。ここでは、①アーティス

術文化を中心としたソフト産業であるという認

レの拠点として利用していくことで、港へ続く

士銀行に東京藝術大学大学院を誘致することが

ト・クリエーターが住みたくなる創造環境の実

識を持ち、これに横浜の個性である港や歴史的

賑わいの創出を狙っている。

でき、2005月 4 月に映像研究科が開校した。こ

現、②創造的産業クラスターの形成による経済

建造物を加味することにより、他都市とはまっ

桜木町・野毛地区は、低層飲食店が集積する

活性化、③魅力ある地域資源の活用、④市民が

たく異なる横浜らしい個性が生まれてくる。こ

繁華街だが、みなとみらい線の開通にともなう

主導する文化芸術創造都市づくりの 4 つの基本

れは単に文化事業として進めるのではなく、ま

東横線の廃線により桜木町駅がなくなったこと

この BankART 事業の進めるうえでのポイ

的方向が提案された。都市の魅力づくりが街の

ちづくりの大きな柱として位置づけ、総合的な

もあり、経済的に大きな地盤沈下を起こしつつ

ントは運営団体を公募したこと。そして運営団

活性化を産みだすという認識の下に、文化芸術

視野からのアプローチであり、文化芸術で都市

ある場所である。2006年10月にこの地区の近接

体の行う活動を評価しアドバイスする委員会を

を中心としたまちづくりを推進することにより、

の魅力をつくり、それが人をひきつけ、産業の

する野毛山にある旧結婚式場を舞台芸術の創造

形成し、その委員会の開催頻度を月に一回にし

横浜の個性を作り出すことを提言は求めた。こ

発展、豊かな生活を造ろうという試みである。

活動の拠点（急な坂スタジオ）としてオープン

たという、新しい試みである。そのため、運営

れを受け、2006年 1 月には、
（仮称）ナショナ

現在、創造界隈形成のモデル地区については

させ、横浜で不足している稽古場の確保と地域

団体にも緊張感が生まれ、評価する側も緊張感

ルアートパーク構想の提言書が出され、文化芸

歴史性も街の骨格も風土も違う 3 か所を選定し

との連携した事業を進めている。特に「野毛大

を持ち、それを支える行政もどのような成果が

術創造都市のマスタープランが提言され、クリ

て事業を進めている。日本大通り地区、馬車道

道芸」という特徴あるイベントを20年以上続け

生まれるのかを見守るという図式で、進められ

エイティブシティを目指して本格的な取り組み

地区、桜木町・野毛地区である。日本大通り地

ている地区なので、街との連携が非常に重要と

た。この 2 年間の実験の詳細は別の項で述べる

が始まった。

区はペリーが来航した「象の鼻」に近接した地

なっている。それと同時に東横線の廃線にとも

ことになるが、この活動が起爆剤となり、都心

区で現在は県庁、裁判所等が並ぶ官庁街で、近

ない利用されていない線路や駅舎をどのように

臨海部に様々な波及効果をもたらすことになっ

くには開港資料館や新聞博物館などの施設があ

活用していくかが課題となっている。また、野

た こ と も あ り、 そ の 実 験 の 成 功 を 踏 ま え、

これらの提言を実現していくための方策のひ

り、豊かな歩道を中心に静かな賑わいのある地

毛地区に隣接する黄金町駅付近は違法な小規模

BankART 事業は2006年から 3 年間の本格的な

とつとして、歴史的建造物の活用を進め、その

区である。この日本大通の入り口にある旧関東

飲食店が林立していたが、 2 年前に県警の取締

事業へと継続となった。

周辺にアーティストやクリエーターが創作･発

財務局・旧労働基準局（渡辺節設計）を2005年

りにより違法な営業ができなくなった地区で約

表・滞在（居住）する創造界隈（クリエイティ

に行われた横浜トリエンナーレのボランティア

250の小さな店舗が現在も使われない状況と

ブコア）を形成していくということが創造都市

や作家の活動拠点として暫定活用した。その活

なっている。そこで、街の活性化をどのように

この BankART 事業を契機に、この活動を

していくのか実験的に建物を一箇所横浜市で借

広く展開していくために、2006年度から創造界

り受け、アーティストの活動拠点として運営を

隈形成に向けて 3 つのモデル地区を中心に本格

進めている。今後も、アーティストが住みやす

的に事業を開始した。ZAIM、急な坂スタジオ

い活動しやすい環境を造っていくため、横浜市

（旧老松会館）
、違法な小規模飲食店の建ち並ぶ

（ 2 ）創造界隈の形成と歴史的建造物

■図

創造界隈配置図

全体で取り組んでいく予定である。
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の際に、BankART の一部は旧富士銀行から近
くの日本郵船倉庫に活動拠点を移した。

（ 3 ）今後の展開

黄金町地区への拠点整備、これらに加えて旧東

馬車道地区は、開港時期の居留地で戦前まで

横線桜木町駅の実験活用など、拠点を中心とし

は賑わって街だが、近年は横浜駅周辺やみなと

た文化芸術の動きをつくり、地域との連携を深

みらい21地区の発展により経済的なポテンシャ

めていく作業を重ねていくことを始めている。

ルが減少してしまった地区である。しかし、周

また、民間にも協力をお願いし、民間の力で

辺には歴史的建造物も多く、横浜らしい雰囲気

倉庫などをコンバージョンしてもらい、そこに

を持っている地区でもある。そこで、この地区

創造的産業の企業を誘致するという、民間の力

の活性化のため、先に述べた「文化芸術と観光

による創造界隈形成も進んでいる。市街地に

振興による都心部活性化検討委員会」の答申を

残っている貴重な万国橋倉庫（1969造）を約 3

受け、旧第一銀行（当時は都市再生機構所有）

億円かけて民間企業がコンバージョンし、そこ

と旧富士銀行の文化芸術利用を図り、地域の活

にデザイン・アニメーション・ファッション・

性化を促すという行政としては今まで行ったこ

建築デザイン会社等を集積させた。また、隣接
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歴史的まちなみ・建造物、伝統的建造物群

の北仲地区には開発前の建物を安価でアーティ

本 郵 船 の 倉 庫 を 改 修 し た BankART Stuido

術活動にという造語。1929は当初運営してい

自らの企画ももちろん強く打ち出すが、市

ストやクリエーターに賃貸してもらい、50組の

NYK の二棟を横浜市から無償貸与（水光熱費

た旧第一銀行、旧富士銀行がともに竣工され

民やアーティストなどのオファーを可能な限

入居が進められ、この企業やクリエーター等の

含む）されている。両館で約3,000平米。設備、

た年であり、MOMA( ニューヨーク近代美術

り受け入れ、コーディネートすることが最も

集積により、モデル地区での拠点と連携し新し

清掃、警備、人件費を含む管理業務の費用とし

館 ) が設立された年でもある。この年は世界

大切。来るものは拒まず、可能な限り断らな

い動き、特に産業と結びついた経済的な効果が

て 約6,500万 円 が 横 浜 市 か ら 補 助 さ れ、

恐慌のあった年でもあり、経済が厳しいとき

い。入口は低く、出口は少し厳しくが基本方

少 し ず つ 生 ま れ て い る。
（ 北 仲 BRICK &

BankART 独自の収益事業が同額ほどあり、そ

こそアートを！の願いを込めて名付けた。

針。全て 1 対 1 で対応している。

WHITE プロジェクト）

の合算で運営されている。常勤スタッフが10人。

②

公設民営の新しい可能性

⑦

空間のフレキシビリティー

これらのアーティストやクリエーター、創造

定期アルバイトが10人程度。事務、企画系の区

公設であるため、広く市民を受け入れるこ

歴史的建造物であり、文化芸術のための建

的産業の集積を図ることを目的に、横浜で活動

別はない。 2 年の実験プログラムを経て、現在

とを積極的に行っている。一方、民営である

物ではないため、当初はほとんど展示、イベ

するために必要な情報等を提供する総合的な

は本格的な事業へと展開し、約半年が経過した。

ために先駆的な活動を強く推進していくこと

ント用の設備がなかった。美術、ダンス他、

サービス事業（アーツコミッション事業）を進

ここでは運営面から、これまでどんな活動をし

も可能。公設民営の新しいあり方を探ってき

全てのジャンルを受け入れたかったのと、暫

めている。これは、①アーティスト等へのなん

てきたのか、また今後どこに向かっていくのか

ている。とりわけ推進委員会の存在は大きい。

定使用であるため、2,800×3,600×700大の壁

でも相談のワンストップサービス、②活動場所

を記してみたい。

有識人から構成される委員会が月に一度ペー

面や受付カウンター、演劇用照明、音響シス

スで開催され、委員、横浜市、BankART の

テムなど全て移動式を開発、採用した。

や居住場所等の紹介の芸術不動産事業、③アー
の助成制度、④新進芸術家への実験的事業への

（ 1 ）BankART の特徴〜キーワードか
ら

助成制度、⑤映像系の企業進出に対する改築費

BankART の活動の特徴をいくつかのキー

ティスト等が都心臨海部に活動拠点を持つ場合

れている。

時間のフレキシビリティー
基本的に年中無休。オールナイトのイベン

トにも対応している。また雑誌撮影など、場

芸術のための芸術ではなく、まちづくりの

所を占有する営利事業は通常の開館時間をさ

BankART1929の名前の由来

ための文化芸術であること、街づくりのため

け、開館前に終了することで実現している。

Bank + ART。元銀行だった建物を文化芸

のツールであること。
（ある行政マンからこ

コンビニがそうであるように、都心部の土地

の言葉をはじめてきいたときは?!

の高い場所を高密度で活用することを極自然

ワードを中心に紹介してみよう。

ティングなど、実際にアーティスト等が創作し、

①

③

⑧

まちづくりのツール

の一部補助、⑥アーティスト等と産学とのマッ
滞在し、発表する機会の提供を総合的に進めて

三位の独立した立場での緊密な会議が継続さ

いく窓口の設置を図ろうとするものだ。

という感

こうした歴史的建造物等の資産を活用し、横

じだったが）ツールである限り、よく切れる

浜らしさを作っていく作業と、文化芸術という

ハサミでなければいけない。横浜市は自由度

まちづくりの新しい切り口で魅力を作っていく

というよく切れるハサミを提供してくれた。
④

作業を重ねることにより、少しずつ都心臨海部

自由度

に行っている。

（ 2 ）BankART1929の特徴
―事業の構成面から

が変わり始めている。馬車道近辺にはカフェや

スペースレンタル、スクール、パブなどの

レストラン、しゃれた家具店などができはじめ

収益事業、収益の再投下、24時間の建物使用、

とっているように思われるかもしれないが、受

ている。また、芸術系の学生が展覧会の会場を

その他の経済活動も含む民間レベルの自由度

付があり、ショップやパブやカフェ、アーティ

求めて相談にきたり、大学のサテライトも進出

を与えられている。今年度からは、館外での

ストが活用するスタジオがあり、講座があり、

を検討するなど、若い人がチャンスを得ること

コーディネート事業も積極的に収益事業を

企画展やコーディネート（レンタル）事業があ

行ってもいいことになった。

り……と、基本的には既存の文化施設の構成と

ができる環境が少しずつできつつあるのではな

■写真 4

BankART 1929 Yokohama 外観

⑤

いかと思う。この文化と芸術のまちづくりをこ
れからも続けていくこと。そのことにより結果
はついてくると確信している。（担当：仲原）

未完成

さほど変わりがない。ではなぜ BankART が、

運営者決定から開館までが45日というのが

他都市や海外からも注目を浴びるようになって

主な理由だが、あえてハードもソフトも未完
成のままスタートした。ほとんど準備なしに

4

BankART1929 のこれまでと
これから

外からみるとかなりラジカルな運営形態を

きたのか？どこが特徴なのか？
例えばフロント業務（受付）
。歴史的建造物

パブやスクールやショップを開始したことは、

であり、河岸のビューの美しい場所に立地して

様々な人々や専門家が関わることで成長して

いること（＝市民の共有財産）を認識し、イベ

いくシステムとなった。ほ乳類の中で人間の

ントがなくても、建物や風景を見にくる人々に

BankART1929は、歴史的建造物を文化芸

赤ちゃんが最も未熟な状態で生まれるという

対して広く開いていき、かつリピーターを育て

術に活用し、都心部の再生の起点にしていこう

のは周知のこと。だからこそ様々な知恵や力

るシステムをつくってきている。その最も特徴

というプロジェクトのひとつ。旧第一銀行を改

を授かることができたのである。

的な部分は、来館された方の情報をスタッフで

修・ 再 現 し た BankART1929 Yokohama と 日
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■写真 5

BankART̲Studio̲NYK 外観

⑥

ピッチャー型ではなくキャッチャー型

共有する作業を行っていることだろう。メール
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アドレスはもとより、だれの紹介でこられたの

を開催したり、講座終了後も活動や関係を継続

か、あるいはコメントなど、受付というよりも、

しているチームもある。

もう一歩進んだレスポンスをしている。それに

コンテンツ事業ではカタログを展覧会期のみ

よって、内容のともなうメールアドレスや住所

流通するもので終わらせるのではなく、出版事

録は、既に 3 万に届くデータベースに達してい

業へと展開。また主催事業活動以外でもおもし

る。この規模の施設では実現が難しいギャラ

ろいものがあれば、発行を引き受ける。デジタ

リー的なフロント業務の方法をとってきている。

ルコンテンツ制作も積極的に行っている。現在

BankART ショップは受付が兼務している芸

まで15種類程度発刊。横浜の地ビール業者さん

術系の本屋さんだ。ミュージアムショップを専

と横浜市職員有志等からなる藝術麦酒プロジェ

門の販売員を入れて、赤字覚悟で運営すること

クトでは、横浜産の麦と水源地の山梨道志の水

は不可能ではないが、BankART では、そこを

を使ったオリジナルビールのネーミング＆ラベ

辛抱しながら、それでも規模を少しずつ上げて

ルデザインコンペを開催し、 2 種類発売を開始

運営してきた。取扱いの商品はスクール講師、

した。

■写真 6

01̲BankART̲Life

「開くこと＝シェアすること」について、ここ

■写真 7

歴史的まちなみ・建造物、伝統的建造物群

横濱写真館会場風景

トが利用でき、実際に宿泊できるのだという。

企画展作家、関係者の商品を徐々に扱うように

NYK には20〜80㎡のスタジオが 9 つあり、

なり、現在は3,000アイテムを数える。小さな

2 か月単位でアーティストが活用している。

特徴かもしれないが、こうしたアップデートの

アーティストインスタジオ事業は街にアーティ

『BankART1929は駅でありたいと考えてい

よりいっそうリラックスした（
「ゆるい」
、と

歩みと経営的な感覚が特徴といえば特徴だ。 1

ストを招き、共に育つという意味もあるので、

る。
（実際に両建物ともみなとみらい線の馬

いうべきか）ものになっていた。それは、展

万円／日程度の売上げだったが、現在は 2 万円

ウェルカムパーティーを開いたり、オープンス

車道駅の端と端の上部に位置している）ヨー

覧会としてのテーマに起因する部分ももちろ

／日をこえ、そろそろ次のステップだと考えて

タジオを活発に行っている。いくつかの宿泊ス

ロッパの駅のように様々な人々が、往きかい、

んあるのだが、それとともに NPO の運営に

いる。

ペースが確保できたので、レジデンスプログラ

コーヒーやビールを飲み、ベンチで眠ってい

よるオルタナティヴ・スペースというこの会

ムもスタートした。

る人、たまにはケンカをする人、自由に音楽

場の特性にも由来するものなのではないか。

BankART パブは、BankART を最も特徴づ

では触れてみたい。開館当初記した「駅と易」

くつろぎの空間づくりは、トリエンナーレの

という文を引いてみよう。

第二会場といった印象も呈していて、そして

けるパートだろう。開館当初から、年中無休で

コーディネート事業は BankART の最大の

を奏でる人がいる、そんな包容力のある心地

憩いの空間という主題への取り組みは、作者

夜11時まで営業している。イベン開催中はもと

特徴をあらわすものだ。スペースレンタル事業

よく過ごせる空間を目指していきたい。また

が建築家なのかデザイナーなのかアーティス

より、スタジオアーティストや毎日のスクール

でも、プレスを手伝ったり、チラシ作成のアド

横浜は貿易の街。人が集まり、アーティスト

トなのかによって、当然のことながら位相の

のビフォアとアフタートークに、また芸術には

バイスを行ったり、収支があっていない無理な

が育ち、物が動き、情報が行きかい、経済が

違いがあるのだが、そういう異なった要素が

あまりなじみのない一般の人たちの開口部とし

事業に対してはコメントしたり、BankART が

動く、交易の場所。何か表現する人も、それ

混在しているために全体の構成がほどよくほ

て、BankART 事業全体の交差点的な役割を

関わることで、イベントそのものが向上するよ

をサポートする人もそれで食べていけるよう

ぐれているような印象を受けた。要するに、

担っている。1929でカフェ。NYK でパブ。基

うに心がけている。またオファーの段階で内容

な 経 済 構 造 へ と 共 に 変 換 し て い き た い。

さまざまな要素が相まって、リラクゼーショ

本的にこれも 1 人体制で受付・施設案内を兼務

がよければ、予算提供、企画協力する場合も多

BankART はそのための実験の場所でありた

ンの実現に貢献していたのだと思う。

している。一杯350円程度で手間のかからない

い。年間オファーは1,000本ぐらいで、そのう

いと考えている。
』

ものでメニューを構成。売り上げは45万／月で

ち約 3 分の 1 が実現している。

私たちは徹底的に開くことを試みてきたと思

う問いかけは、トリエンナーレが掲げたアー

主催事業の基本的な考えはシンプルで、横浜

う。どうしたらこの施設が、親しまれ、機能し

トや展覧会の枠組みの問い直しとも重なる主

の持っている財産をリレーし、よりコンテンポ

ていくのかを、既存の美術館等のもつシステム

題であろう。ここに見られるラディカリズム

小さいけれど学校であるということだ。 2 か月

ラリーに展開することだ。歴史的建造物、街、

を展開する中から見いだしてきたつもりだ。

は、また BankART が活動を開始したとき

で 8 コマが基本単位。20人までの少人数制で月

食、写真、大野一雄（舞踏）他、これらの既存

「 横 浜 ト リ エ ン ナ ー レ2005」 と 連 動 し、

から目指されてきた種類のもので、この組織

〜土曜まで毎日開催。生涯学習講座と大学院の

のポテンシャルをどのように引き出すか、展開

BankART 全館を50日間、24時間開放すること

の硬派な側面や理論的な可能性を代表してい

授業の中間レベル、現代の寺子屋を目指す。こ

できるかをテーマにしてきている。

を行った「BankARTLife?24時間のホスピタリ

るのではないかと思う。
「BankART 的生活

ティー」の展評で、ある学芸員が次のような

／ BankART での生活」というもう一つの

メーッセージを送ってくれた。
（抜粋引用）

キャッチコピーに、それはよく現われている。

スタート。現在は100万／月程度。
BankART スクールの特徴は、講座ではなく、

れまでに、80講座、241名の講師陣（ゲスト含
む）、1,000名を超す学生が受講している。生徒
同士、先生と生徒との交流を大切にしており、

（ 3 ）BankART1929
−徹底的に開くこと

一方で、
「展覧会場で泊まれるか？」とい

『
「展覧会場で泊まれるか？」というキャッ

このスペースの活動の集大成的な表現とも

実際に美術批評のゼミでは、自主的に批評紙を

キーワードと構成面から BankART の特徴

チコピーが掲げられているが、夜間はトリエ

なっているように、私には思われた。
（中略）

創刊したり、写真講座ではゼミ生でグループ展

を述べてきたが、それらを支える最も基本的な

ンナーレ公認ボランティア・作家アシスタン

トリエンナーレのような巨大イベントと連動
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し、それを BankART 自体のテーマに即し

ている。

て読み替えることで、BankART の活動その

経済的には市からの補助金が今年度から毎年

ものが持っている重要性や国際性が、大きな

1 割カットされるにともない、自己収益を上げ

意味を持って浮上しているのではないだろう

るべく、ベース事業を延ばしていく経営努力を

か。』南雄介（国立新美術館学芸員）

することや、館外でのコーディネート事業など

ラディカリズムという言葉にふさわしいかど

に海路を見いだし始めている。

うかは別にして、BankART は公設の施設で行
える限界まで、徹底的に開くことを行ってきた
ことは確かだ。

（ 5 ）終わりに−トップダウンからボト
ムアップへ
いつも BankART は恵まれているなと思う。

（ 4 ）BankART1929 の今後の行方

予算や施設面、給与などは決して他の公設の施

実験事業は様々な意味で評価され、次のス

設に比して好条件とはいえないが、何よりも常

テップへと移行した。移行にあたっては、評価

に行政の人々が一生懸命だし、実験事業である

委員会（推進委員会）からの指針を受けて、3

ことの自由度があり、スリリングで本当に楽し

年間の計画案を提出し、継続運営が認定された。

い。でもこれからはどうなのか？はたしてこの

計画案の骨子はこれまでの事業の継続展開と次

ままトップダウンの用意された作文の上にあぐ

の 3 つである。

らをかいていてよいのか？

・創造界隈プロジェクトのパイオニア的存在
としての自覚

ニューヨークでもベルリンでもアートがイニ
シアティブをとって街を形成してきた。不合法

・他都市及び国際的なネットワークの構築

に略奪した場所でも、民間、行政、国がリレー

・さらなる経済的な自立

し、その文化度を上げることで街を展開してき

この方針にのっとり、既にいくつかのプロ

た。でもこの方法は現在の日本にはあてはまら

ジェクトが展開されている。例えば、北仲プロ

ない。横浜市が行っているように行政からス

ジェクトのクリエイターのその後の活動場所の

タートし、民間と組んで、民間に移管し……と

確保を企図、実現した。この11月から BankART

いう方法をとらざるをえない。問題はここから

の真向かいの本町ビルに、
「みかんぐみ」等の

先だ。誤解を恐れずにいうと、BankART はだ

主に建築、デザイン10チームがその拠点を構え

からこそ、今の段階で野に下ることが重要だと

る。また建物単体ではなく、建物と建物をつな

考えている。今後も行政との協働作業は続くし、

げるような企画やゾーン全体で関わるような企

大きな支援を受けて運営されていくことは確か

画が始まっている。歴史的建造物や街をつなぐ

だが、だからこそ BankART は自ら関わりた

映像系の展覧会「EIZONE」への企画段階での

い場所を見つけ、耕し、経済的に自立していく

関わりや、元不法風俗店地区だったゾーンに防

ことが大切なのだ。ある指定管理者制度に関連

犯とアートの拠点として地元・行政・警察と協

するシンポジウムの席で「モチベーションもな

働して立ち上げた「BankART 桜荘」のスター

くできた美術館は、モチベーションもなく消え

ト等だ。

て い く 」 と 発 言 し た。 こ の 言 葉 は、 む し ろ

大地の芸術祭参加を機にした「BankART 妻

BankART そのものに突きつけられている言葉

有」の開設。ドミニクペロー、ボルタンスキー

だ。BankART1929は第二段階に入ったと思う。

の講演会。「開港 5 都市モボモガを探せ！プロ

自身がより深く都市に入り込み、思考し、自分

ジェクト」の開始（長崎での発表）
、アメリカ

の体を少しばかり変形し、敵意を歓待に変え、

のサンノゼでの横浜市、東京芸術大学と組んで

都市の経験を蓄積し、そして徹底的に開いてい

のプレゼンテーションなど、他都市及び国際的

くこと。こうした作業を淡々と続けていきたい

なネットワーク関係での活動も活発になり始め

と考えている。（担当：池田）
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