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アートr.1I1"'

大賞 nijuman no borei 
ヲマン a イ

J!慢性Jlj!1I 1 本作は、 1915年に広島県物応:陳列館として開館し、被爆によって溌舗となった原爆ドー

ムの約90ilõの歩みを、スティール7UO.OOO校をアニメーションのコマ取りのように重ねてつくった時

IIJIのコラーシーュである ドーム'これは '1':球体であるがゆえにとの)j[ûjからでもそれと I店主できる)を

小心に、その川辺の変化-ill.&、磁波、復興の溢終のドラマが民間される。 巨人公であるドーム

は生き物のようにまわりと関わりながら変貌する。過去に幾度もとりあげられ、クリシェに陥りかね

ないテーマを、ベリオ監ffは í1乍tllIをつくり絞けることで新たな悦点をうえ感動を日|き 11\すことがで

きるJと倣廃絶へのメ Yセーシの指名絞の主要さをtitる今メディアアートに何ができるか、多くのドキュ

メンタリーとアートが交銘するぷみがなされている現庄、静かだが深い感銘を'j-える1h\llである

Making a collage of an enormous number of pictures carefully and weaving out a history 
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Reason for Award / This work is a collage of Ilme wh兤h shows al凶ut90・year h﨎lory of the Alomlc 80mb 

Dome which was 0問ned as a pr，凶uωmuseum of Hiroshima in 1915 and became a ruin In the bomblng. 

The work was crealed by accumulaling 1α)() sllll pictures like a frame-by-frame animation. 問aClng Ihe 

dom自 in the center of the plcture, Ihe change of Ihe surroundlng area, a drama of the process of ItS 

conslrucllon, deslruCllon, and reconslructlon is presented. The Iheme has 回en adopted many Ilmes in 

Ihe pasl and could fall into clichés, but dlreclor Per卲l says, "By contlnu匤g 10 creale work, we 国n give to 

-It a new poinl of view and draw emollon from Ihe audlence, -and stresses how 1m凶rtant II IS to keep 

sendlng a message for nuclear disarmament. Today, In lr僘ls where many d∞umenlanes and aパs are 

crossing 10 seek whal media arts can do now, Ih﨎 work IS calm but creates a deep Impression. 

膨大な '1): ~\を

け念につなぎ、
ひとつの枇 lとを

紡ぎIHす

Jean-Gabriel PERIOT 
カ J 寸

受賞コメント 1'*で入賞を は、lJ;t燥についてほとんど知

受賞・したことは、欧米/H 4'の りません向弘は/1;(爆の悲劇への

監行である弘にとって人食光 |則心が高まることを願ってい

栄なことで寸 ‘ 仏はこの映l由i ます。 'I/ .frのアーカイプをリ

を、 ll;(燥で亡くなった人たちの サーチするのを rかつてくだ

jß付のために、また '1 きてい さった 11 )~の仔さん、特に広

る行たちへの附り物として制 ぬで家紋のなlt~を抗供してく

Hiしました。 ヨーロッパの人今 ださったt-干さんに感謝します

プロフィール 19ï4.{1'、フランス'1

まれ， ビデオ・劇場IÎlJけ ~J制映陣il主

将 γーカイブをH!った主llI'lの編集

スタイルを展開l ほとんどのW.II.

が総})と It. .，どを阻付にしている、 !tt

近の作品、日)i悩 1 rae.J, mvt'n � Shl' 

had bl'l'n a criminal . J 、そして
r nijuman no borl'd は i世界中のフ

ス子イパルで I 映され、数多くの1'1:

寺受けている

Cαnmer、1/11 is an honor for me, Ihe livlng. Europeans know little 

a weslem direclor, 10 receive the about Ihe bomblngs and 1 hope 

Grand Prize in Japan. 1 made 10 raise awareness aboul Ihese 

Ihis movie firsl for Ihe Japanese. Iraged.es. 1 thank the Japanese, 

The bombings concern the particularly in Hiroshima, for 
world , bul most viclims were helping my pholographic 

from Hlroshlma and Nagasaki. 1 archives research and those who 

made Ihis movie as a memonal gave Iheir famliy piclures. 

for lhose dealhs and as a glft 10 

Prof.帽 IBom.n France 1111974 Dorect凶
se判野副 short mov時間， both.n IIIC旋回 and

臼帽naD併時ps h.s 0附帥t.ng style 
with arch.ves Most of h.s works deal 
w.thv回相lCe町1d h凶四Y H.s 也st works. 
IrlC車凪句。師向*" EI同前 If51噌 hadb師7

a crrntn<M... ard 時H官100m冒 (2a脱却

phantoms), were shown worldw.de In 
numerous festovals and were honored 
by 円四nypnz田
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