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　本稿は、2019年11月４日に、福島大学 芸術による地域創造研究所主催のもと、福

島大学行政政策学類棟大会議室において開催された、公開シンポジウム「表現の不

自由？？？――あいちトリエンナーレにおける一連の騒動を手がかりに」の記録で

ある。本文に入る前に、なぜ、このようなシンポジウムが福島大学で開催されたの

かについて、一言説明をしておこう。

　ことの発端は、本稿の著者の一人である永幡が、『国際芸術祭あいちトリエンナー

レ2019』（以下、あいトリ）の中の企画展として開催された「表現の不自由・その

後」に出展していたことにある。「表現の不自由」にかかる一連の騒動に否応なく巻

き込まれたのだ。そして、出展者の一人として同展再開に向けた運動に関わる中で、

ここで起きた問題の複雑さに直面し、この騒動は単なる一芸術祭における騒動とし

てのみ語られるべきではなく、より広い文脈からの議論が必要であろうと考えた。

そこで、自身が福島大学の所属であることを活かし、本学が擁する、この問題に関
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　Ⅰ　はじめに

【小野原】　みなさん、こんにちは。本日はお忙しい中、そして非常に天気のい

い中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、公開シンポ

ジウム「表現の不自由？？？――あいちトリエンナーレにおける一連の騒動

を手がかりに」を企画いたしました。急な企画だったのであまり宣伝も行き

届かなかったのですが、こんなに大勢の方に来ていただいて本当にありがと

うございます。隣にいらっしゃる永幡先生があいトリにおける「表現の不自

由・その後に」に出展されていて、当事者としてあの事件に巻き込まれまし

た。非常に難しい、考えなければいけない問題ということで、いろんなやり

方でこの問題について話し合いたいなと思って、このようなシンポジウムを

開催しました。

　　今回はこの福島大学の様々な専門のメンバーに集まっていただきまして、

前半ではそれぞれの観点から問題について切り込んでいって、後半ではこの

場にお集まりいただきましたみなさんに自由に発言していただきまして、表

現の自由／不自由について深めて行けたらなと思っております。

　　それではまず、永幡先生の方から開会にあたってのご挨拶をいただきたい

と思います。

【永幡】　みなさん、こんにちは。福島大学の永幡幸司です。普段は、共生シス

テム理工学類で音の研究をしています。その一方で、音の研究のために集め

係すると思われる様々な分野の専門家にシンポジウム開催を呼びかけたところ、集

まったのが本稿の著者たちである。ファシリテーターは、小野原雅夫（福島大学人

間発達文化学類）に依頼した。

　本稿は、記録性を重視するため、シンポジウム当日の議論を再現する形をとって

いる。そのため、シンポジウム開催以降の事態の進展や、新たな文献については、

本文中では取り扱っていない。事態の進展については、展覧会の公式図録の中に大

部の記録が残されているので、そちらを参照されたい１。（永幡幸司）
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た素材を使って作品を作ってもいます。そういうことで自分の作品を美術展

などに出すこともあり、それが今回たまたま、あいトリだったという話で

す。

　　あいトリに、「表現の不自由展・その後」に作品を出してみて、まさか３

日で終わるなんて思ってないわけですから、さてどうしたものだろうかと、

この間ずっと考えていました。いろいろアクションを起こしてきたのですけ

れども、僕自身、福島大学に勤めていて、この大学はご存じのとおりそんな

に大きな大学ではないわけですから、風通しが良くて、いろいろな人と会っ

て、ああでもないこうでもないと日頃から話ができます。せっかく自分の周

りに、この問題を語るにあたって、考えるにあたって良いアイデアを出して

くれそうな人がたくさんいるので、その人たちに集まってもらって、一度こ

の問題について考えたい。また、どうせ考えるなら、いろんな人に来ても

らって、アイデアを出してもらいたい。そう思ってこのシンポジウムを企画

いたしました。

　　そんなこんなで、僕自身に何か答えがあって、それを主張するためにやっ

ているわけではありません。なので何か答えを期待して来た方がいらっ

しゃったら申し訳ないのですけれども、みんなで考えていかなければならな

い問題だと思っています。そこで、みなさんの知恵を借りて、この問題に今

後どのように向き合って行けばいいのか、考えていければと思っています。

今日は１日よろしくお願いします。

【渡邊】　渡邊晃一です。私は福島大学人間発達文化学類の所属で、絵画や現代

美術を研究しております。今日は、美術の専門的立場からお話しさせていた

だきたいと思います。また今回の主催は、福島大学 芸術による地域創造研

究所です。そこに永幡先生、久我先生にも研究員として加わっていただいて

おります。本研究所の研究テーマは、地域創造と芸術をいかに結び付けてい

くのか、という点もあります。また私はこれまで『福島ビエンナーレ』とい

う芸術祭を福島県内で行ってきました。今回の問題はそれらに波及する内容
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かと思っています。今日は「美術、芸術、アート」とは何かというテーマを

起点にお話ししたいと思っております。よろしくお願いします。

【久我】　行政政策学類の久我和巳と申します。ご存じの方いらっしゃるかと思

いますが、私は映画の話ばかりしておりまして、文化とか芸術とか言うと、

おこがましい気持ちになるのですけれども、そういった観点も含めまして、

みなさんにお話しできればと思っています。よろしくお願いします。

【金井】　行政政策学類で憲法を担当しております、金井光生と申します。日本

国憲法前文が掲げる「全世界の国民の平和的生存権」理念に規整された「思

想の自由市場」に基づく人格的コミュニケーション体系としての日本国憲法

を内在的に理解・解釈する「憲法哲学」の研究をしております。あとでお話

するアメリカ連邦最高裁判所裁判官O.W.ホームズの法思想、特に「思想の

自由市場」論の研究を出発点にして、近年では、福島県出身で現行日本国憲

法の成立に大きく貢献した郷土の偉人「Ｗ鈴木」――鈴木安蔵と鈴木義男

――の憲法思想の研究も含めながら、「憲法哲学」を思索しております。法

学は哲学や文学などと並んでそもそも「テキスト解釈学」ですから、テキス

トベースの話になってしまう側面が強く、また、今回の問題は、芸術・表現

の問題だけじゃなくて、立憲民主制にとっての根幹にも関わってくる問題だ

ろうと思います。それから、一般的な意味での「人権侵害」だ、「表現の自

由侵害」だという話と、法学における「憲法上の権利としての表現の自由」

とは、やっぱりズレております。そこら辺をきちんと押さえておかないと、

SNS上で見られるように、チグハグな議論になって意味不明に炎上してしま

うことが多いようです。以上の点で、何かしら、議論の整理や情報の提供を

できればな、と思い、参加させていただきました。よろしくお願いいたしま

す。

【阪本】　行政政策学類で憲法を担当しております、阪本尚文と申します。私は

金井先生とは違い表現の自由を専門的に研究してきたわけではなく、講義準

備のためなどに、細々と勉強しているにすぎません。それでも一つ言えるこ
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とは、今回のあいトリで問題となった領域は、近年の表現の自由論の中でも

蓄積がある分野、言い換えれば、研究のフロンティアの一つと重なる、とい

うことです。国家がこれこれの表現を一切出してはならないという風に検閲

者として現れるのではなく、むしろスポンサーとして現れる、すなわち、自

分に都合のいいようなことにだけお金を出して、政治的目的から芸術を利用

しようとすることをどう位置付け、コントロールしようとするのか、という

のは、ここ2、30年間憲法学で議論されてきたところでした。私たちが目の

当たりにした事象とそうした研究動向との橋渡しになることを少し話せた

ら、と思います。

【垣見】　同じく行政政策学類で地方自治法を担当しております、垣見隆禎と申

します。地方自治法は、憲法・行政法の応用科目です。お隣のお二方は憲法

で私は行政法で、隣接領域です。美濃部達吉のような昔の偉い先生たちは、

憲法も行政法も一緒に教えていましたけれども、いつしか違う科目になって

しまったのかもしれません。同じ公法という括りですけれども、私の話を聞

くとなんと違うことかということで、みなさん愕然とするかもしれません。

　　もう一つですが、地方自治という観点から今日のテーマについて考えろと

言われまして、はて、難しいなと思いました。というのは、公害の規制や街

中の景観の規制では、地域の実情に応じたきめ細やかな地域的な配慮を、自

治体がしていきます。そのために地方自治、自治行政権が認められているわ

けです。けれども、今回は表現の自由です。表現の自由にそもそも地域差が

あろうか。あるはずがないですね。ですが、たまさか今回は、当事者として

愛知県という地方自治体と国との間でいろいろ争いになっている。実は、私

の研究分野はこの国と地方自治体の間の紛争です。ということなので、そう

いう点からならば、ちょっとは貢献できるかなと思いました。よろしくお願

いします。

【小野原】　私は人間発達文化学類で倫理学を担当しております、小野原雅夫と

申します。私は倫理学の問題の中でも政治思想の方に傾いています。やはり
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自由の問題は非常に重要な問題で、リベラル・パラドクスというのでしょう

か、なんでも自由を認めることはそれこそ自由を阻害することになることを

認めなければいけないのか、という問題があるわけです。これは難しい問題

なので全然答えは出ていません。それとは別に、「てつがくカフェ＠ふくし

ま」という活動を月１回、街中でやっています。昨年、《サン・チャイルド》

という問題があって、その《サン・チャイルド》の問題を３回にわたって取

り上げてきました。それとの関連でも非常に興味ありますけれども、私から

は話すことは何もなく、みなさんの話を聞きながらファシリテートしていこ

うと思います。どうぞよろしくお願いします。

　　ではこのメンバーで行っていきます。お付き合いください。よろしくお願

いします。

　Ⅱ　「表現の不自由展・その後」をめぐって

――出展者の視点から　永幡　幸司　

　「表現の不自由・その後」展をめぐって、出展者の視点からお話しします。

　まず、自己紹介から始めます。そして、なぜ、僕があいトリで美術なのか

は、説明しないとわかりにくいことなので、説明します。

　僕は、サウンドスケープと呼ばれている分野の、音の研究者です。サウンド

スケープというのは「あるコンテクストの中で、個人又は人々が、知覚・経

験・理解した音環境」と定義されていて２、要するに、人が一体どういう風に

音環境を聞いているのだろうかということを研究しています。この概念は、カ

ナダの作曲家であるマリー・シェーファー（Murray Schafer）が提案したも

ので、科学と自然科学、芸術の学際的・学融的な分野として構想されていま

す。そして、僕自身も、デザイン系の大学である九州芸術工科大学（現：九州

大学芸術工学部）の出身で、理系ですかと言われたら「うーん」、文系ですか

と聞かれたら「うーん」といった感じの、デザイン系という学際的な分野の人
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間です。

　サウンドスケープ研究では、研究の一環で、フィールドレコーディングをよ

くします。要するに、現場に行って音を録ってくる。なので、自分で研究に使

う音の素材は、たいてい自分で録音してきています。そして、そのいくつか

は、今日の話題になってくる話につながっていますが、僕のHPで公開してい

ます。また、仙台市の生物保全事業のお手伝いもしていて、仙台市で鳴いてい

る虫や鳥の鳴き声を録音して、それをネットで配信する事業も担当していま

す。そういうわけで、研究者でありながらも、レコーディングエンジニアみた

いなこともやっています。

　今日の本題は、僕のフィールドレコーディングのプロジェクトである「福島

サウンドスケープ」に関わる話です。まず、「福島サウンドスケープ」とは何

かについてお話ししましょう。原発事故当時、福島にお住まいだった方には、

原発事故後の福島市内の音の環境についてピンとくるのではないかと思います

が、最初、街に人の声がなかったですよね。それが、だんだん人の声が戻って

来る、というように、音の世界は変わっていきました。明らかに原発事故の影

響としか思えないような音の変わり方をしていたのですが、でもそういうのっ

てあんまり報道されないんですよね。写真で切り取られたもの、せいぜい映像

で切り取られたものしか出てこなくて、音に着目して、「ほら、こんなに人々

に影響与えてるじゃん」というのが全然出てこなかったので、それを記録して

いかなければと思いました。そこで、ずっと、基本的には定点で、一部定点で

はないものもありますが、福島市内の音の様子を録音しています。そして、録

音したものを、いつどこで取った音なのかという情報と、録音した音の中か

ら、状況がわかり易いところを１分間切り取って、それをHPに載せるという

形で、みなさんに公開するのが、もともとのプロジェクトでした。

　このプロジェクトをやっている中で、その成果をもとに何か展示ができない

か、という相談がやってきました。それで、スライドショーみたいな形で、音

を聴きながら、その音を録音したときの写真も見てもらい、そのとき、音の環
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境はどういう様子だったのかを伝えようという作品を作るようになりました。

それが「表現の不自由展」に出展する話につながっていきます。

　2013年に千葉県立中央博物館の展覧会に、スライドショー形式の作品を出

展したときに、福島のことを知らない人が作品だけ見ても、何かわかりにくい

という話になりました。そこで、説明文を書いたら、それに博物館側から文句

が来て、館長・副館長などによる千葉県立中央博物館の総意として、説明文が

改変されてしまった事件がありました３。それを「表現の不自由展」実行委員

の人たちがたまたま気づいてくれて、同展に出しませんかという話になり、

2015年に最初の「表現の不自由展」があったときに出展しました。これが、

今回の話との直接的なつながりになってきます。

　さて、あいトリのHPの中では「表現の不自由展・その後」に関しての説明

が掲載されており、そこには、「今回は、『表現の不自由展』で扱った作品の

『その後』に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった

作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する」と書かれています４。

この記述からもわかるように、「表現の自由展」は、2015年に開催された展覧

会で、あいトリの「表現の不自由展・その後」はその続編という関係です。

　最初の不自由展は、江古田にあるギャラリー「古藤」というところで開催さ

れました。この展覧会が開催されたのは、2012年に慰安婦をめぐるアート作

品で、二つ作品の中止・停止事件が起きたことを発端としています。その一つ

が従軍慰安婦の写真展。これは安世鴻氏が撮った慰安婦の写真展を新宿のニコ

ンサロンでやるはずだったのが、右翼などの、今でいう電凸の走りみたいなも

のの攻撃を受けて中止になった。この件は、結局、裁判になって、最終的には

展覧会を開催しています。そして、もう一つは、この事件の数か月後に東京都

美術館で、《平和の少女像》が問題だということで撤去される事件が起きまし

た。

　「表現の不自由展」を始めた人たちは、もともと、慰安婦の写真展の裁判を

応援するグループだったそうです。彼らが裁判を応援する中で、《平和の少女
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像》の事件が起きたことを受け、一体何でこのようなことが起きてしまうのだ

ろうかということを、みんなで考えようと勉強会を行った。その中で、実は、

「表現の不自由」は、慰安婦問題だけではなく、天皇の問題・戦争の問題・植

民地問題・靖国問題・国会批判・憲法９条・原発事故など、いろんなところで

起きていることを強く認識した。そこで、一度そのような展示ができなかった

ものを全部集めて、みんなで、なんでこれは展示してはいけないのか、という

のを考える場所を作りましょうということになり、ギャラリーで展覧会をやり

つつ、夜にはトークイベントあるいはディスカッションをするようなイベント

を開催しました。これが、最初の「表現の不自由展」です。

　このとき、たまたま今回のあいトリの芸術監督が見に来ていて、これはすご

い面白い企画だと思ったらしいんですね。そこで、彼があいトリの企画をする

ときに、ぜひこれを、今度は民間のギャラリーではなくて、公的な美術館でや

りたい、ということで開催されたのが、今回の「表現の不自由展・その後」で

す。

　「表現の不自由展・その後」は、このような流れの中で開催に至っています。

もともと従軍慰安婦をテーマとした二つの作品を支援するために始まった企画

なので、今回の「表現の不自由展・その後」でも、それら二つの作品を外すこ

とは考えられない。《平和の少女像》の展示が、今回の騒動を引き起こすきっ

かけとなるわけですが、この展示を外すわけにはいかないことが前提のため、

騒動は避けようがなかったのです。

　タイトルに「その後」という言葉がついている今回の展示は、2015年の展

覧会で扱った作品に加えて、2015年以降に新たに公立美術館で展示不許可と

なった作品も展示しましょう、というものでした。ここで、「表現の不自由展」

と「表現の不自由・その後」の違いというのを簡単にまとめておきましょう。

　まずは会場の形態。「表現の不自由展」は民間のギャラリーで開催していた

のが、「その後」は県立美術館という、お堅いところに移っています。この違

いが、問題発生の大きな要因になってくると考えられます。



行政社会論集　第 34 巻　第２号

－　　－180

　次に、開催形態。「表現の不自由展」は自主開催で、自分たちで集めたお金

でやっています。それに対して「表現の不自由展・その後」に関しては、あい

トリという日本の中でも有数の大きな芸術祭の一企画として開催されていま

す。だから、自由度が変わってくるのは当たり前、と考えられます。

　そして、もう一つが取り扱ったテーマです。「表現の不自由展」と「表現の

不自由展・その後」で取り扱われたテーマを表１にまとめてみました。

　この表を見るとわかるように、「表現の不自由展」では性表現の問題が取り

扱われていました。具体的には、ろくでなし子氏という、女性器を模ったもの

を拡大してボートなどを作るアーティストの作品が展示されていました。彼女

の作品は、警察沙汰になって、まだ裁判の最終的な判決が出ていないかと思い

ます５。

　ところが、今回はろくでなし子氏の作品だけでなく、性表現に関する作品は

一切展示されていません。これには、明確な理由があります。実は、過去に愛

知県美術館で、性表現の問題で警察が介入し、展示できなかった作品がありま

す６。それをここで蒸し返すわけにはいかないという事情が、まず、あったよ

うです。加えて、警察沙汰になる恐れがあると、表現の自由という問題にとど

まらず、犯罪との絡みを考えなくてはならなくなり、話がややこしくなりま

す。そこで、性表現に絡むものは今回はやめましょう、という決着となったと

いう話を聞いています。

　逆に、今回新たに取り上げられたのが、在日米軍問題、在日外国人の差別の

問題、企業と表現の問題です。この中で１個だけ異色なのが企業と表現の問題

表１　「表現の不自由展」及び「表現の不自由展・その後」で取り扱われたテーマ

「表現の不自由展」 「表現の不自由展・その後」

天皇と戦争、植民地支配、「慰安婦」

問題、靖国神社、国家批判、憲法９

条、原発、性表現

天皇と戦争、「慰安婦」問題、靖国神

社、国家批判、憲法９条、原発、在

日米軍、外国人差別、企業（JR）

※片方の展覧会のみで取り扱われたテーマに下線を付した
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で、横尾忠則氏が提案した電車のラッピングのデザイン案に対し、JRの人た

ちがこんなのは使えないと採用を拒否した作品が出展されました。

　「表現の不自由展・その後」で展示された作品のテーマは、この企業と表現

の件だけは、ちょっと異色ですけれども、これを除くと、俗に「左」と呼ばれ

るものになっているのが見て取れるかと思います。

　ここで、「表現の不自由展・その後」で攻撃対象となった作品について、簡

単に紹介しましょう。

　今回出展された作品の中では、キム・ソギョン氏とキム・ウンソン氏による

《平和の少女像》が最初に叩かれ始めました。作者の方々は、単純に日本を批

判するために作っているわけではなくて、日本のことももちろん批判はするけ

れども、韓国政府についても同じように批判しているし、それ以上に、結局こ

の問題は女性に対する差別である、という考えを強く持っています。今、この

作品は、「慰安婦」問題の象徴として変な形に意味付けられてしまっていて、

日本政府対韓国政府という政治的な部分のみが強調されてしまっています。作

品の持つ意味の一部分だけが特化されて伝えられ、おかしなことになっている

作品です。

　大浦信行氏の《遠近を抱えて》という作品も、攻撃対象となりました。この

方は、昭和天皇の写真を用いたコラージュ作品とともに、《遠近を抱えて part 

Ⅱ》という映像作品を出展されています。その映像作品の中で昭和天皇の写真

を焼いているシーンがあり、問題になっているんです。確かに、そこだけ見る

と衝撃的かもしれないですが、映像全部を最初から最後まで通して見ると、あ

る種の必然性があって、彼の表現したい部分があって燃やしていることがわか

ります。単純に、天皇嫌いというわけではないのです。でも、そこが伝わらな

いで、昭和天皇の写真を燃やしたという一部分だけが切り取られて伝えられる

ことによって、攻撃の対象となりました。

　中垣克久氏の《時代の肖像――絶滅危惧種　idiot JAPONICA　円墳》とい

う作品は、日の丸の上に寄せ書きしてあるものなどを作品の中で使っていて、
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そういうものが特攻兵に対する冒涜くではないか、と議論され、攻撃されまし

た。この作品については、本人とじっくり話す機会があったので、いろいろと

聞かせてもらいました。中垣氏は、決して冒涜するつもりで、この作品を作っ

たわけではありません。では、なぜ、このような作品を作ったのか。彼は、第

二次世界大戦前、戦中のように、無批判であることを一番恐ろしいことだと考

えています。特攻兵のような痛ましいことが起きてしまったときに、みんな無

批判だった。作品の中に、憲法９条改正に関するものが貼ってあるのですが、

無批判にそんなことをやってしまったら良くないよ、それに対して、ちゃんと

くぎを刺さなきゃいけないんだ、という思いから作っている、と言います。こ

のように、全然違った意味で捉えられて、それが広まってしまっていることで

攻撃された作品です。

　最後に紹介する作品は、Chim↑Pomの《気合100連発／耐えがたき100連

発》という作品です。原発事故後の2011年５月に南相馬に入って、南相馬の

人たちと円陣を組んで「わーわーわーわー」と言っている非常に面白い作品で

す。機会があれば、一度観ていただきたいのですが、最後まで通して観ると、

とても感動的な、南相馬ってきっとそうだったろうなって思うことができるよ

うな作品です。単純に原発が良い悪いという話ではなくて、そういう感情まで

が伝えられる作品ですけれども、これが一部分だけ切り取ると「放射能最高」

と叫んでいる部分があるんですね。そこだけが切り取られて外に出ることに

よって、おかしな話になって、攻撃の対象となってしまいました。

　こうやって並べてみると、攻撃の共通点ははっきりしていて、一つは作品の

持つ「意味」の恣意的な誤読です。誤読としか言いようがないのですけれど

も、極めて表面的な解釈をする、あるいは多義的なものに関して多義性を完全

に無視してあるところだけを取りだす。あるいは作者がいろいろなことを言っ

ているにもかかわらず、その主張を無視する。あるいは作品の作られた背景を

無視した言説が作られている。あるいは文脈を無視して一部分だけ切り取って

批判する。全くこれにつきます。
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　さらにたちが悪いのは、対話の否定。対話にはならないで、攻撃者が自分の

意見を一方的に言うだけです。攻撃者は、議論をしようという者に対して、い

かに議論をしないで自分のことを言うかを徹底的に訓練されたかのようなしゃ

べり方しかしない。

　それが攻撃の共通点ですから、そのことによって美術館のスタッフが疲弊し

てしまった。これでは続けられないとなって、あいトリの事務局としては「表

現の不自由展・その後」を閉じるしかなくなり、展示が閉じられたという話に

なっています。

　結局何が起きたかというと、検閲がというのは難しいですけれども、簡単に

言うと市民の言葉が作家の言葉を殺すということが起きていた。言葉によって

作家の表現を殺した。これに尽きると思います。

　ついでですから、「表現の不自由展・その後」これ自体の問題点もいくつか

言っておくと、一つは作品選択のバランスが非常に悪い。どれも政治的な題材

を扱ったものですが、結果的に「左」的な物ばかりが集まっているから、「そ

もそもそういう政治的な宣伝がしたいんでしょ」という風に取られてしまって

も、それに反論するのは難しいものがあった。これに関しては否定できないと

思います。例えば、性的な表現が一切なかったのは、先ほどお話ししたような

理由があったからしょうがないことですけれども、このことにより、余計、政

治的なものが目立ってしまった。そういう問題があったわけです。

　もう一つは展示計画が非常に良くなくて、鑑賞者が会場の中でどう動くか

が、正直、プロの手が入っているとは思えないような状況でした。例えば、攻

撃対象となった大浦氏の映像作品が、入ってすぐのところに置かれていまし

た。この作品は20分ぐらいあるんですけど、最初から最後まで見ないと本当

のことがわからないんですよ。でも、そんな入口すぐのところに置いたらじっ

くり見ることはできないし、あるいは誰かがじっくり見ると人の流れを妨げる

しで、ろくなことが起きない。そんな展示をされたら、みんな、どっかだけ切

り取って、ああでもないこうでもないと言いたくなるよな、と言わざるを得な
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いという問題もありました。

　さらには、個々の作品についての解説が申し訳程度のファイルにただ書いて

あるだけなので、解説を読まないでただ作品を見ただけの人は、もしかする

と、なんでその作品が作られたのか、何が問題になってその作品が展示できな

かったのか、わからないまま見られた可能性があります。僕も最終日に会場に

いたのですが、会場にいた何人かに話しかけられました。ファイルを見てな

かったからだと思われますが、「あなたの作品は、何であれでダメになっちゃっ

たの」と何度も質問されました。

　あと、運営上の問題がいくつかあります。一つは、表現の不自由展・その後

実行委員会が極端な秘密主義だった。例えば開幕前々日の７月30日に、一部

新聞で、確か『朝日新聞』と『中日新聞』だったと思いますが、《平和の少女

像》が出ることが記事になるまで、そのことは公にされていませんでした。僕

は前の「表現の不自由展」にも出展していたので、彼らはあれが一番大事だか

ら出さないわけはないのは、理解していました。でも、あれが出ることは、事

前には聞いていません。さらに言うと、僕が「表現の不自由展・その後」に出

展している他の作家とその作品について、全貌を知ったのは８月２日です。こ

れくらいに情報が閉じられていた。一つだけ実行委員会のために弁明しておく

と、８月１日、２日の２日間、僕は出張に出ていて、ネット環境がよくないと

ころにいたので、ネット情報を見られなかったから、８月２日になってしまっ

たというのが事実で、もし、ネット環境の良いところにいたら、８月１日には

わかっていたはずです。

　また、展覧会が二重構造になっていて、あいトリ側と表現の不自由展・その

後実行委員会の対立に、僕ら参加したアーティストが振り回されてしまった。

　そして、原理主義的な対応。これは実行委員会側の方ですけれども、とにか

く彼らは、作品があってそれを伝えたいというよりは、自分たちの考えを伝え

たいというところが非常に強いので、それが良い場合もあるんですけれども、

今回は悪いほうに出てしまった。それで、いろんなところで融通を利かせたこ
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とをしなかったことによって、問題が拡大してしまった面はあります。

　最後に未来への芽ということで、この騒動が起きたことで、悪いことばかり

ではなかったことを伝えておきたいと思います。

　一つは、アーティスト同士の連帯が、すごくあった。作品を作る人同士は、

一匹オオカミというと変だけれども、自分たちで作ることが多いので、連帯は

慣れてないのではないか、などと思う人もいるのではないかと思います。で

も、いざこういうことが起こると、非常に連帯が強く、ネットワークができ

て、みんなでああでもないこうでもないと言いながら、どんどん進んでいく。

この連帯ができたのは、少なくとも、こういうことができるんだよということ

を、社会に対して見せることができたという意味で、非常に良かったと思って

おります。

　もう一つは抗議方法。アーティストならではの抗議方法が示されました。例

えば、《沈黙のクローズライン》というモニカ・メイヤー（Monica Mayer）

氏 の 作 品 で す け れ ど も、 こ れ は、 も と も と《 ク ロ ー ズ ラ イ ン（The 

Clothesline）》というタイトルの作品で、参加者は１枚の紙に日常生活の中で

感じる抑圧、ハラスメントの経験を紙に書き、物干しロープに展示する、とい

う鑑賞者参加型の作品です。ですが、不自由展が閉じたときに、抗議として、

それまでに貼られていた紙を全部取っ払って、別のまだ何も書かれていない紙

を床にばらまく、という非常に強い抗議を極めて美的な形で示したんですね。

僕は今回あいトリで見たすべての作品の中で、これに一番衝撃を受けたという

か、見ているだけで涙が出てきて、久々に涙を流しました。この極めて強い表

現に感動したんです。

　この作品を受けたのが、《#YOurFreedom》というReFreedom_Aichiのプ

ロジェクトです。ReFreedom_Aichiは、１回閉じた展示会場をもう１回開こ

う、ということで、「もう１回自由を」という名前が付けられた、あいトリに

出展していた作家の有志の集まりです。このグループが主体となって、モニ

カ・メイヤー氏に「あなたのアイデアを使わせて欲しい」という連絡をとり、
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みんなが不自由に思ったことを付箋に書いてもらって、それを「表現の不自由

展・その後」を閉じていた扉にどんどん貼っていき、さらには壁にも貼ってい

くというプロジェクトを始めました。閉ざされた扉を開けるために、不自由の

メッセージを扉に貼る、というプロジェクトだったんですけれども、これもと

ても美しく、しかも、近くに行くとメッセージがしっかり読み込めて、充実し

た作品に仕上がっていました。こういう風なやり方で、みんなでやれるんだぜ

ということを見せることができたことも、良かったのではないかなと思ってい

ます。

　良かったことの最後は、アーティストと市民の対話です。「表現の不自由展・

その後」で、もっと早い時期に、こういう作品を出しますよ、こういうのがあ

りますよと、伝えておけばよかったという反省などから、アーティストと市民

の間で対話をしようという動きがいろいろ出てきました。その一つが、「サナ

トリウム」という、アーティストが中心となって、アーティスト自身で運営し

て、市民と作家が一緒になって、ああでもないこうでもない、とやる場の創出

です。さらには、「Ｊアートコールセンター」というのですけれども、電凸に

対してアーティストが電話を受けて、電凸してきた人と対話をするプロジェク

トが、立ち上がりました。こういった次につながるようなプロジェクトが起

こったのは非常に面白いかなと思います。ご清聴ありがとうございました。

　Ⅲ　アートとは何か――主体と客体の狭間で　渡邊　晃一

　今回、私は、美術、芸術に携わる立場からお話しします。美術作品は、写真

などの視覚資料、パワーポイントをお見せしながらご紹介します。また「芸術

による地域創造研究所」のパンフレットも配布させていただきました。ご覧い

ただければと思います（図１）。

　私は現在、「芸術・表現コース」に所属しています。このコースに「表現」

が付けられた背景は、保育園、幼稚園や小学校では、「美術」という言葉を使
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わず、「表現」領域とされているからです。造形表現、身体表現、音楽表現を

まとめて「表現」と括ります。小学校に入ると「図画工作」と「音楽」、中学

校では「美術」と「音楽」が必修科目として扱われており、高等学校では「芸

術」領域として、「美術」「音楽」「書」からの選択教科となります。福島大学

の「芸術・表現コース」は、学生たちが幼児教育の「表現」から専門的な「美

術」と「音楽」を学ぶコースという意味合いを持っています。

　また、私は「芸術による地域創造研究所」に所属しています。本研究所で

は、地域の中に芸術、美術、アートをどのように結び付けていくかが、テーマ

となっています（図1）。

　本研究所の活動にはまた『福島ビエンナーレ』があります。実は昨年、今回

の中心テーマとなった「表現の不自由展・その後」を企画したあいトリ2019

の芸術監督、津田大介氏と、広野町で一緒に私はパネリストを依頼され、お話

しました。アートを通した地域振興といったテーマに、私はこの「芸術による

地域創造研究所」の活動や『福島ビエンナーレ』についてお話ししました。も

ともとは広野町長が新潟県十日町市と津南町で開催されている、『大地の芸術

祭 越後妻有アートトリエンナーレ2018』を視察研修したことを契機に、芸術

を通して被災地“双葉地方”を結ぶという構想を抱いたことから企画されたも

のでした。このときには、昨今なぜビエンナーレやトリエンナーレなどの地域

アート、芸術祭が流行っているかという話もさせていただきました。

図１
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　私は福島県内で『福島ビエンナーレ』を2004年から、また、会津美里町

（本郷）の『風と土の芸術祭』（2007、2008、2009、2013年）、湯川村の『豊

穣の芸術祭』（2014年）、二本松市の『重陽の芸術祭』（2016、2017、2018

年）、南相馬市の『海神の芸術祭』（2018年）を、企画監修してきました。

2020年は白河市で『風月の芸術祭』を企画しています。

　なお、ビエンナーレという言葉は、２年に一度、隔年で開かれる祭典という

意味です。３年に一度だとトリエンナーレ、さらに１年に二度開催されるもの

はバイアニュアルと言います。

　『福島ビエンナーレ』は当初、福島市にある福島県文化センターや市街地の

様々な施設や商店街などを拠点に開催してきました。しかし東日本大震災が起

こり、主会場となる福島県文化センターの展示室が使用できなくなり、福島市

街地で開催することも困難になりました。その後、福島県や福島県のロータ

リークラブのご助言、ご協力もあり、2012年は福島市を離れて、須賀川市と

福島空港で開催しました。この年から県内各地で開催するようになったので

す。

　また2018年、福島市が「子どもの夢を育む施設こむこむ」に設置後、原発

事故の風評被害を増幅するなどと批判を受けて撤去されたヤノベケンジ氏によ

る巨大な子ども像《サン・チャイルド》（高さ6.2メートル、重さ800キロにお

よぶ）は、2012年に『福島ビエンナーレ』で福島空港に展示した作品です。

　広野町のシンポジウムは「表現の不自由展・その後」が開催される前でした

が、この《サン・チャイルド》の一連の報道や『福島ビエンナーレ』について

お話ししました。「表現の不自由展・その後」には、上記の一連の報道資料が

パネル展示されていました。

　地域の「シンボル」としての公共彫刻や福島の風評被害として語られる《サ

ン・チャイルド》の問題を、私は、慰安婦や天皇の肖像などについての政治思

想めぐって反対運動が起こり、開催中止となった「表現の不自由展」とは大き

な違いがあり、同じ言葉で簡単に括って話ができるものではないと考えていま
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す。ただし両者は、地域行政が関わったときに「アート」とその表現に様々な

課題が生じてくることを気付かせました。

　今日はこのような問題も含め持つ現代美術の背景を通して、「アートとは何

か」、日本と「美術」「芸術」との関わりについて、お話したいと思います。

　ここで少し前提として、「現代美術」についてご理解いただく上でも『福島

ビエンナーレ』で展示した作品について写真でご紹介しましょう。

　2012年に出展されていたアーティストのヤノベケンジ氏の作品です。クラ

ウドファンディングで出資を募り、設置されました。原発事故前、ヤノベ氏

は、チェルノブイリなどを訪問し、自らを守るスーツの作品を制作していまし

た。この作品は、黄色く頭に突起がありますが、前にヤノベ氏は《アトム・

スーツ》という名前の作品を発表されており、日本のアニメーションのイメー

ジが重ねられています。この作品は、これまで被っていたヘルメットが外さ

れ、手に太陽を持って、遠くへ子どもが視線を投げかけています。

　この作品はビエンナーレの期間のみ展示される予定でしたが、福島空港の

方々のご好意とその来場者の励ましのお言葉から、芸術祭終了後も１年間、展

示されていました。12月はサンタクロースの格好もしています。

　次はオノ・ヨーコ氏の作品です。『福島ビエンナーレ2012』は「SORA」と

いうタイトルで開催しましたが、オノ・ヨーコ氏は福島空港公園に《Sky 

TV》という同時刻の「空」を映したテレビ作品をインスタレーションし、福

島空港内には《福島のための空の曲》という作品を展示しました。オノ・ヨー

コ氏からいただい言葉を起点に、須賀川市の子どもたちが各々、空の絵画を描

いて、その作品をつなげて大きな旗のようにし、空港内に掲揚したインプロビ

ゼーション（Improvisation）の作品です。

　また他にも「空」をテーマとした次のような作品もありました。

　気球にプロジェクターを搭載し、子どもたちが描いた「空」の絵画を映写し

て、夜空に浮かべた林剛人丸氏の作品です。

　八谷和彦氏の《M-02J》。ポストペットでも有名な八谷氏は、この作品で
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『風の谷のナウシカ』（このアニメーションも放射能の問題をテーマにしていま

した）に登場するメーヴェを象徴させる飛行機を、原寸大で制作しています。

福島空港の滑走路でこの作品はジェットエンジンを吹かせるデモンストレー

ションをしました。

　土岐小百合氏（「ときたま」というアーティスト名）は、震災後に立ち上げ

たプロジェクトの中で、多くの方々からいただいた言葉を、空港内にインスタ

レーションしました。他にも、凧や鯉のぼりのアート作品など、多くの一般の

方々から寄せられた作品も多く展示されました。

　大友良英氏は福島空港公園で音楽祭をビエンナーレの期間に開催してくださ

いました。映画『はやぶさ』の主題歌のFumika氏に、やまだひさし氏の「ラ

ジアンリミテッド」の全国放送の公開収録でお越しいただいたり、舞踏のダン

スやアート・パフォーマンス、子どもたちへのワークショップも開かれたりし

ました。

　さて、『福島ビエンナーレ』はもともと福島大学の学生が実行委員となって

始められたものでした。当初は福島市街地で開催していたものでしたが、

2012年はこのように福島空港で開催され、参加作家も国際的になり、Japan 

Timesをはじめ全国紙の雑誌や新聞にたくさん紹介されたこともあり、世界中

の方々に知られるようになりました。

　次に『福島ビエンナーレ2014』の写真です。湯川村、喜多方市で、お米、

水と食物の循環する「氣」というテーマで開催しました。福島大学に新設され

た食農学類とも関わるものでしょう。湯川村の小学生のみなさんと一緒に田植

えから始めました。田植えの会場では、湯川村の「勝常寺念仏踊り」などの伝

統文化とコンテンポラリー・ダンスや書の作品も紹介しました。稲を植える場

所もデザインしました。いわき市の美術家、吉田重信氏に依頼しました。昨今

流行りの「田んぼアート」とも関わるものですが、本当に品質の良いお米を作

るためには、田圃に様々な色をした苗を植えられないことを知りました。苗を

植えない空間が水の反射で鳥の形として浮かび上がっています。また芸術祭で
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は、海外から訪れたアーティストたちと一緒に稲刈りもしました。田植えから

稲刈りまでが、この芸術祭に取り入れられています。このとき関わった小学生

が今、私のゼミにいます。

　稲刈り後の稲穂も作品となりました。湯川村に新設された「道の駅」には、

デザイナーの佐藤卓氏と文化人類学者の竹村真一氏のディレクションによるプ

レゼンテーションを掲げました。水田による環境や景観の保全、稲藁の活用、

田の神信仰、太陽の動きと農事暦・祭事暦との関係など、お米をめぐる文化・

風習が紹介されています。

　「おむすび／おにぎり」シンポジウムも開催し、地元の方々に、お米を用い

た伝統的な料理や新しい米パンなどの料理をご紹介いただきました。

　次に『福島ビエンナーレ2016』です。二本松市で開催し、菊をお酒に浮か

べて長寿を祝う「重陽の節句」と結び付けました。二本松市は菊人形祭で全国

的に有名です。この会場内に、先ほどのヤノベケンジ氏と増田セバスチャン氏

の作品を設置しました。大七酒造や道の駅とコラボレーションをし、地元では

Ｔシャツなどの商品も作られました。この芸術祭は地元の方々に大変歓迎さ

れ、『重陽の芸術祭』として毎年続けて行うことになったのですが、市長が変

わり、継続されなくなりました。行政と関わった企画では、ここに示したよう

な問題も噴出することを学びました。

　さて、ここで私はあらためて「アートとは何か」「芸術、美術とは何か」に

ついてお話ししていきましょう。

　実は「芸術祭」と「美術展」は若干、違うニュアンスを持っています。同様

に、芸術、美術、アートは、もともと違う意味を含んでいます。

　現在、新潟・越後妻有や横浜、札幌、神戸などの「芸術祭」は、行政が主催

するもので、「助成金」とも深く関わっています。それは、単独の美術館や

ギャラリー、画廊が企画した「美術展」とは違う面が多々あります。

　美術と政治、行政は、全く関係ないものでもありません。

　「芸術家は政治的な存在でもあり、世の中の悲しみ情熱、あるいは歓びを常
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に鑑賞でき、ただその印象にそって自ら形を作る」とピカソ（Pablo Ruiz 

Picasso）は述べました。彼はまた次のような言葉も語っています。

　「いかなる創造活動もはじめは破壊活動だ」「美術作品は敵との闘争における

武器だ。絵画は部屋に飾るために作るのではない」「私は古いもの芸術をだめ

にするものと絶えず戦っている」と。

　またピカソに大きな影響を受けた岡本太郎という芸術家がいます。彼の「芸

術は爆発だ」という言葉がよく引き合いに出されます。彼は「ピカソは美し

い、しかし決してきれいではない」「たとえ自分自身の仕事でもなぞってはい

けない」と述べていました。岡本太郎が「爆発」という言葉で伝えたかったの

は、入念な策略を練った芸術ではなく、生命が瞬間的に「表現」することだっ

たと私には思えます。

　「 表 現 」 はexpressionと 英 訳 さ れ ま す が、impressionと 対 義 語 で す。

impressionism（印象主義）がありますが、発せられた当時、この言葉は侮蔑

的な意味を含んでいました。expressionism（表現主義）という語は、フラン

スとドイツの美術、アートについて考えの対極的な違いも含み持っています。

なぜなら印象と表現、impressionとexpressionは、一方通行のベクトルでは

なく、行き来するもの、関連してはじめて「美術」となるとする考え方も伝統

的にありました。import（輸入）とexport（輸出）に置き換えても良いでしょ

う。政策的に必要な考え方です。

　一方的なimposeは押しつけ、exposeは暴露となります。そして爆発は

explosionです。

　また「爆発」は、「芸術作品を制作する」という言葉の翻訳語とも関わって

きます。実は「制作」の英訳は意外と知られていません。それは、makingと

は違い、executionといって実行、死刑執行と同じ言葉です。

　芸術家、表現者は、物を作り出して外に出したときに、責任はアーティスト

自身が被ります。ヤノベ氏の《サン・チャイルド》もそうでした。

　一方、科学は美術とは違います。そのことを、私は震災後、実感しました。
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例えば、原子爆弾を作り、原子力発電所の事故が起きても、科学者個人が責任

を問われることはない。ダイナマイトが爆発しても、ノーベル賞とは無関係。

対して芸術家の表現をexecution（死刑執行）と同じ言葉で括るのは、常に

アーティスト自身が自身の発明したものに責任を負うこととも関係しているよ

うに思えます。

　この美術の「制作」と作品の「鑑賞」でも「表現」の意味合いは異なりま

す。一般には、美術を捉えたイメージは「鑑賞」という意味が強いでしょう。

　この図表は、「アートに興味ありますか」というアンケートの結果を示して

います。美術はアトリエで作家が作品を制作し、美術館、ギャラリーで展示さ

れるものと解されていて、ほとんどの方々は美術が社会と切り離されたもの、

自身たちの生活と関わりがないと思っている。

　美術に興味を持っている人、芸術・美術人口は、魚釣りを趣味とする人より

も少ないのですね。日常、普段、美術に興味関心はないけれど、あるときだけ

必要に興味がある。有名な美術家の展覧会が来たときです。また、美術のテレ

ビ番組の視聴者のランキングによると７、１位は圧倒的に「なんでも鑑定団」。

100円だったものが１万円になった、100万円で買ったものが千円だったとい

う話に興味が注がれている。私たち美術関係者が見る「日曜美術館」（４位）

とは大きく順位が違う。また日本人に、どのような美術作品に興味あるのかを

問うと、このアンケート結果のように（図２）、ほとんどの方々が、モネとか

ゴッホとか、西洋の近代美術を答えています。ちなみに最近の美大生が選んだ

１位は宮崎駿（図３）。今の美術の教科書では、漫画やアニメーションも出て

いますから。私が学生の頃は、「美術」というと、漫画やアニメーションの作

家は入っていませんでした。時代や地域で無意識に括弧付きの「美術」の範疇

があります。

　「アート」「美術」の概念、その範疇や、それに対する意識、解釈が変わって

きたことも、私は重要なことだと思います。社会的な背景の中で「アート」が

変動、揺れ動いてきたを示しています。
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　ここで本題に戻りましょう。「アート」とは何か、「表現」とは何かという話

です。先に結論から言うと、「美術」と「芸術」と「アート」は、異なった社

会的な背景から生まれた言葉です。

　「美術」という語は近代、明治以降にできた言葉です。日本に古くからある

「藝術」とは違います。ウィーン万国博覧会の際に、西洋でArt／Kunstと言わ

れている語を翻訳したものです。スライドにあるように、当時「美術」という

語の範疇について、音楽、画学、像を作る術、さらには文学、舞踊や演劇も

「美術ナリ」と記されています。現在、「芸術」の範疇に括っているものが「美

術」だった。今は「芸術」の範囲に「美術」と「音楽」が入っていると考えて

いる方が多いでしょう。しかし「芸術」、もともと「藝術」という文字は日本

に古くから存在していた言葉で、『後漢書』の頃から使われていた。

　美術が今の範疇に括られていく背景には、美術学校、美術館、学校の教科と

して扱われている「美術」という語が扱っているものに括られた歴史がありま

す。美術が日本の学校制度に入ってきたとき、当初の機関は工部美術学校だっ

た。当時、音楽教育による、西洋のリズム、拍子で歩調をそろえる動きが、軍

隊の行進に関わっていたように、美術もまた、遠い／近いの感覚を西洋の遠近

法を通じて学ぶことによって、地図の作成など、空間的な把握に関わる知識を

得ていた。イタリアから訪れた教官が西洋の「美術」の技術を教えていた。工

図３　日本の美大生が選ぶスゴイ芸

術家ベスト30

図２　「あなたの好きな画家は？」
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部美術学校では、西洋近代の絵画、彫刻の技術をいかに早く学び、日本に取り

入れるかが問題で、そこは一種の工学部だった。それは、executionというよ

り、makingに近い意味に寄っていました。

　また当時、なぜ「美術」という言葉を、「藝術」とは別に作ったのか。ここ

は重要な視点です。まず、「藝術」の字源についてお話ししましょう。「藝」の

中央にある「 」という漢字は、のちに誤用されたのですが、「土」の上に

「木」を記したもの（図４）。平らな大地に盛り上げた「土」に祈りの棒をささ

げた象形文字です。「土」の上に、祈りを捧げられた「木」が成長して大きく

なっている姿が見られます。

　右側の「丸」という字も誤りです。「丸」というのは弓の弧をかいた字で、

円や球に近い意味がありますが、もともとは真ん中の点は一つではなく、二つ

ありました。この「ケキ」は、草を植えるように、地面にしゃがみこむ人の字

姿を示しています。「園芸」という言葉があるように、「ゲイ」は、種を植え

て、そこで成長した若苗を育てる意味が含まれています。

　また、その上下に位置する草冠の「芸」は「ゲイ」ではなく「ウン」と言い

ます。「ウン」には「艸、くさぎる」意味がある。この「ウン」と「ゲイ」と

結び付けた「藝」は、若苗を植えて、育て、くさぎるもの。循環させて引き継

いでいくものを示す。だから「技藝」という言葉に使われる。

　このような「藝術」とは違う意味で「美術」は生まれた。それは、これまで

図４
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日本になかった言葉であるとともに、新しい概念も入ってきたことを伝えてい

る。ある種の「自由」「自己表現」、「権利」「制度」、時代精神によって変わっ

ていく「ものの見方」などを含んだものが「美術」です。

　さらに、西洋で引き継がれてきた「アート（Art）」とは何かをお話ししま

しょう。この言葉はもともと洞窟壁画にあるように、建築術、医術、呪術とい

う意味が混在しており、「テクニック」とは違う「術」だった。今、「美術」と

いうと真っ先に、絵画、彫刻などを想起しますが、それらのジャンルは例える

と、振り子の真ん中であって、両極には建築と呪術がある。建築は、場、空間

を意味しており、永遠に残すものです。一生涯かけて積み上げていくような意

味がある。洞窟で壁画が描かれた空間そのものです。

　呪術は、形として残らないものだけで、心に刻まれるものです。ダンスや演

劇もまた、もともと、写真やビデオ映像がない時代、身体に刻み込んで残すも

のだった。洞窟壁画は、手を叩いたとき、残響が残る場所、音がよく伝わる場

所にしか描かれていないようです。ここは、占術や医術的な治療の場でもあっ

たとされる。なお、ラスコー洞窟は最古の絵画と言われてきましたが、それは

２万年前に描かれたものが、たまたま残っていて、見つかったにすぎない。新

たにその後、古い壁画も見つかっているように、さらに人類は数万年前から絵

画を描いていた。そして洞窟壁画は、もともと今のような照明がなく、暗い空

間に灯火を使用し、凹凸のある場所に刻まれたものでした。それは彫刻、レ

リーフでもある。音響装置や演劇空間でもあった。

　先ほどの「鑑定団」という番組ですが、ここでは基本、登場してくる作品

は、絵画や彫刻を「物」として扱われる。腐らない物です。建築や呪術は登場

しない。形に残らないものは、経済的な価値がないと思い込んでしまう。

　また、建築というのは、その空間、場、環境を作り出していくものです。例

え ば ガ ウ デ ィ（Antonio Gaudí） の《 サ グ ラ ダ フ ァ ミ リ ア（Sagrada 

Família）》はまだ建築、造営が続いているのですが、そのスペイン・バルセ

ロナという場のイメージを形作ってきた。イタリアのフィレンツェと違う歴史
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があり、文化があります。

　もう一つ有名な建築を例にお話ししましょう。パルテノン神殿は、極彩色に

彩られていて、中に神殿があって、柱にレリーフが刻まれ、神像が祀られてい

た。前５世紀、このパルテノン造営の総監督、古代ギリシアの彫刻家のフェイ

ディアス（Pheidias）は、パルテノン神殿に収められた巨像、女神アテナの持

つ盾に自分自身に似た人物を刻んだため、不敬罪となって投獄される。自画像

というジャンルが生まれたのは、ルネッサンス以降とされています。

　パルテノンの彫刻は、のちに略奪されて、今の大英博物館やフランスのルー

ヴル美術館、ドイツのペルガモン博物館に飾られています。この博物館、

ミュージアム（museum）の語源は、ムセイオン。古代ギリシアで信仰され

た学術・芸術の女神「ムーサイ」の祀堂です。それが学堂、図書館や博物館と

なった。大英博物館には、もともと書籍や絵画、古代彫刻などが含まれていま

した。それがのちに大英図書館、ナショナルギャラリーに区分けされていきま

した。

　つまり、ここでまずお話ししたかったのは、私たちが今「アート」としてい

るものは、歴史、時代によって全然、認識、解釈が違っていることです。西洋

の「アート」は、建築術、呪術、医術を源流としていますが、それらは見えな

い存在を、見えるようにすることだった。しかし近代以降、フランス、写実主

義の画家クールベ（Gustave Courbet）は、天使の羽など見たことがないから

描かないと述べた。セザンヌ（Paul Cézanne）は「モネは目にすぎない、し

かし、なんという目だろう！（Ce Monet, ce n’est qu’un oeil, mais quel 

oeil !）」と語っています。

　レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）もまた、《巌窟の聖母》

に天使の羽を描かなかった。そのことで、作品を拒否された。見えるものは信

じない、見たことないものは描かないなど、美術家によっても「見ること」の

解釈が全く異なっています。そこから「アート」は時として権力と対峙するこ

ともあります。
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　「アートとは何か」と語るとき、私たちが学んだ「美術」は、このような西

洋美術の影響を受けてきました。そして近代以降の美術は、「純粋美術／ファ

インアート（Fine Art）」と「応用芸術／ユースフルアート（Useful Art）」、

デザインを区別してきました。そこには、油彩画をハイアート、漫画やアニ

メーションをローアート、サブカルチャーと区分する考え方もありました。

　学生時代、私はアートはテクネを必要とするけれども、テクネはアートでは

ないと教わりました。アートとデザインも違うものです。美術は「問題提起」、

デザインは「問題解決」という言葉があります。福島大学の講義「アート・マ

ネージメント」に講師として毎年来られている芹沢高志氏は、この問題から芸

術祭の「問題提起」と「問題解決」について語られていました。先ほどお伝え

したヤノベ氏の《サン・チャイルド》も、この作品はもともと公共空間とし

て、この場所にデザインされたものではありません。アーティストが作品を制

作することと、作品を設置することの間には、デザインし、フォローする立場

が必要となります。アーティストは問題を提起しているわけですから、それぞ

れの考え方、見解によって作品の受け取り方が違ってくるのは当然でしょう。

その違いこそが「アート」にとって重要とも言えます。

　もう一つ「アート」に対して、偏った認識で受け取られた時代があったこと

をお伝えしましょう。自身のものの見方だけが正しくて、嗜好性にそぐわない

作品、他者の考えを拒否した有名なエピソードがあります。

　この写真の映画『アドルフの画集』では、アドルフ・ヒトラーが画家を志し

ていたときから、ナチスの中心になっていく過程が物語られています。すべて

史実ではなく、フィクションですが、当時の風潮をよく表しています。

　この絵画は、ヒトラーの作品です。若い頃、彼は古代的、アカデミックな絵

画を描いていました。そして彼はのちにイタリア、ドイツを源流とする（遠近

法的に正確な）美術に対して、個人の主観的な「表現」の美術を非難、攻撃し

ました。まさしく、印象主義、表現主義以降の美術です。

　ナチ党は、近代以降の前衛芸術を、道徳的・人種的に堕落したものであり、
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社会や民族感情を害するとして、「退廃芸術」というレッテルを貼りました。

そこに含まれていた作品には、ゴッホやセザンヌ、ピカソなど、近代美術とし

て現在、大きな地位を占めている「アート」です。

　一方、ヒトラーと正反対な活動があります。

　パブロ・ピカソは、８歳でこういうアカデミックで巧みなデッサンを、14

歳、16歳の頃は、このような写実的な油彩画を描いていましたが、のちにキュ

ビスムなどの抽象的な作品に移行していきます。彼の代表作《ゲルニカ》は、

ドイツ空軍がスペイン北部バスク地方のゲルニカに行った無差別爆撃を主題に

描きました。発表当時1937年、この作品には批判的な意見を多数受けました。

しかし《ゲルニカ》は現在、近代美術の代表的作品として評価されます。

　ここには、アートとサイエンス、美術と科学の相関関係もあります。その点

を加えてお伝えします。

　例えば、レコード、DVD、デジタル映像というように技術の進展に伴い、

古いものの価値は失われていきます。しかしゴッホの生前、１枚しか絵画が売

れなかったように、あるいは、印象派の絵画やピカソの《ゲルニカ》のよう

に、当時、否定的な扱いをされた作品が後世、重要な作品となることも多い。

　歴史的な順序で、レオナルドとゴッホ、ピカソの中で、最先端のものが秀で

ているということはなく、新しい、古いという価値とは別の次元にある。

　一方で、アートにも、進化論的な解釈もあります。印象主義のあとに、表現

主義、キュビスム、構成主義が誕生するような、系統樹的に変化するという発

想です。

　話を困惑させてしまうかもしれませんが、科学者（サイエンティスト）とい

う言葉は、日本語の「美術」と同様に近代の造語で、芸術と科学、アートとサ

イエンスを区分する見方自体も近代的なものです。

　レオナルド・ダ・ヴィンチの活動していた時代は、自然哲学（natural 

philosophy）でした。哲学はphilo-sophy、知を愛するという意味です。この

時代、サイエンスという言葉は「一般的な教養」という意味でした。
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　科学者という言葉が作られたのは、職業化された専門の理論体系が出来上

がった頃、具体的には、物理学、化学、生物学、地学などの専門に研究領野が

区分された産業革命以降で、ダーウィンの弟子の時代からとされます。今のよ

うに文系、理系などの考えに分化したのは、さらにあとのことです。

　ゲーテは、形態学や色彩論の自然科学者であり、詩人、劇作家であり、優れ

た水彩画を描く画家でもあり、政治家、法律家です。彼はライプツィヒ大学の

法学部に入学しました。

　なお、ルネッサンスの頃、レオナルドは「芸術家」であると同時に「職人」

でした。この「哲学」と結び付け、「自画像」のようなジャンルが生まれてき

たことが、のちに「アート」の意味を深化させ、「アーティスト」の時代を先

導していきます。

　この頃から、「表現の自由」という言葉がアーティストに寄せられる。この

自由は「フリーダム（freedom）」です。なお、もう一つの自由があります。

美術館（ミュージアム）の美術展という近代以降に形作られた公的な場として

の自由で、それは「リバティ（Liberty）」という意味となります。政治、制度

とか社会的な条件から自由になった、獲得した「自由」は「リバティ

（Liberty）」であり、「ライセンス（Licence）」と同じ語根にある言葉です。

　例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》を見て、個人を対象とし

て「誰を描いたか」を問う見方に対して、科学的側面から、客体として解剖図

の人体のように「人間とは何か」を問う、つまり、平均顔、誰でもない人間像

として《モナ・リザ》を捉えることもできます。ある意味、その受け取り方は

「自由」です。レオナルドは、理想とする人間像を描くため、眼とか鼻とか、

何人かの顔の中から、バラバラな身体を一つに統合する見方も伝えています。

一方、私たちが絵画を描くとき、この主観と客観が交叉します。私は、海外へ

行くたびに、自分の似顔絵を描いてもらうのですが、アメリカとかポーランド

とか中国の方々が描いた＜私＞の肖像は、日本人に対する「ものの見方」も関

わり、誰が誰を描いたのかという表現から＜個＞が立ち現れてきます。
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　＜個＞の問題は、ある意味かけがえのない生命を持った対象です。一方で、

客体の人体、一般に科学の扱う「誰でもないヒト」は、私たちが絵画を描くと

き、人体の構造を知る美術解剖学などの技術にも含まれます。このような解剖

学的な知識、技術は、人体を描くときには必要とされますが、その技術がない

と絵画が描けない訳でもない。芸術（アート）は技術（テクネ）を必要とする

が、技術（テクネ）は芸術（アート）ではないと言われる所以です。《モナ・

リザ》には、＜個＞の問題と科学的な＜全体＞の視点の両方が交叉していると

ころを、私は興味深く思います。さらに近代以降のアーティストは、技術自体

も否定した作品もある。マルセル・デュシャン（Marcel Duchamp）のように

《モナ・リザ》にひげを加えただけで、自身のアートとして提示された「美術」

もある。

　これは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた人体解剖図ですが、上部に一人

の老人の男子が描かれています。これは医学書の解剖図ではあり得ません。お

そらく自然哲学として、彼は生命とは何か、つくづく考えていたのではないで

しょうか。彼は「生命を尊重しないものは生命に値しない」「自然を師としな

ければならない」とも語っていました。

　私は「表現の自由」というテーマで「アートとは何か」と語るときに、アー

トは個人の生命に関わるものであり、社会と関わるものであり、また、個人の

「フリーダム（freedom）」として、決して取り返しのつかない「かけがえのな

いもの」であると同時に、制度の中の「リバティ（Liberty）」とも対峙するも

のだと考えています。「個」と「全体性」との両極を揺れ動くものである。

　例えば、この人が好き、嫌いとする判断は、＜私＞的にあってもいい。しか

し＜公＞的にそれは社会の中で許せる、許せないという判断とは異なる。ピー

マンを食べるのは嫌いだから、世界中からなくして欲しいとは思わないですよ

ね。アートを見て、好きか嫌いかという判断もまた、社会的に価値があるか否

かは別の要因です。

　最後にご紹介するのは、スティーブ・ジョブズの言葉。
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　「今やっと理解したことがある。人生において富を積み上げたこととは関係

のない他のことを求めたほうがいい。それは何か、人間関係や芸術、そして若

い頃からの夢かもしれない。」

　ありがとうございました。

　Ⅳ　文化政策のありよう　久我　和巳

　久我と申します。芸術についてのシンポジウムには、登場しづらいというの

が実感です。ふだんは、映画の話ばかりしているものですから。映画というの

は、今、渡邊先生がおっしゃっていた文化・芸術という側面もさることなが

ら、お金がとても関わってきます。１本の映画を作るためには何百人の人が関

わらなければいけないし、制作・配給・興行という流れがあって、そこには何

万人何十万人の人たちの生活も関係してくる。そこであまりにも作家主義を強

調しすぎてしまうと、興行面で売れなくなるという場合も生じます。映画にお

いては、やはり一般の人たち、一人でも多くの人に見てもらえないのは致命的

なことです。新海誠監督が登場したときには、作画や色彩設計から、コン

ピューター上で、ほぼ一人で作っていたことで話題になりましたけれども、今

では新海誠監督の１本の映画が出るたびに、出版であったり、音楽やテレビの

業界であったり、そういった様々なコングロマリットと言うのでしょうか、文

化複合体が出来上がっていて、そういう状況で、一人だけでやっていくわけに

はいかない。１本の映画を作るのに何億円もかかる。その結果、どれだけの配

給先が得られるか、どれだけの人に見てもらえたのか、そういったことが関

わってきます。そのために、今、文化芸術基金などをはじめとする文化助成の

在り方が問われています。もちろん去年の『カメラを止めるな！』のように、

本当に数百万円の資金で、何億円という興行成績を叩き出すような映画もある

わけですけれども、たいていの映画は、そんなには売れない。映画は見ても

らってなんぼだと言うのは簡単ですけれども、だからといって、見てもらうこ
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とだけが目的化された映画ばかりになってしまったら、私自身も、映画業界

も、すごく寂しいものになってしまうかもしれないと思うんですね。アメリカ

ンヒーローの映画であったり、ジブリの映画であったり、新海誠監督の映画で

あったり、それはもうすごくお客さんは入るわけですけれども、映画館のスク

リーンに映るものがそういうものだけだったらすごく寂しくなってしまう。そ

れを避けるためには、やっぱり、国家であったり、地方自治体であったり、必

ずしも大金を稼ぎ出さない作品に対して、何らかの支援が必要ではないのかと

思うんです。それがいわゆる文化行政、文化政策で、これまでにも展開されて

きました。

　実は、この10月に、ある１本の映画が東京の一館で公開されました。『解放

区』という太田信吾監督の作品ですけれども、５年前に制作されて、ずっとお

蔵入りになっていた映画です。大阪市のあいりん地区を舞台にしていますが、

あいりん地区を非常に生々しく描いたということで、評判になっていたわけで

す。５年前には大阪市の助成を受けていました。ところが、この作品の描写が

あまりにも生々しいので、「あいりん地区であることを隠せ、ちょっと話を変

えろ」というようなことがあって、結局は助成金を返還してそのままお蔵入り

になっていました。

　もう一つは昨日の新聞記事を引用しましたが８、この１週間ほどに話題に

なっていた映画に、『主戦場』という作品があります。『主戦場』では、従軍慰

安婦の問題に関して様々な人たちにインタビューをして、自由にしゃべってい

いからという感じでいろいろな人たちのインタビューが流されるわけですが、

そこで、その人たちの論拠としているものや論理の構成の仕方、あるいは人間

性までも描いてしまった、ということで、インタビューされた側は、インタ

ビューの趣旨や方法、編集のされ方などについて、強く抗議を行いました。作

品は、川崎市の新百合ヶ丘で開かれている「KAWASAKIしんゆり映画祭」で

本来上映される予定でした。しかし、川崎市からこの映画祭には数百万円の補

助金が出ています。様々な状況を考慮して主催者は上映を１回取りやめまし



行政社会論集　第 34 巻　第２号

－　　－204

た。そうした決定に対して、白石和彌監督は「表現の自由を殺す行為だ」とし

て出品予定だった自らの映画を引き下げた。あるいは、是枝裕和監督をはじめ

として多くの映画人たちが抗議を行った。今日が最終日ですけれども、『主戦

場』は上映されることになりました。本当は私行ってみたかったんですが

（笑）。

　映画は必ずしも１本作ったからといってそれで儲かるという保証はなく、そ

れどころか、逆に非常にリスクの高い商品です。商品といっても、例えば車を

作ると言ったら、その車が豪勢なものであればあるほど価格は高くなります

し、野菜であれば品薄になれば高騰する、余るくらいになれば安くなるという

原理が働いているかもしれませんが、映画はなかなか奇妙な商品で、映画館に

行くと大人だと大体1800円くらいを一律で取られるわけです。何億円かかっ

た映画であろうと何百万円で作られた映画であろうと一律に徴収されるわけで

す。そのときに文化の多様性を求めようとすれば、やはりどうしても公の機関

の助成が必要になってくる。ではその助成の在り方はどうなっているのでしょ

うか。

　今日はいくつか資料を集めてきました。今年の３月に文化庁から出た報告

書９の抜粋です。日本・英国・アメリカ・ドイツ・フランス・韓国の文化関係

予算を比較したものです。文化支出の比較という形で言うならば、この６か国

で日本の文化関係の支出は最低レベルにあるわけです。アメリカや日本の国家

予算における文化予算支出の割合は非常に低いんですけれども、単純に比較す

ることはできません。それは文化に対する考え方や伝統が国によっても異なる

からです。例えば、先ほど、スティーブ・ジョブズの話が出ましたけれども、

ビル・ゲイツにせよスティーブ・ジョブズにせよ、また、野球のメジャー・

リーグの選手やバスケットボールの選手などで高い年俸を稼ぎ出した選手は寄

付をする。カーネギー財団のような名前の付いたホールまであるわけですか

ら。これはキリスト教圏、イスラム圏で、寄進と呼ばれることもありますが、

年収に応じて自らを育て、支えてくれた社会に還元するという概念と結びつい
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ています。日本でもバブル経済の後期に、フィランソロピーや企業メセナとい

う言葉が生まれて、多くのコンサート・ホールや劇場も作られましたけれど

も、その後の経済の停滞によってあまりうまくいっていないという面もあるか

もしれません。それから、国家予算だけではなく、地方自治体がそれぞれの地

域の文化活動に対して支出をするという仕方もあり得ます。そういった際に、

今回のトリエンナーレの問題をめぐって、一つキーワードになったのは、国や

自治体からお金が出ているのだから、国に対するアンチというのは許されない

のではないかということでした。国や自治体の支出の在り方と文化の在り方の

関係がやはり問われているのだと思います。

　いろいろな観点がありますが、今日、紹介するのがイギリスの「アーツカウ

ンシル」という団体です。アーツカウンシルを通じて、国家が、様々な芸術を

創造する団体や個人に資金を分配します。経済学者のケインズが最初の会長に

なって、「あらゆる人に素晴らしい文化・芸術を」というテーマの下に設置さ

れました。このアーツカウンシルで公の支出・国家の支出と個人の文化・芸術

の在り方がどうあるべきか、ということでよく言及されるのが、アーツカウン

シルの「アームズ・レングス」の原則（arm’s length principal）です。「アー

ムズ・レングス」というのは腕を広げた長さですね。国家と個人の芸術創造活

動とにある一定の距離多くということです。アーツカウンシルと国家との間に

一定の距離が置かれ、各々が独立しているということでもあります。20年以

上前の『文部科学白書』によれば10、「芸術と行政が一定の距離を保ち、援助

を受けながら、しかも表現の自由と独立性を維持する、という法則」とされて

います。

　ただ、理想論、抽象論としては理解できても、現実の在り方として、「アー

ムズ・レングス」の原則、国家・公の機関と芸術の距離というのはなかなか測

りがたい、難しいものがあります。ケインズが最初に考えたときには個人と企

業との関係がある程度頭の中にあったのではと想像できますが、その後、文

化・芸術と社会との関係も劇的な変化を遂げました。
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　60年代にはビートルズをはじめとする、様々なポップカルチャー・サブカ

ルチャーが台頭してきます。昨日のテレビの音楽番組では、あるＪポップの作

曲家の転調の仕方はモーツァルトと同じだと言われていましたけれども、ポッ

プカルチャーやサブカルチャーのように、今まで蔑ろにされ、低く見られてい

たものが、若者たちを中心として、そのアイデンティティや自己表現に非常に

大きな意味を持つことが認められてきた。さらには、70年代には、民族の自

立、先住民の問題、移民問題などがそれまで以上に焦点を当てられ、マルチカ

ルチュラリズムなど、様々な文化の在り方、それまでの西洋主義的な文化の在

り方とは異なる文化の在り方も視野に入れる必要が生じてきた。英国の労働党

政権の時代には、アーツカウンシルの予算はどんどん増えてきているわけです

けれども、一方で、個人の芸術文化創造活動を公に庇護・保護することにはな

らなくなってきた。それが最も顕著に表れたのが、79年から90年代のサッチャ

リズムの時代です。アーツカウンシルの自立性は徐々に失われていく。これ

は、英国病と呼ばれるようなイギリス経済の衰退と重なっているわけですけれ

ども、「国そのものの経済が弱っているときに芸術に金を出すとは何事だ」

「人々が戦っているときに、遊んでいていいのか」といった風潮も出てきます。

そうした見方は、直接的な抑圧の形を取らなくても、公金の支出の仕方であっ

たりとか人事権であったりとか、様々な形で出てきます。その後、1997年成

立のブレア政権の下では、文化・メディア・スポーツ省が設置され、一昨年、

デジタル・文化・メディア・スポーツ省に改称されましたけれども、文化に対

する補助がこれまで個人とか一般の団体に助成するものであったのに対し、あ

る程度一定の助成を受けた以上は成果を見せろということになりました。

PDCAサイクルの提唱はその一つの例です。

　日本でも2000年代に入ってから経済産業省が、クールJAPANとかJAPAN

ブランドとかいう概念を打ち出しました。日本のアニメ産業は、日本人のアイ

デンティティを醸成するというわけです。一体、いつのまに日本経済はオタク

に頼るようになったんでしょうか、という気もするわけですけれども、ただ単



表現の不自由？？？――あいちトリエンナーレにおける一連の騒動を手がかりに　（永幡幸司・渡邊晃一・久我和巳・金井光生・阪本尚文・垣見隆禎）

－　　－207

に個人の活動を保障するのでもなく、そのクールJAPANという概念全体に助

成することによって、先進国のオタクたちから金を巻き上げろ、という話に見

えなくもない。これは、クリエイティブ産業とか、コンテンツ産業とかと呼ば

れています。限られた財源を公平に分配するためにはそれなりの説明義務や成

果の証明が必要、というわけです。いわゆるニューパブリックマネジメントで

すね。公共政策を文化にも適用するという形になってきて、これは日本でも言

われるようになってきたことです。

　本当にそれでいいのか。私などは、京都アニメーションの作品や成果にどれ

だけの敬意が払われていたのかということを、まず問いたい。京アニ自体は、

比較的、福利厚生に気を配っていると聞いていますが、一般のアニメ産業にお

いて、１枚の原画を描くのにいくら払われているのか、そっちの方が重大だ、

作品そのものをきちんと評価しているのかと私なんかは思うんです。でも、ク

リエイティブ産業は作品に関連するグッズが、いくら売れたかというような話

になってきてしまうんですね。

　そういう意味で、最後になりますけれども、「アームズ・レングス」の原則

は必ずしも遵守され、尊重されてきたわけではありません。様々な形で常に文

化芸術活動は国家からの支援を受けています。そのために、三つほど私から

言っておかなければないと思うのは、一つには芸術や文化が政治や社会から独

立していることはあり得ないことです。このことは、言い続ける必要があるの

ではないかと思います。先般のトリエンナーレのときに起こった批判の一つ

は、芸術に政治を持ち込むべきではないということがありましたけれども、そ

んなことはあり得ないのではないでしょうか。二つ目は、表現の仕方も常に変

わっていくことです。「アームズ・レングス」の原則に対する干渉にはいろい

ろなやり方があって、一つがテキストに対する批判で、先ほどの少女像のよう

にその描かれ方に関する批判がある。それに対しては非常にまっすぐにテキス

トに対して反論すればいいのだけれども、必ずしもそこで話は噛み合わない。

例えば、予算を分配するときの審議会の人事構成に介入してくることもある。
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NHKが従軍慰安婦問題の裁判を取り上げたあとでは曰く付きの人事が行われ

ることもある。人事権を握っているということです。文化・芸術と政治や社会

との関係では、論点はテキストだけではなくて、テキストとプロダクション、

オーディエンスの三角形を見る必要があります。それに関わって、三つ目は、

オーディエンスに対してここ数年来、私が感じているものとして、融和ではな

くて分断が促され続けていて、そのことが暗黙の内に図られているのではない

かと思っています。ですから、表現の自由の問題、「アームズ・レングス」の

原則は決して固定的なものではなくて、これから法律系のみなさんからお話が

あるかと思うんですが、表現の自由そのものが常に問い直されて、一つ一つの

現場で議論しなければないのではないか、ということを指摘して、私の拙い話

の最後にさせていただきます。

　Ⅴ　憲法上の表現の自由と思想の自由市場と寛容な社会

　金井　光生　

　改めまして、行政政策学類の金井です。ここからは、法学系の研究者の話の

番になりますね。「法」は人間の生と直結しているわけですから、文芸などと

同様に本来は身近でリアルなものなのですけど、どうも日本では学校教育のせ

いなのか、「法律系の話は縁遠い、堅苦しい、とっつきにくい」といったイ

メージが多いようで、立憲民主主義における主権者市民の育成にとってなかな

か残念な状況のようです。一見、抽象的でお堅い話に見えるかもしれません

が、最終的に憲法上の権利・自由は、「権利のための闘争」のための市民自ら

の剣となり盾となる、武器となり防具となるものですので、しばしお付き合い

ください。

　私の方からは、そもそも憲法上の表現の自由を論じる際の前提となる総論的

なお話をさせていただきたいと思います。最初のご挨拶でも述べましたけれ

ど、往々にして一般的な人権論とか表現の自由論とかいうものは、政治論や感
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情論などとごっちゃになって、かみ合わない部分で分断・対立が生じて、炎上

して…といった部分もあるように思われるからです。ここでは基本的な法学・

憲法学における「憲法上の権利としての表現の自由」のお話をして、みなさん

自身のthoughtfulな思索や対話に資するように、概念の整理や議論の作法を

お話しするのが、私の役回りです。今回のあいトリ「表現の不自由展」の論

点11に結び付いた具体的なお話については、次の阪本先生からしていただくこ

とになります。資料を兼ねているレジュメの中から、重要な点のみお話しさせ

ていただきます。

　まずレジュメの冒頭に、オリバー・ウェンデル・ホームズ（Oliver Wendell 

Holmes, Jr.: 1841-1935）という著名なアメリカ連邦最高裁判所裁判官によ

る、1929年Schwimmer事件判決における反対意見の一部を引用しておきま

した。読み上げます、「あらゆるものにもまして至上命令として愛着を要求す

る合衆国憲法になんらかの原理があるとすれば、それは思想の自由の原理であ

る――しかも、それはわれわれに賛同するような人物のための思想の自由では

なくて、われわれが嫌悪するような思想のための自由である」。この一節を導

きの糸としまして、表現の自由や芸術の自由の法的な意味合いを見ていきたい

と思います。

　第一に、法学や法律論の作法についてです。レジュメⅠのところです。

　法学で重要なのは、あくまでも「テキストの解釈学」であるという大前提で

す。ですから個人的な道徳的感情論や政治的イデオロギーを持っていることは

人として当然としても、それをできる限り直接に法解釈や法的判断に流入させ

ない、直接輸入しないことが大切です。あくまでも法テキストの全体の構造か

ら内在的整合的に最も説得力のある形としての意味を解釈することが基本的な

作法になります。その意味では、文芸解釈や神学の聖書教義学といったものと

パラレルだと思いますね。

　具体的に言えば、例えば、私個人が一市民としましては、死刑制度とか自衛

隊とか集団的自衛権とかについて、政治的あるいは感情的に賛成とか反対とか
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いう意見を持っています。しかし、そのこと（それ自体、憲法上保障された個

人の思想・表現の自由の一環です）と、法テキスト全体を前提として整合的内

在的に解釈した場合に、死刑とか自衛隊とかいうものが、憲法を最高法規とす

る現行の法テキストの下で法的に合法なのか違法なのか（直接に憲法に関わる

場合には合憲なのか違憲なのか）は、区別して考えなければならない、という

ことです。いわば、公私混同を戒める、「公私の区別」が重要になるわけです

ね。私的な、個人的な見解、感情論が、公共的であるべき法的な場に直接流入

してしまいますと、その特定の私的な価値観によって政治を行う、支配すると

いった公の簒奪になりかねません。まさに特定の人の価値観、もっと言ってし

まえば、特定の権力者・支配者のイデオロギーによる支配、つまり、（右左に

関係なく）専制的な全体主義です。これを否定すること、これが文芸と同様に

人類の多年にわたる血と涙と汗の結晶によりつかみ取られたリアルな観念なの

です。「人の支配」ではなく、「法の支配」ということ。たとえ権力者・支配者

であったとしても、侵すことのできない高次の法によって縛られる、法の支

配・立憲主義が大事なのです。

　こうなってきますと、「法には血も涙もない」と言われることもありますが、

「血も涙もない」どころか、できる限り、冷静といいますか客観的で中立な

フェアなルールにのっとる、そのことでもって、様々な市民の方々が――人そ

れぞれ、多様な熱い思い、価値観、政治イデオロギーなどを持っているわけで

すけれども――そういう人たちを「一人ひとりの個人を尊重する」ことで平和

的に共生させよう、そのための最大公約数的なルールが「法」なのだ、と言う

ことができます。

　そして、法学は、様々な考え方――左の人もいれば右の人もいる、リベラル

の人もいればノンポリの人もいる、神様を信じている人もいれば信じていない

人もいる、いろんな美的センスの人もいれば、納豆が好きな人も嫌いな人もい

る…――そういう様々な考え方を持った多様な人たちが、共に生きることがで

きるようなことを考えていく学芸ということになってきますので、ちょっとお
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堅いというか「血も涙もない」と言われればそのとおりかもしれませんが、む

しろ「血も涙もない冷厳な実直さ」によって、血も涙もある一人ひとりをその

人らしく生かす、という、極めて人間的で生々しいものになります。日本国憲

法で言えば、「全世界の国民の平和的生存権」の実現になりましょう。

　ですから、国家や地方自治体を含む、法学では「公権力」と言っていますけ

れども、公権力もなんでも好き勝手なことができるのではなく、あくまでも憲

法を最高法規とした法テキストに客観的にのっとってフェアな政治や行政を行

わなければならないことが原則になります。ですから右寄りであれ左寄りであ

れ、時の権力者の政治的イデオロギーに沿って権力行使してはならないという

のが近代国家の大原則になります。ですから「憲法を守れ」、「立憲主義を守

れ」というのは、その限りにおいては右でも左でもありません。あくまでもバ

ランスを取って様々な考え方の市民を生かそうとしているのであります。です

から、憲法という最高法規に従わなければならないのは第一に公権力者です。

公権力者が恣意的な政治を行わないこと。ですから、独裁制や君主制はもちろ

んのこと、たとえ国民主権や民主主義の国家、それによって選ばれた政治家・

権力者だったとしても、「民意」を盾になんでもかんでもできるわけではあり

ません。国民主権・民主主義であれ、独裁制・君主制であれ、どちらも暴走す

る危険性はあります。その専制・暴走を食い止めるリミッター、ストッパーと

して法・憲法がある。「法律や命令といったルールによって市民を強制するこ

とができる公権力者こそがまずもって最高法規である憲法のルールに従え」と

いうのが法の支配・立憲主義です。そのことによって、多元的な価値観を持つ

私たち市民をいかに共生させるのかということになってくるわけであります。

ですから、基本的に公権力による介入や規制もできる限り抑制しておけ、でき

る限り市民の対話や思想やコミュニケーションに任せておけ、というのが原則

になります。もちろん社会福祉などの領域では国家が積極的に介入して福祉活

動をやるべきだといった議論はありますけれども、思想表現の自由などの精神

的自由権の領域おいては、できる限り公権力はしゃしゃり出てくるな、という
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のが近代立憲主義の原則になります。そういうわけでして、公権力をコント

ロールするマニュアルが憲法だと言えます。

　それで、ようやく本題に入っていくわけですが、以上の意味で、憲法は主権

者であります私たち市民と、国家や地方自治体を含めた公権力との垂直的な関

係を規律しております。ですから、市民の「憲法上の権利」は第一には「対公

権力」のものなんですね。ここが重要なところで、一般論として叫ばれる「人

権」とか「自由」とかいうのは、誰に対してもオールマイティに使えます。つ

まり、人が職場や学校などでパワハラやいじめにあったら、「人権侵害だ」と

同僚やクラスメイトに言えるわけです。しかしながら、「憲法上の権利」はそ

ういうことではなくて、第一にはあくまでも公権力が何かしてきたときに、そ

れに対抗して私たちが主張できるのが憲法上の権利や自由になります。ここが

まず一般的な議論とズレてきてしまうところであります。今回の「表現の不自

由展」の中止問題に関しましても、一般的な意味での表現の自由のことを言う

のか、あるいは憲法上の権利としての表現の自由が侵害されたことを言うの

か、そういうところの議論の整理をする必要があると思います。ですからあと

で阪本先生から詳しいお話があると思いますけれども、今回の「表現の不自由

展」の問題は、直接に国家なり地方自治体なり公権力が中止しろと言って中止

したわけではありません。そういう意味で言いますと、本来は直接に憲法が出

てくる、憲法上の権利が出てくるフィールドではないことを前提にしていただ

きたいと思います。ただそのうえで、私的な権力といえども公権力と同じぐら

い強大な権力があることもありますから、それによる人権侵害があった場合に

憲法上の権利の議論を、そういう巨大な私的権力と個人という間柄にも適用し

ようじゃないかという議論（憲法の私人間効力の問題）も出てきますけれど

も、それはまた次の段階の話になります。同じように、今回のケースで「検

閲」云々という議論も出ていますけれども、一般的な意味で言う「検閲」と、

法学あるいは憲法学でいう「検閲」は概念として異なるのですね。この場合

も、憲法学的には、「公権力による検閲」が問題となるわけです。
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　最高裁の判例には、税関検査の合憲性について争われた判決と、名誉棄損的

な表現による出版物の差止めについて争われた判決などがあります。最高裁が

定義するところの「検閲」概念については、例えば、札幌税関検査事件最大判

（昭和59年12月12日）が、「憲法21条２項にいう『検閲』とは、行政権が主体

となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を

目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその

内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質と

して備えるものを指すと解すべきである」と判示しています（要するに、裁判

所からすれば、税関検査は検閲に当たらない、と）。もちろん、この定義や要

件が狭すぎるという学説・理論からの批判は大いにあります。それはまた学

説・理論の発展により、実務・判例も変遷していくんでしょうが、一応、現時

点での最高裁の定義はこうなっているということでありまして、そういう部分

との兼ね合いで憲法違反かどうか問えるわけです。ですから、今回のあいトリ

のケースでは、憲法上の表現の自由の侵害だ、憲法上の「検閲」に該当してい

るんだ、といったような直接の憲法の出番を主張するのは困難なのですけれど

も、しかし、これからお話しするように、憲法上の表現の自由理論の発想とか

エッセンスみたいなものは、おそらく一般的な意味での人権論・表現の自由論

にも応用が利くと言いますか、有用な部分があるかと思います。

　すでにレジュメⅡの（2）「憲法上の権利」としての表現の自由に入ってい

ます。結論だけ言いますと、憲法には様々な権利・自由が保障されています。

例えば、22条１項には職業選択の自由があったり、29条には財産権の保障が

あったり、あるいは25条１項には生存権――生存権条項は、福島県出身の法

学者鈴木義男が経済学者森戸辰男らとともに帝国議会の審議で提案したもので

して、もともとの憲法案にはなかったものです12――がありますね。それはと

もかくその中で、表現の自由は厚く保障されなければならない、他の諸々の権

利よりも思想表現の自由を中核とした精神的自由権はとりわけ厚く保障されな

ければいけない、裏返すと、だからこそ、表現の自由への国家の介入・規制は
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できる限り最小限度にとどめておかなければならない、というのが基本的な憲

法理論になっています。これを「二重の基準」論とか「表現の自由の優越的地

位」と言います。

　その根拠といたしまして、レジュメの「表現の自由の価値」のところにある

ように、①自己実現の価値、②自己統治の価値、③自由な情報流通が挙げられ

ます。まずは、今私がお話ししているのもそうですけれども、「発信者として

の表現の自由」（表現する自由）があり、また、それだけではなくて、「受け手

側の知る権利」（表現を受け取る自由）も含まれます。表現を介して「自己実

現」する価値ですね。さらには、多種多様な「自由な情報流通」過程そのもの

が保障されていると言って良いでしょう。なぜならば、これまでの先生方のお

話にもありましたが、表現では表現者の意図や趣旨も重要ですけれども、何よ

りもその表現物に接したときの、その空間・その場所・その文脈における鑑賞

者側の知る自由・知る権利といいますか、その人がどう思いどう考えるか――

ショックも含めて――が「表現」において重要な契機だからです。まさにその

ことによって、「この表現は嫌だ、けしからん」と思う人もいるかもしれない

し、「なるほどこれは面白い、そうきたか」と思う人もいる。感想・印象なぞ

はそれこそ十人十色、人それぞれなわけです。自分の感情や考えだけが絶対的

に正しいなどとして、対話によらずに他者の見解を権力的に潰してしまうの

は、右左に関わらず独裁や全体主義の発想です。ですから、そういったまさに

市民間の自由なコミュニケーションと自由な合意を重視する、個々人の自律的

な判断に委ねることで、最終的には寛容な社会を築きながら、多種多様な意見

や表現の下での立憲民主主義を健全に運営していく、そういう前提がありま

す。ここに、健全な民主政治を行っていくという「自己統治」の価値がありま

す。そして、これらを含めて「自由な情報流通」は、思想表現の自由だけでな

く、その他の諸々の権利・自由、例えば、職業選択の自由や、不動産・株の売

買といったような権利のもとになっている所有権といったものにもすべて関連

してきますから、基底的な権利として表現の自由は優越的な地位にあり、最大
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限に厚く保障されなければならない（めったなことでは公権力による介入・規

制は認められない）ことになるのです。もちろん、特定人の人格権侵害に該当

する場合のように、明白かつ現在的な実害が発生するようなケースには例外的

に法的な規制・介入は認められますけれども。

　特に情報流通、あるいは多種多様な情報へのアクセスという点に関しまし

て、今回のあいトリのような表現物と出品者と運営者と鑑賞者とをめぐる関係

性からしますと、自由な情報流通の基礎にあります「思想の自由市場」という

考え方が重要になってくると思います。こちらも、レジュメ冒頭で紹介した

ホームズ裁判官に由来しています。アメリカ合衆国でも、第一次世界大戦中の

反体制的表現に関して、やっぱり物騒なものは規制・処罰していたのですけれ

ども、それで起訴されたAbrams事件判決（1919年）で、最高裁の多数意見

は有罪としたのですが、ホームズ裁判官は、「いやそれはおかしい、戦時中で

あれ、たとえ反政府的言論だったとしても、実害が現に生じない限りは最大限

に表現の自由を認め、思想の自由市場の中での対抗言論に委ねるべきであり、

国家による介入は抑制すべきだ」として反対意見を執筆しました。俗に「思想

の自由市場」論と呼ばれる部分は、判決文・法律学の文章にしてはなかなか哲

学的・文芸的な名文なんですけれども、その一節をレジュメⅡ（2）②に引用

しておきました。戦時中のケースだった点を念頭に置きつつ、味わってみてく

ださい13。まさに自由な情報流通が重要なんだ、暴力や武力や権力ではなく

て、「思想の力」、「コミュニケーションの力」でもってやっていかなきゃいけ

ないんだ、たとえ戦争中であってもそうなんだ、ということが語られていま

す。ここでは、レジュメ冒頭に掲げたホームズ裁判官の反対意見にありました

ように、「自分とは異なる思想表現」、「自分が嫌いな思想表現」に接すること

の立憲的・人格的な意義が重視されています。ちなみに、この「思想の自由市

場」論は、僕の「憲法哲学」の出発点でもあります14。

　次にレジュメⅡ（2）③にいきます。自由な情報流通・思想の自由市場に関

連して言うと、最近では東京大学教授の石川健治氏が強調する、立憲主義にお
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ける「コントラ・ロール」の意義が重要です。石川氏の『朝日新聞』論説の一

部を引用しておきました15。自由な情報流通ということからすると、統治機

構・公権力の内部であったとしても、異論・反論・批判の役割・意義を重視し

なければいけないことになります。特に国民主権・民主主義の国制にあって

は、時の支配者層は「これが民意です」と自己正当化して好き勝手なことをし

て暴走しがちになります。それに対して、「それは、おかしいんじゃないか」

と疑問や批判を提示すること、政府の現秩序に対する異議申し立てとしてのプ

レゼンテーション、そういったものが重要になってくるわけです。よく「公権

力をコントロール（統制）しなければいけない」と言いますね。石川氏も指摘

していることですが、そもそも「コントロール（control）」の語源は「コント

ラ・ロール（contra-rolle）」なんですね。直訳すれば「対抗・役割」という意

味なのです。様々な異論・反論・多元的な表現を権力内部においても確保する

ようにする。例えば、みなさんお馴染みの「権力分立」とか「三権分立」とか

いうのは、その典型的なシステムの一つです。そういった意味で、思想の自由

市場を活性化し、権力が暴走しないように、自由で多様な情報流通を確保して

おくために、異論・反論の契機はとても大切なんですね。支配者にとっては、

異論・反論・ガヤなどは超ウザイものでしょうし、だからこそ弾圧したくなる

わけですけども、それでは人間も国も世界も不幸になることは歴史が証明して

います。

　むしろ、平穏無難な意見や表現などはある意味どうでもいいのであって、意

味のある表現とはそもそも物議を醸すポテンシャルを持っているものでしょ

う。先ほど渡邊先生から岡本太郎の「芸術は爆発だ」のお話もありましたけれ

ども、芸術作品を見ても、パブロ・ピカソの《ゲルニカ》や、マルセル・デュ

シャンの《泉》などは、それこそ、既存体制に対する反乱、現行秩序の攪乱と

もいうべきショッキングな「爆発」だったはずです。

　レジュメⅡ（2）④については簡単に。ちなみに、昨日は「文化の日」でし

た。日本国憲法公布の日ですね。日本国憲法は「平和憲法」などとも呼ばれま
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すが、この第９条が大変重要です。今回のあいトリの出展作品にも戦争関連の

ものがありました。とはいえ、通常９条と言いますと、戦争放棄・戦力放棄の

話ばかりが出てきます。それはもちろん大切なのですが、私が強調したいの

は、先にも述べましたように、暴力や武力や権力ではなくて、「思想の力」、

「コミュニケーションの力」による異質な他者との対話的な平和的共生社会の

建設を日本国憲法全体が要請している、ということなのです。それは、表現の

自由条項だけでなく、日本国憲法の前文の「全世界の国民の平和的生存権」か

ら９条を経由して、物理的な意味で戦争しない、武力放棄するという意味だけ

ではなくて、先ほど来の思想表現の自由とリンクしているというのが、私が近

年強調していることです16。

　続いて、レジュメⅢ（1）のところです。公権力との絡みで言いますと、「パ

ブリック（public）」の意味が重要になっています。日本では、先ほどの久我

先生のお話にもありましたけれども、「税金・公金を投入しているんだからお

上
かみ

の意向に従え」、「公権力は金を出す以上口も出して当然」みたいなことを平

然と言う人がいるのですよね。ちゃんと教育を受けて来たのかどうか不思議で

すけども、「パブリック＝お上（official）」というイメージが日本では強いよ

うです。ところが、もともと「パブリック（公共の）」には、レジュメにあり

ますように、①official（公の・お上の）、②common（共通・共同の）、③

open（みんなに開かれた）という三つの意味があります。欧米において特に

重要なのは、③の「みんなに開かれた、オープンな」という意味なのです

ね17。「公共性＝公開性」です。有名な社会哲学者のユルゲン・ハーバーマス

の話とも関連してくるわけですけれども、まさに健全な立憲民主制を支える市

民的公共性の核心とは、様々な考え方があること、思想の自由市場においてど

んな意見にも開かれていることです。ですから、時としては現行秩序を乱すよ

うな、あるいは反政府的な、そういう意見も含めて異質な他者とともに対話で

もってコミュニケーションの力でもってやっていこう、ということが「パブ

リック」の重要な意味合いです。日本においては、ここの部分が非常に弱い。
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県立美術館も「公共施設」です。文字どおりの「パブリック・フォーラム」で

して、誰にでも開かれているということです。お上御用達の施設ということで

はないんです。本来的にオープンな、この公共的というパブリック観念がやは

り重要なのであって、多様な考え方を持つ多元的な個人が（芸術鑑賞を含め

て）コミュニケーションによって共生をしていくという日本国憲法の考え方と

重なり合ってくるわけです。要するに、公権力という意味での、オフィシャル

という意味での公という意味もありますけれども、このオープンという側面も

しっかり考えていく必要があります。

　ですから、特定の表現や作品の発表のために公共施設を使用する際に、反対

派の市民が抗議活動したり「炎上」させたりするのも市民の表現の自由の内で

すが、度を超えて脅迫や暴力で脅して公共施設の使用の不許可処分等へ追い込

むことはあってはならないことです。1932年の五・一五事件での「話せばわ

かる」、「問答無用」に象徴されるように、暴力に表現が屈するとき待っている

のは、結局すべての人にとっての地獄でしょう。そもそも、自分の主張・意見

が正しいと本当に信じているならば、その意見の真理の力により、思想の自由

市場における対話・コミュニケーションを通じて自然に普及していくはずで

す。異論・反論を脅迫や暴力で封じるなどというのは自己矛盾であり、自分の

主張の真理性を自分で裏切っています。

　そろそろ終わりにします。先ほど久我先生から「アームズ・レングス」の原

則――国家と個人の芸術創造活動とにある一定の距離を置く在り方――につい

てのお話もありましたが、税金・公金を投入することは、私人の憲法上の権

利・自由の保障・拡大のために公権力がサポートすることに関連しています。

公共施設における表現空間の保障や文化振興の維持それ自体のために、補助金

交付などが行われるわけです。ですから、表現される特定の内容それ自体に公

権力が賛否を示していることとは無関係なのです。別の例を挙げれば、国立大

学には運営費交付金など莫大な公金が出ているわけですけれども、福島大学の

研究者を調べてみたら震災以降、脱原発・反原発みたいな主張をしているよう
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なけしからん奴がいる、これはお上に対する冒涜だとして、交付金を全部打ち

切ってしまえ、ということになってしまいますと、それはやはり憲法の意味を

理解していないというか、健全な文明国としてはおかしいわけですよね。そも

そも、学芸や表現はユニバーサルでインターナショナルな真理に仕えているの

であって、ローカルでナショナルな国益や公益に仕えるだけのものではないは

ずです。「公権力は金を出すが口を出さない」というのは、パブリックの中の

「オープン」という意味、「公共の」という意味ですよね。公権力はハード面を

サポートするが、ソフト面には立ち入らない、ソフト面は研究者なり運営者な

りの文化的な自律性に委ねる、それが健全な立憲民主主義の基本的な在り方で

あり、だからこそ、わざわざ「憲法上に」表現の自由とか学問の自由とかを規

定したのだ、と言えると思います。この辺の、規制者・検閲者としての公権力

ではなく、「スポンサーとしての公権力」をめぐる公権力の憲法問題について

は、次の阪本先生が詳しくお話ししてくれるでしょう。

　最後に一点だけ。ホームズ裁判官の「思想の自由市場」論は、1919年当時

は少数意見の反対意見にすぎなかったものでした。ホームズの死後、第二次世

界大戦のときに、ナショナリズム高揚の中で公立学校での国旗敬礼を強制する

州教育委員会に対して違憲訴訟が提起されました。有名な1943年のBarnette

事件判決です。今度はなんと多数意見の法廷意見が、思想表現の自由を擁護し

て、州行為に違憲判決を下したのです（大戦中に！）。その長大な判決文の最

後の部分、thoughtfulな一節を読み上げて終わりにしたいと思います。

　「意見を異にする自由は、些細な事柄に限られるものではない。ただそれだ

けのものだとしたら、それは単なる自由の影にすぎないだろう。自由の実質を

判断するテストは、現行秩序の核心に触れるような事柄に関して意見を異にす

る権利の保障如何に関わっている。われわれの憲法上、きらめく星々の集まり

の中に不動の恒星があるとすれば、それは、地位の如何に関わらず公職者は誰

であれ、政治、ナショナリズム、宗教、その他意見に関わる問題について、何

が正統であるかを規定したり、市民が有する信条を言葉や行為によって強制的
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に告白させたりしてはならない、ということである」。

　Ⅵ　表現の自由とその敵対者たち　阪本　尚文

　行政政策学類の阪本です。シンポジウムの冒頭に少し触れましたように、芸

術への援助・助成という積極的な国家の関与を憲法上どのように統制するか、

という問題は、近年の憲法学で盛んに議論されてきた「政府言論（government 

speech）」ないし「違憲な条件（unconstitutional conditions）」と言われる

表現の自由論のフロンティアにあたります。つまり、芸術と国家が関わる場面

にあって、現代の国家は単に検閲者として立ち現れるだけでなく、芸術活動に

対して補助金を与えるなど有力な支援者としても立ち現れつつあり、国家が伝

統的な検閲を防ぐために作りあげられた従来の法理論をすり抜けて、芸術に容

喙し政治的目的で積極的に利用しようとします。このことを、どうやって憲法

上統制するか、に関心が集まってきたわけです。

　前述のように、私自身は表現の自由を専門的に勉強してきたわけではないこ

ともあり、表現の自由をめぐる現代的問題を研究し「表現の不自由展」につい

ても積極的な発言を続けている、いく人かの有力な憲法学者の見解を主に概観

するにとどまることを、はじめにお断りさせてください。また、多数のアク

ターが登場し事実関係は複雑で論点も多岐にわたり、短い時間内ではとても話

しきれませんが、愛知県検証委員会の『中間報告』がそれらを多岐にわたって

手際よくまとめているのでご参照ください18。

　今回の問題は事実関係が複雑だ、と申し上げましたが、脅迫を含む市民の抗

議の殺到を直接の原因として展覧会が一時中止に追い込まれたことと、そのの

ちに文化庁が予定されていた交付金の不交付を決定したこと、という風に二つ

に問題を大きく切り分けることが望ましいと考えます。後者については、補助

金不交付決定に対してどのような類型の争訟を提起することが可能か、という

点が重要な論点になるかと存じます。しかし、こちらは垣見先生がご議論なさ
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るはずですので、時間の都合上、前者の問題に限定して議論いたします。

　さて、金井先生による表現の自由の基本的説明にあったとおり、私人の表現

活動を公権力が規制する、換言すれば、思想の自由市場に政府が検閲者として

登場する、というのが表現の自由の基本的構図であるのに対して、「表現の不

自由展」は、そのような形にはなっていません。市民の抗議の集積が引き金と

なり、本来展示を守るべき立場にあった芸術監督自身を含む実行委員会が中心

となって、中止を決定したからです19。また、「表現の自由は、発表の機会を

提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるもので

はない」というのが、判例や憲法学の通説的な理解です。出展を予定していた

アーティストが自分のお金でギャラリーを借りて出展する、という代替手段を

選択できる以上、彼ら・彼女らの「表現の自由」を問題とする議論の立て方

は、「少なくとも裁判では、簡単には通用しない」と言わざるを得ません20。

　しかし、今日、表現の自由は、個人の意見表明の自由（言論・出版の自由）

という古典的なものにとどまらず、自由な情報の流れそのものを保障するとい

う客観的・制度的側面を含む、と一般的に理解されており、この限りでは表現

の自由の問題となりえます。憲法訴訟を離れれば、「作品がトリエンナーレと

いう場で発表されることによって、多くの人が見て考えを深めるきっかけ」が

奪われたことで、「『表現の自由』が保障する自由な情報の流通によって、個別

の観客を超えて社会全体が得られるはずだった価値」が傷つけられたと言えま

す21。

　かくして私たちの社会生活の根底から支える基本的価値＝公共財として表現

の自由を誰が損ねたのか、この意味での表現の自由の敵対者は誰か、という問

題が浮上します。繰り返しますが、展示が中止に追い込まれた主たる理由は、

事務局に対して脅迫を含む市民からの大量の抗議が寄せられ、それを受けた実

行委員会が展覧会への来場者の安全を確保できないとの懸念を抱いたことでし

た。「『排除』の主体は、公権力というよりは、大量の抗議をなした市民という

『社会的権力』ある」と見るべきです22。
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　むろん『中間報告』にあるとおり、一般人が事務局などに抗議をするのも自

由であり、基本的には何ら問題ないものです（29頁）。常識の範囲を超えるも

の（長時間に及ぶもの、反復的なもの、組織的なもの、暴力的・脅迫的なもの

など）は業務妨害として犯罪あるいは民事上違法となり得ますが、抗議活動を

することはまさに市民の表現の自由です。深刻な問題はそれらが集積すると暴

力性を帯び、表現の自由の敵対者に転化する点に他なりません。SNSによって

情報が爆発的に広まりかつてよりも容易に抗議活動の輪が広がりやすくなって

いる現代にあって、研究者は「個人による意見表明の自由を確保しつつ、展示

主催者や行政機関の業務遂行を妨げないようにするにはどうするべきか」につ

いて、新たな理論を提示すること、例えば、「抗議を受け付ける方法を手紙や

メールに限定したり、匿名での抗議を拒否したりしても正当と言えるのはどの

ような場合なのか」を、明確化するという難題を突き付けられています23。

　同時に留意しなければならないのは、「表現の不自由展」を支持するリベラ

ル派もまた、思想の自由市場を窒息させることに加担してはこなかったのか、

という論点です。2019年９月のことですが、保守的な言動で知られる杉田水

脈衆議院議員がパリの国際大学都市日本館で講演を予定していたところ、「歴

史修正主義者・差別主義者の杉田水脈氏のパリ講演に断固として抗議する」た

めの署名活動がSNS上で展開されて11000筆以上の署名が集まり、会場変更に

追い込まれる、という事態にいたりました。私は杉田氏の差別的発言は擁護に

値しないと考えます。が、彼女の背後には何万人もの有権者がいるという事実

の重みを忘れてはなりません。国会議員の声を直接聞く機会が在外邦人は相対

的に乏しい中で、彼ら・彼女らの前で国民の代表者が発言する機会が――同時

に、杉田議員が自身への批判も含む有権者の声に耳を傾ける機会が――奪われ

たことは、極めて深刻な事態です。また、タレントの壇蜜氏が出演する宮城県

のCMや鹿児島県志布志市がうなぎを水着の少女に擬人化してPRした動画が

「炎上」し、公開中止になるなど、市民による大量の抗議の結果、事務局の運

営がパンクし、自治体や企業の動画が公開中止に追い込まれた、というニュー
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スがしばしば報道されています。

　つまり、あいトリでは、いわゆるリベラル派が表現の自由展を支持し、保守

派が「少女像を展示するな」、「天皇の御真影を焼くな」と主張した、というの

が対立の構図ですが、逆にリベラル派の大量の抗議によって表現の機会が奪わ

れるパターンも現実化しているわけです。こうした来歴を踏まえれば、「表現

の不自由展を支持するリベラル派も『逆の立場になったらどう思うか』という

ことも考えなくてはいけません」という憲法学者、曽我部真裕氏の指摘は正鵠

を射ています24。表現の自由理念の擁護のために積極的に発信を続ける著名な

ネット論客が強調するように、左派には左派のポリティカル・コレクトネスが

あるように、右派にも右派のポリティカル・コレクトネスがあり25、一方のポ

リティカル・コレクトネスだけが普遍性を僭称することはできない以上、イデ

オロギー的断絶を超えて自分と価値観が異なる相手の表現を封殺する試みを自

制する「寛容」を身に着ける必要があると信じます。

　最後に、芸術領域に特有の問題構造に触れておきます。今日の憲法学の議論

では、芸術助成に対する政治からの介入を避けるためには、「専門職が展示に

ついて自律的に判断して、その判断を尊重する体制をつくるのが、あるべき

姿」だと考えられてきました26。こうした知見に従えば、今回の展覧会におい

て芸術監督は、芸術への助成と、その表現内容への介入を直結させないために

決定的に重要な役割を期待されていた、というべきです。はたして彼は、「表

現文化に習熟し、その評価を職責とする文化専門職」としての「職責」27を果

たしたと十分に言えるのでしょうか。『中間報告』に記された一連の経緯を読

む限り、「誤解を招く展示が混乱と被害をもたらした最大の原因」は、「無理が

あり、混乱が生じることを予見しながら展示を強行した芸術監督の行為にあ

る」と断じた『中間報告』の評価は妥当であり（91頁）、この著名なジャーナ

リストがアーティストの展示を結果的に守り切れず、公共財としての表現の自

由の価値の毀損に加担したことは非難に値する、と考えます。作中で「天皇の

肖像を焼いた」と抗議の対象になった映像作品《遠近を抱えて Part2》を出展
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した大浦信行氏が、「天皇タブーをどこまで深く理解していたか、本当に腹を

くくっていたかは疑問」であるとして、芸術監督の姿勢を批判していることは

看過されるべきではありません28。駆け足でしたが、これで私の拙い問題提起

を終えたいと思います。

　Ⅶ　愛知県知事
0 0

は補助金不交付決定を争えるか？
29

 　垣見　隆禎　

　私の報告の題目は、「愛知県知事
0 0

は補助金不交付決定を争えるか」です。こ

れまでの話に比べると、非常にテクニカルな話になります。

　さて、この一連の事件は最終的には、補助金の不交付の問題に行きつきま

す。そこで、文化庁からこの事業に対して交付されることになっていた補助金

の不交付の決定――愛知県の大村知事がこれはもう絶対に裁判で争うという風

に言っておりますが――が裁判として成り立ち得るか、という問題に焦点を合

わせてお話ししたいと思います。

　それで、タイトルについて、またいきなり細かい話ですが、なぜ愛知県では

なく愛知県知事としたのか。本来であれば愛知県でなければいけません。愛知

県知事は愛知県という普通地方公共団体という法人の一機関にすぎないので、

愛知県知事が裁判を起こすことは原則としてあり得ません。しかしながら、ど

うもこの事件を見ていると、大村氏という人のキャラが立っていて、ただ愛知

県としてしまうとそこの部分が見えてこないわけです。法的には不正確です

が、愛知県と愛知県知事、この違いが、本報告の最後のところでモノをいって

くることもありますので、あえてこのような表現にさせていただいておりま

す。

　それから「争えるか」ということですけれども、「争う」ではなく「争える

か」です。これはどういうことかと申しますと、みなさんは、裁判というと自

分たちの訴えなりなんなりが裁判所に認めてもらえて勝訴するか敗訴するかに
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関心をお持ちだと思います。けれども、そもそも裁判所が事件として扱ってく

れるかという問題があります。とりわけ行政訴訟は、そうした問題を多くはら

んでいると言われます。一般国民が起こす場合でも、テクニカルな単語を使う

と、原告適格とか訴えの利益とか、いろんな理由を付けて受け付けてもらえな

いことがある。これは却下といいます。それに対して請求棄却とは、裁判所に

受け付けてもらって、裁判で取り扱ってもらえるのですが、結果的に主張が通

らなくて負けたということです。今回実は、却下になる可能性も非常に強い。

私はそこを危惧しております。それでこういうタイトルにしました。

　まずそもそも補助金とはどういうものかについて話したいと思います。補助

金は国が税金の中から支出するお金で、国庫支出金の一種です。この国庫支出

金の中で補助金はどういった意味合いを持っているかと言いますと、国庫支出

金には国庫負担金と国庫委託金があります。これらと補助金は違います。国庫

負担金は法律でもって国の支出が義務付けられているものです。例えば生活保

護費は、かかった費用の４分の３は国が負担し、残りの４分の１は自治体、つ

まり、それを実施する市などが行う。これは必ず出さないといけないお金で

す。

　それから国庫委託金です。国ではないところに国が本来行うべき仕事をして

もらい、その対価として国がお金を支払うものです。典型例が国政選挙の実施

費用です。衆議院議員選挙や参議院議員選挙は国会議員を選ぶものですから、

本来は国が実施すべきです。しかし、実際には国が一から十まで全部実施する

のは難しい。それならば、自治体にも手伝ってもらう、というか、実行部隊は

市町村の選管です。なので、その実施にかかった費用を国が負担する。これも

義務的なものです。

　これらに対して補助金は多少色彩が違います。ある意味では、その時々の政

府の政策とか意向とかに左右されざるを得ない。絶対出さなくてはいけないも

のではないけれども、ある特定の政策を行いたいのでそこに自治体とか企業な

どを誘導するために、お金を出す。しかも、これは恒常的な財源に裏打ちされ
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ているとも限らない。ある年は出るけれどもある年は出ないこともあります。

補助金の事業のわかり易い例が、みなさんまだ記憶に片隅に眠っているかと思

いますが、麻生内閣の定額給付金事業です。日本国民全部にお金をばらまく、

景気浮揚の一環でした。あれは、実は国が直接やったのではなくて自治体が

やったのです。補助金という形で国が自治体にお金を配る、つまり、「こうい

う事業やりたい人、手を挙げて」という方式です。実態は、市町村にとって強

制で余計な事務以外の何でもなかったのですが…。建前上は、希望した自治体

が補助金の交付を受けて行うという形でした。現に１回だけでした。

　補助金支出の根拠ですけれども、一般法としては「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律」という法律があります。俗には補助金等適正化法と

呼ばれています。これは補助金全体に対して網をかける法律です。実際の補助

金の支出では、各省庁がそれぞれの政策目的ごとに出しますので、それは実は

法律ではありません。実施要綱という行政内規にすぎないものです。一般国民

には直接影響を及ぼさない内輪のルールです。今回この事業のためにも実施要

綱があると思うのですが、それがついに見つかりませんでした。なので、事業

採択とか審議会とかをやっているはずですが、どういう手続きでやっているの

か、補助金の交付と事業日程採択とはどういう関係にあるのか、そういうとこ

ろがどこにあるのか、私自身全然わかっておりません。

　自治体も補助金行政をやっています。これもほぼ実施要綱、自治体の要綱に

基づくものです。これだと、原則として、国民住民には法令に基づく申請権が

ないことになります。法令に基づく申請権に対応するものは、行政の側の審査

応答義務です。つまり、生活保護などは法令に基づく申請権ですから、申請権

という点で言えば国民誰もが持っています。ソフトバンクの孫会長でも、ユニ

クロの柳井社長でも持っている。申請したけれどもあなたたちは条件にかない

ませんよ、ということで、生活保護申請の却下をされます。却下という決定を

受ける権利はあります。そういう決定を受けると、行政不服申し立てとか行政

訴訟とか、そういう機会が与えられるわけです。それが、自治体の場合は、実
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施要綱に基づくものであるとすると行政側に審査応答義務がない。不交付決定

は行政処分・行政行為という権力的な意思決定――これによって一般国民の法

的な地位を作用するわけですけれども――ではないので、不交付決定に対する

訴訟は、先ほど行ったように「処分性なし」で却下になります。最近でその例

として挙げられるのが、朝鮮学校補助金不交付決定事件（大阪地判平成29年

１月26日）です。これは請求棄却ではなくて却下です。

　国の場合は補助金等適正化法があり、法律に基づいて申請権が与えられてい

ると見なされると思います。レジュメの裏面に補助金等適正化法の抜粋をしま

したが、24条の２に、「補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分について

は」――「処分」という言葉を使っています――「行政手続法［…］の規定

は、適用しない」とあり、行政手続法の規定が本来ならば適用されるけれども

ここではあえて除外をしています。補助金の申請にかかる行政の決定は行政処

分になりますので、不交付決定は通常であれば「処分性あり」になって、行政

不服申し立てや行政訴訟の対象として認めてもらえます。

　問題なのは、今回の補助金不交付決定が国と愛知県との争いになっているこ

とです。先ほど金井先生から憲法上の権利は国家対市民・国家対民間人との間

に成立するもので、阪本先生からは、しかし今回の事件は、社会的権力による

暴力であるという話がありました。民間人と民間人の関係です。その問題が最

終的には同じく公権力を持つ国と愛知県という自治体の間での紛争になりまし

た。

　当初、補助金の不交付決定が出た翌日の『朝日新聞』で、大村知事は国地方

係争処理委員会に審査を申し立てたい意向だと言っておりました。国地方係争

処理委員会は、国が自治体の事務処理について口出しをし手出しをすること

――「関与」と地方自治法では言います――を争うところです。現在、大阪府

泉佐野市が、この国地方係争処理委員会に審査を申し出て、自分たちの言い分

は委員会に認めてもらえました。が、総務省はそれに従った判断をしなかった

ので今度は裁判で争っています。これも、法律上、地方自治法上認められた裁
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判なので、先ほどの却下にはなりません。しかし、今回の場合、補助金不交付

決定は、地方自治法上の関与に当たりません。自治体に対する補助金などのお

金の交付の決定を、地方自治法245条は、括弧書きで関与の定義から除外して

いるからです。引用条文の最後ですが、「国又は都道府県の普通地方公共団体

に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く」とあり、泉佐野市のように

地方自治法所定の手続きは使えません。かなり細かなことなので知事さんとか

市長さんとかがこういうこと知らないのはしょうがないんですが…。

　そこで、次の手段ですけれども、補助金適正化法25条が、地方公共団体に

だけ不服の申し出を認めています（「地方公共団体［…］は、政令で定めると

ころにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる」）。これをし

たという報道もありましたが、ちょっとまだ真偽のほどは確認しておりませ

ん。

　これは、しかし、行政内部的な解決です。しかも、その決定をした各庁各省

の長に対して考え直してくれということですから、不服申し立てが認められる

可能性は非常に低いです。さらに補助金適正化法には、これでダメだった場合

は、内閣に対して意見を申し出ることができるというのもあります。ここまで

補助金適正化法に関する手段です。

　次が行政不服審査法に基づく審査請求です。これは一般国民が行政不服申し

立てをすることを想定したものですが、これを愛知県という行政権限を持つも

のが使えるかという問題があります。しかも、行政不服審査法という法律は

「国民の権利利益の救済を図る」ものだと書いていますので（１条）、なかなか

難しいかもしれない。

　最後は行政事件訴訟法に基づく行政訴訟です。この法律は行政不服審査法の

ように、確かに「国民の権利利益の救済を図る」ためとは書いていません。国

民が原告とはならない「機関訴訟」という類型の訴訟も含めて、行政事件訴訟

全体を対象とした法律でもあるからです。この行政事件訴訟法に基づく取消訴

訟が可能かが、最大の焦点になります。地方自治法上は普通地方公共団体に
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なっている愛知県が、国を相手に行政訴訟を提起することができるか。

　なお、この場合は、訴えを提起するのは愛知県知事ではなくて、愛知県で

す。先ほどの国地方係争処理手続きは行政機関同士の争いなので泉佐野市長の

名前で審査の申し出ができますが、今回は愛知県という法人がやらないといけ

ないことになります。

　さて、都道府県や市町村といういわゆる自治体が裁判を起こすには、高い壁

が立ちはだかっています。この壁は最高裁判例です。最高裁の平成14年７月

９日に出た判決で、俗に宝塚市パチンコ店規制条例事件と言われています。宝

塚市という自治体が、風営法上の立地規制よりもより厳しい立地規制をした条

例を定めて、パチンコ店の立地に規制をかけようとした。それに対して業者さ

んは、建築確認は出ていたので見切り発車で建物を建て始めた。それ対して宝

塚市が民事の差し止めの請求をした事件です。そもそも下級審では、この規制

上乗せ行為という一般法よりも厳しい規制をする条例は適法なのかどうかが、

つまり、条例制定権の範囲という自治体における一番大きな問題が争われてい

ました。しかし、最高裁は原告被告が一切言ってなかったことを、職権で持ち

出しました。そもそも宝塚市という自治体が民事訴訟を起こしているではない

か、これはダメだということです。つまり、国や自治体という、行政主体が行

政目的実現のために訴訟を用いるのは特別に法令上認められた場合でないとで

きない、というのです。先ほどの国地方係争処理手続きはそれにあたります。

地方自治法上認められているので、できる。この判決は、この点、次のように

言っています――「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主

体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上

の争訟に当たる」。裁判は受け付けるということです。しかし、「国又は地方公

共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴

訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自

己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上

の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではな」い。ということ
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で、裁判で本案は審議しないで却下になりました。最高裁は規制上乗せ条例が

合法なり違法なりは一切判断しなかったことになります。

　この事件は自治体が民間の業者を相手に訴えた民事訴訟でしたが、これ以

降、この判決の理屈が行政訴訟も含めて自治体が原告となった訴訟に広く適用

されて、例えば杉並区住基ネット接続訴訟（最決平成20年７月８日）、逗子市

の米軍基地絡みの事件（東京高判平成19年２月15日）、和歌山県の田辺市が介

護保険の認定をめぐって県を訴えた事件（和歌山地判平成24年５月15日）な

どが却下となっています。

　今回の愛知県の場合も、この判例に沿って、「行政権の主体」として訴えた

事例と理解されますと、愛知県の補助金不交付の取消しを求める訴えは「門前

払い」になってしまいます。これが私の言う「危惧」です。

　宝塚市事件の最高裁判決は、学界で厳しい批判にさらされています。そし

て、行政法学の世界では、自治体には自治行政権があり、それを一般国民が

持っている人権に相当するものと考えて、裁判上の保護を受ける機会を一般的

に認めてもいいのではないかという説が有力に唱えられています。こういう見

地からすると、愛知県の補助金不交付決定取消を求める訴訟は認められること

になります。

　さて、私がこの問題についてどう考えるのかですが、私も地方自治体を含め

た行政主体の争訟する権利を一般的に認めてもいいではないかという説に組し

たいと思っています。しかし、最高裁判決が厳然と立ちはだかっています。こ

れを正面から批判してもいいのですけれど、裁判所は、この判決を前提に判断

するでしょうから、今回の件がどうなるかもこの判決を前提として考えざるを

得ない。

　ここで問題になるのが、さて財産権の主体、別名私人、わたくしの主体（民

間人）と、行政権の主体――ときに固有の資格という言われ方をします――、

をどのように区別していくのかです。

　後者の「行政権の主体」の典型となるのが次のようなケースです。福島市に
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シングルマザーで、生活保護を受けている女性がいました（以下「Ａさん」と

します）。Ａさんが自動車を持っていたところ、市役所の職員がさんざんやっ

てきて車を処分しろと言いました。それでも聞かなかったので、生活保護の廃

止処分をしました。これはまさに公権力の行使です。なので争いの対象になる

のは間違いないですが、生活保護法上どう争えと言われているかというと、い

きなり裁判をするのではなくて、県知事に対して行政不服申し立てをしなさい

となっています。それで不服申し立てをしました。県知事が改めて市が行った

廃止処分を、やはり生活保護法上問題がある、というので取消し裁決をしまし

た。これでＡさんはホッと胸をなでおろすわけです。

　これは実際に福島市であった事件です。これでＡさんは救われましたが、市

としても自分たちが生活保護法と厚生労働大臣が作った基準に従った正しい判

断をしていると考えた場合は、法令解釈をめぐり県と市が、意見が違う、対立

する局面になります。市は、市にも自治権があるというので、これの取消しの

裁決を求めて訴えていくとどうなるか。せっかくＡさんはこれまでどおりに生

活保護が受けられるようになったのに、市がまだこれを争っているから、最終

的にどうなるかわからないことになります。もちろん訴訟を起こしたからと

いって直ちに取消し裁決の効力が遮断されるわけではない。すぐにどうこうと

いうことはないけれども、場合によっては、裁判所は市の言い分を認めて取消

し裁決を取消すかもしれない。そういう不安が残ります（このケースでは福島

市は訴訟提起はしませんでしたが）。これは自治体の自治権と国民の権利が正

面からぶつかる事態です。私はこういう場合には自治体の出訴を認めてはいけ

ないと思います。

　ただし、私は、「行政権の主体」として自治体や国などの出訴権が制限され

るのは上のようなケースのみでよかろうと考えています。今回の愛知県のよう

に補助金の交付を求めて国に申請するということは、私人――国民や民間の団

体――でもあり得ることなので、必ずしも「行政権の主体」とみなさなくても

いいのではないか、ということです。
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　実際に、昔、大阪府摂津市が、補助金ではなくて国庫負担金である児童福祉

法に基づく保育所の設置費用――これは国が一定割合で負担しなさいと義務付

けられているものです――がケチられたので、自分たちが余計に支出した分の

お金を払えという裁判を行ったことがあります（東京高判昭和55年７月28

日）。これは結果的には負けましたが、却下ではなく棄却です。裁判をする資

格そのものが最高裁で否定されたわけではないので、お金の問題だと訴訟ぐら

いはできるかもしれない、という見通しもないではないです。

　また、以下に見るように、実は裁判所も、「財産権の主体」と「行政権の主

体」の間で揺れています。宝塚市の事件の前に出たものですが、財産権の主体

と認めて国なり自治体なりの訴訟を認めた判例があります（最判平成13年７

月13日）。これは国が沖縄県那覇市を訴えたのですが、情報公開審査会事件と

呼ばれています。那覇市の住民が、情報公開条例に基づいて自衛隊の基地の図

面を公開してくれと言いました。それを見せることになったとき、国が、それ

は困る、防衛行政上支障があると言って、見せるとした処分を取り消してく

れ、と横から割って入ってきた裁判です。一審と二審は、防衛行政の主体は民

間人が立ち得ない立場なので、こういう場合は訴訟ができません、と却下して

います。が、最高裁はかなりトリッキーなことをしました。自衛隊の基地の所

有者には、施設の所有者として所有権があるだろう。所有権については、我々

私人が土地や家屋を持つというと、そこは同じだろう。そういう理屈を使って

法律上の争訟に当たることを認めました。ただ、原告適格という次のところが

ダメだということで、結局は却下になりました。「行政権の主体」をかなり無

理やりに「財産権の主体」に言い換えて認めたものです。

　それから、近年のものが那覇地裁の平成29年３月７日という、本当に最近

のものです。市が県になったのですが、これも沖縄の情報公開審査会をめぐる

事件です。米軍の用地として供出している図面が問題になりました。これはい

ちおう国有財産で、もともと国のものだったのですが、県に譲って、県道とし

て使っているところです。米軍基地絡みで、日米地位協定も絡んできて、米軍
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からは見せないでくれと言われて、それを盾にやはり訴訟を起こしました。本

案も認められています。自衛隊だとダメだけど米軍だと認める、ということか

もしれません。あくまでも所有者として訴訟を起こしていますが、実態は防衛

行政なわけです。外交にも支障が生じると言いますが、これはおよそ私人が立

ち得ない立場です。けれどもこういう理屈を付ければ、「財産権の主体」とい

う立場は、結構無理やりにでっちあげることができます。

　それから自治体が訴えていたもので、一つ認められたものがあります（最判

平成21年７月10日）。福岡県福間町が提起した訴訟です。産廃事業者と公害防

止協定を結んでいたのですが、それに反して施設を建て始めたので、その工事

を差し止めてくれという民事訴訟です。これはなぜか最高裁も認めています。

　以上のような次第で、私の考えでは、今回の愛知県の場合は、裁判所は「法

律上の争訟」として認めてくれるはずだ、ということになります。が、裁判所

がどう考えるか。同じ補助金の申請でも民間人の場合は私益の追求であるが、

自治体の場合はあくまでも行政活動の一環なのだから違うのだと捉えられる可

能性もないではない。先ほど、補助金適正化法で地方公共団体には適正化法上

の審査の申し出を特に認めているとご紹介しましたけれど、逆に言うとそれだ

けですよと言われる可能性もある。つまり、一般国民の場合はここに書いてい

ないけれども行政訴訟もやってもいいですよということで、この法律は、自治

体という行政主体を私人と異なる扱いをしていると、とれなくはない。自治体

の出訴を制限した法律だと判断されかもしれないわけです。なので、予断を許

さないということです。

　最後になりますが、先ほどなぜ愛知県知事としたのか、本当は愛知県だろ

う、という話をしました。ここで変なオチになるんですが、訴訟するのは知事

ではなく愛知県という法人です。法人格がなければ通常は訴訟ができませんの

で、そうすると愛知県知事の意向を愛知県全体の意向として認めさせる手続き

が必要になってきます。地方自治法96条１項12号は、自治体の議会が議決を

しなければならない場合の事項を列挙したものですが、それによると、「普通
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地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起」

をする場合には議会の議決が必要になります。ここが実は今までいろいろな話

をしてきましたけれども一番厄介です。自民党が多数派である愛知県議会が大

村知事の意向を認めるかというと、これが一番大変かもしれない。知事が訴訟

提起にかかる議案を県議会に提案しても、可決してくれない事態が想定されま

す。

　ただ、否決された場合は再議請求という手があります。また、県議会がこの

議案について審議をしない、あるいは議決をいつまでもしない場合には、専決

処分ということで、知事が議会の議決を代わりにやってしまうことができま

す。最後はウルトラＣですけれども、これをやると大村知事は政治生命を失う

だろうなということで、なかなか難しいところです。

　非常に無味乾燥で、面白くない話で恐縮でした。以上です。

　Ⅷ　ディスカッション

【小野原】　それでは、再開したいと思います。残り１時間弱ですけれども、み

なさんからのご意見・ご質問を少しずつ出していただきたいです。

【質問者】　県立図書館で司書をしております。まずこういうアクチュアルな問

題に対して学問知を持っている人たちと市民が対等に話し合える場を設けて

いただいて感謝しております。

　　私が気になったのは、永幡先生と阪本先生のお話の中で出てきた「誤解」

という言葉で、芸術家がある作品に対して、これが正しい理解だと提示する

ということを、どう考えればいいのかわからなくなってきています。「あな

たのこういう理解は誤解です」というのが横行する社会は私が欲しい社会で

はないなと思っているんですけれども、そのあたりについてどうお考えかお

聞きしたいと思います。

【永幡】　やっぱり「誤解」はあると思うんですよ。ある程度の範囲であれば、
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基本的には、自由に解釈していいと思っているんです。でも明らかに違う

話、明らかにミスリーディングをしたものを、それも別に誤解したのなら誤

解したでいいけれども、それが正しいんだという風に、世の中に対して振り

かざすのはやめてくれと思うんですね。

　　今想像してほしいのは、今回も「表現の不自由展・その後」を見ることが

できた人は、結局限られていることです。見ればおかしいとわかるんだけれ

ども、見なければ誰もおかしいとわからないときに、アホなことを世に流

す。これが問題を引き起こしたわけです。

　　これと同じで、例えば、原発事故のときに何がどれぐらい危ないかについ

て、怪しい議論もありましたよね。それも、ある程度までは、もちろん、自

由にやったらいいと思うけれども、度を超えたものを好き勝手に流すと、世

の中にろくな事が起こらないです。

　　なので、明らかに間違っているもの、明らかにおかしいもの、しかも正し

い情報にちゃんとたどり着くことができれば、おかしいとわかるようなも

の、それをあえてバンバン流すことによって他の人の発言を封じてしまうの

は、まずいと思うんですね。誤解をした情報を流す人たちの問題点は、議論

をしないことです。議論をちゃんとした上で、正しい情報を流すのであれば

流してくれというのが正確な僕の立場です。誤解と常にセットなのは、それ

だけを流して、議論には決して加わらないことです。そこが問題だと思うん

です。

【阪本】　『中間報告』の言う「誤解」に関連して申し上げますと、あいトリを

攻撃した人たちの中には、そこでの展示物は芸術の名に値しない単なる政治

的プロパガンダであるので展示を取り下げるべきだ、と主張した人が多かっ

たはずです。憲法学者の井上武史氏がNHKのインタビューでおっしゃって

いて、私も賛同するところですけれども、「ある芸術作品がどのくらいの政

治性を帯びているか、作者はもちろん意図しているわけですけれど、専門家

や芸術家の人が『これが芸術だ』と思ったものを一応、芸術として受け取る
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必要はある」30のだと思います。アーティストが芸術作品として出してきた

ものは、さしあたり芸術として受け取ったうえで、それが芸術作品として価

値があるのか、価値がないのかというのは、思想の自由市場の中で次第に定

まっていくのであって、それをもとから「芸術ではない。単なる政治的プロ

パガンダだ」と決めつけるという態度は採るべきではないと思います。

【質問者】　福島市民の者です。表現の自由に関して金井先生の方から、知る権

利・知る自由というお話がありました。今回のあいトリの場合は、『中間報

告』があるようで、読めば大まかにはわかるんですが、知る権利を行使する

ためには公文書が残っていないと、なぜこういうことが起こったかというの

にたどり着けないんですね。それは情報公開で請求すればいいんですけれど

も、一方は報道の自由があるのにマスコミが忖度して、軽減税率を受けて政

権に癒着して、市民に正しい情報を伝えないという状態と、新聞を誰も読ま

ないからやらないという問題もあると思うんです。正しい公文書を残す専門

官が福島市はいないせいで、公文書にたどり着けない、または作っていない

という問題があると思います。文化芸術基本法は、文化芸術に関する施策を

地方自治体が策定して国に支援してもらうというものだと思いますが、福島

市ではそういうものを策定していないし、自由の表現なんか知ったこっちゃ

ない、それを策定する人がいない、公文書を作る人がいない、表現の自由を

みんなで作っていく気がないという問題があります。それともう一つは、今

回表現の自由に関して、電凸は正しい情報を得て正しい表現をしているかど

うかは、私は判断できないのですけれども、そういうところに関して教えて

いただきたいと思います。それから、国家神道を抑え込んであらゆる信教の

自由を保障して75年ぐらいやってきたのだと思うんですけれども、安倍政

権では国家神道が宗教ではない姿をしながら政治とつながっていて、大村知

事へのバッシングがなされました。情報を正しく受け取らずに、いろいろな

問題を抱えてしまい、不安に駆られたのだと思います。知る権利と信教の自

由とマスコミが衰えてしまっている問題と、公文書を開示する活動を市民が
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やらない問題などは複雑に絡み合っていて、部分的なところで解決したよう

になってしまっているのは、非常に不充分だと思います。今日こういうプ

ラットフォームを作っていただいて、理論的に考えられました。

【金井】　非常に多岐にわたるまた深い質問をいただきましてありがとうござい

ます。今お答えできる範囲でしかお答えできませんけども…。公文書の問題

に関しては、日本の場合に関しては、面倒くさいとか都合の悪いものに関し

ては作らないというのがあります。3.11のときもそうでしたよね。それに関

しては憲法学の立場から言えるとすれば、まさに健全な立憲民主制では、政

府側にとって不都合な情報も含めて、パブリックのオープンという意味です

けれども、情報公開をすることによって、良い情報であれ悪い情報であれ、

主権者たる市民がしっかり受け取り、それに基づいて熟議をすることが大前

提になりますし、まさに政治責任、「責任」というのはresponsibility、つま

り、「説明責任（accountability）」も含めて本来は「応答可能性＝責任」と

いうことなんです。ですから、そういう点から申しますと、公文書的なもの

をきちんと残していかないのは「臭いものにフタ」式の悪しき伝統、立憲的

な側面から言うとやはりそぐわないだろうと思います。ただ先ほどの、垣見

先生のお話にもありましたけれども、公文書については、広い意味で内規な

どまで含めると、きちんと保管すべきことを法定されている場合とそうでな

い場合とがあるでしょうし、具体的な法律上の問題でどう考えていくのかと

いうのが別途あります。とはいえ、立憲的な精神からすればやはり原則的に

は公文書は、できる限りちゃんと残して、市民の政治的な議論に供するのが

健全な態度だろうと思います。その点、2013年の特定秘密保護法などは問

題になろうかと思います。それからマスメディアが忖度し萎縮するという話

でしたけれども、それに関してはおっしゃるとおりかもしれません。「メ

ディアの表現の自由」ないし「ジャーナリズムの表現の自由」については、

有名な博多駅取材フィルム提出命令事件（最大決昭和44年11月26日）とい

う判例がありまして、そこで、「報道機関の報道は、民主主義社会において、
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国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権

利』に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事

実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるこ

とはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつ

ためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の

精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない」と判示さ

れています。結局、権力に忖度しないとブッ潰されるかもしれないという心

配があるのでしょうけど、でもやはり「主権者国民の知る権利」、健全な民

主制の運営のために情報提供としてのメディアの表現の自由という原理原則

に、今一度メディアとかジャーナリズムの人たちが立ち返って再自覚する必

要はあるのではないかなと思います。

　　最後に、電凸の問題と国家神道的な問題は、微妙に絡まっているのかもし

れません。これは先ほどの「誤解」という問題にも関わってくると思うんで

すけれども、個人が、一般市民が個人としてどういうイデオロギーや宗教的

な思想背景を持って言論活動をするのかは、基本的には憲法の立場からすれ

ば、右寄りであれ、左寄りであれ、特定宗教寄りであれ、最大限、思想表現

の自由として認めることになります。それ以上、強く偏った意見だから法的

に何とかすべきだとかいった話になってしまえば、先ほどの阪本先生の話に

ありましたように、右寄りの表現だからけしからんと左寄りの人が炎上させ

たり、左寄りの表現だからけしからんと右寄りの人が炎上させたり、それで

お互い結局潰し合うようなことになってしまうわけで、全体としての思想の

自由市場は窒息し、表現の自由は沈没してしまいます。憲法の問題として

は、一般市民の言論活動のケースでは――政治家などの公人の言動はまた別

ですけれども――一般私人の言論活動である場合は、やはり明確に特定個人

に対する具体的な権利侵害、名誉棄損やプライバシー侵害といったような明

確な権利侵害の場合でない限りは、自分にとっては不快でけしからん言論や

表現であっても、できる限り思想の自由市場に委ねておくことに公共的な意
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味合いがあります。芸術作品の評価などは典型的にそうでしょうね31。先ほ

ど永幡先生がおっしゃっていましたが、公的なものが出てくる以前の、人間

としてのモラルとかマナーの次元の問題です。そこは、法律家としては、市

民の理性的な力、健全な感情に期待し、委ねるしかない。それを含めての思

想表現の自由、思想の自由市場、そして立憲民主主義になると思います。

【質問者】　細かいことなのですけれども、金井先生がおっしゃっていたのです

が、レジュメ冒頭に、ホームズ裁判官の反対意見が出ているんですね。これ

は、非常に私は賛同できる考え方で、思想の自由が大切だと言っています。

ただこれは少数意見で、多数意見はこのときはどういう意見だったか、こう

いう考え方を否定するような意見だったのですか。

【金井】　Schwimmer事件判決のホームズ裁判官の反対意見ですね。事件の詳

細までは今ちょっと思い出せないんですけれども、大雑把に言うと、確かハ

ンガリー系の人だと思うんですけれども、徹底的な平和主義者のシュウィン

マーという人がいて、アメリカに帰化しようとしたのです。その帰化申請の

審査段階に、早い話が、アメリカのために死ねるか、徴兵義務に応じられる

かと問われて、彼女が「それはできない」と拒否したために帰化が認められ

なかったという話で、裁判に訴えたわけです。それで最終的に、最高裁の多

数意見（法廷意見）は、要するに、合衆国市民として負担すべき兵役義務を

負わないという以上帰化資格はないと判示しました。それに対して、ホーム

ズ裁判官は、いやそうではない、合衆国憲法の思想表現の自由とは、どんな

思想であれ、自分たちマジョリティーに好まない思想だからといって法的な

不利益を与えてはならないのだ、と反対意見を執筆したわけです。

【質問者】　福島県立美術館で学芸員をしております。今回の問題は私たちに

とっても非常に重要な問題でして、いろいろと考えていかなきゃいけないこ

とがたくさんあると思っています。今日もすごくたくさんの問題点を出して

いただいて、勉強させていただきました。今回のことで、いろいろと芸術の

在り方そして、芸術を扱う施設の在り方を考えていくときに、私たちは、や
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はり税金を使っているので、法律の分野の方々や経済の分野の方々と、いろ

いろ一緒に考えながらやっていく必要があると改めて思っていました。また

いろいろな機会に、交流をさせていただければいいなと思っている次第で

す。

　　美術館の人間として一番気になるところというか、現場の人間として思う

ところは電凸の問題です。非常に大きな問題だと思っています。結局、顔の

見えない大勢の人たちが一つの暴力になってしまう。それが物事を動かして

しまう。抗議する相手が誰かが見えないところがあると思います。

　　ただこれは解決しなければいけないが、どうやって解決していけばいいの

かもわからないです。やはり、明日は我が身というところがあるので、実際

これどうしていったらいいのか。法律・経済・社会学の問題がいろいろとあ

るかとは思うのですけれども、どう責任を取れるのか、責任を誰に取ったら

いいのかというのはわからないんですが、どうしたらいいのかがとても問題

だと思う次第です。先生方は、今後どうしていったらいいと考えているの

か、お聞きしたいなと思っております。

　　その背景にあるのが、やっぱり多様性を受け入れない不寛容な社会という

のが、近年指摘されているところで、それがやはりあるのかなと思ってい

て、先生方のご意見にはすごく賛同しているところです。美術館・芸術を扱

う施設としてはそういう多様性が担保できる場でなくてはいけないと思うの

で、その辺のところも今までよりもより一層、一所懸命守らなければいけな

い時代になってきたと身にしみて感じているところです。サイレントマジョ

リティーというか、電凸の問題というか、そういうところを、なかなか難し

いかもしれませんが、ご意見頂ければと思います。

【永幡】　電凸の問題が起こる一つの背景として、意見を言いたいが言う機会が

ないのが大きいような気がします。今回も、《平和の少女像》が皮切りに

なって始まったわけですけれども、あれが出展されるのもぎりぎりまで知ら

されなくて、それを出すことに対してどう思うかについて、市民が自分の意
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見を言う場が全然なかった。そうしたら、「じゃあここは最後抗議するしか

ねえじゃん」となるし、そうなっているような側面はあると思うんです。ど

のような作品を出すのかは、もっと早い時期から、市民に知らせるべきだっ

たと思うし、それに対して対話をする場所を用意しておくべきだったと、僕

は思います。

　　電凸みたいな形で出展を潰すのは一番間違っています。その作品が嫌いだ

と作者に文句付けるのはありだと思うんですよ。それを出すなというのは全

然話が違っていて、それはもう議論を封じ込める話になっちゃうじゃないで

すか。議論を封じ込める、対話をしないのが一番の問題です。とにかく、常

にオープンな場を作って、みんなが話せるような場があって、それに対して

「やっぱり私はこの作品は嫌いです」、と言いたければ言える、言いたい人が

言える場を、最初から用意しておくのが一番大事なんじゃないですかね。

【質問者】　確かにその理想的な、部分ですよね。今回の経緯を『中間報告』な

どで拝見していたりすると、時間的な余裕が全くない中で準備がされている

ような感じを非常に受けます。こういった政治的な非常にセンシティヴな問

題を扱うときには、丁寧にやらないと大変なことになるというのは、何につ

いてもそうだと思うんですが、その辺のところは芸術祭が持っている問題点

で、丁寧さをとにかく大事にしなければいけないと思いました。運営側の問

題は非常に大きいと思っています。ただ、今回すごく複雑です。不自由展そ

のものにも実行委員会があり、トリエンナーレの実行委員会があり、監督が

いるけれどもそれを美術館の中でまとめるキュレーターがいるような非常に

複雑な構造になっていて、その辺のコミュニケーションがうまくいかなかっ

た。こんなことを今さら言ってもしょうがないですけれども、そういういろ

いろ反省すべき点はあると思いました。先生のおっしゃることはもちろんそ

うだと思います。

【渡邊】　芸術祭で助成金を、国や県、企業からもらってきた立場からお話しし

ますと、ちょうど今頃、文化庁や芸術文化振興基金に申請書を提出します。
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そのとき、このようなことを計画していると記載しますが、ページ数は５頁

ぐらいです。どういうアーティストが出展するのか、どの場所で、どの程度

の経費で、いつ開催するのかという大枠を出します。結果、合格通知が来る

のは４月頃。その前に、ここは修正して下さいとか、内容に不明な点があり

ますとか、やりとりもします。アーティストも作品を制作しなければならな

いので、前提として実施内容をお伝えするわけですが、会場に実際に来るこ

とが難しい方もいます。海外のアーティストは、搬入時に、はじめて日本に

訪れた方もいました。経費が確定されていない状況下では、アーティストに

も負担がかかります。作品を制作するとしても、数ケ月で完成できるとも限

らない。助成金を出す立場の方々が必ずしも会場に訪れるわけではない。最

終的に報告書は、２月、３月、年度末までに提出しなければなりません。科

研費とも重なります。次年度の研究について、10月に出して、結果が来る

のが５月頃で、報告書は年度末になる、というのを繰り返していかなければ

ならない。このような時間の流れが、美術の活動にも重なります。そのよう

な状況下で、本当に丁寧な議論をできるのでしょうか。さらに市民までその

課題を広げることができるのかというと、なかなか厳しいと思います。美術

館の「美術展」ですと、２、３年前にプログラムを決めたうえで、来年度の

スケジュールとして１年分を出しますが、今の助成金の仕組みから言うと、

芸術祭は１年間ですべて施行しなければならない。

　　昨年、私は『福島ビエンナーレ』の中で、二本松市と南相馬市の会場を巡

回するバスツアーを考えていて、福島市では《サン・チャイルド》を鑑賞す

るプログラムを立てていましたが、作品が撤去されてしまった。今回のあい

トリを考えると、そのような計画の変更では、助成金自体が出なかったと思

います。実際には、変更届を事前に提出することもあります。

　　助成金は100パーセント出るわけではく、３、４割は出るが、半分は自己

負担金でやらなければならない。総額が大きいほど、自己負担も膨れ上が

る。さらに言うと、２月、３月に報告書を出して、お金が振り込まれるのは
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そのあとで、審議を経て６月になることもあります。愛知の場合は芸術祭が

始まった時点で、助成金の差止めなどの話が出たのですから、アーティスト

や芸術祭を運営する側からすると、かなり危機的な状態だったと推測されま

す。

　　もしかすると今後の芸術祭は、そういう社会的問題をテーマにした美術は

扱わない方がいいと言う風潮も生じますよね。しかしながら、先ほどお話し

したピカソのように、政治的な問題をテーマとする美術家も国際的に多い。

　　逆にアーティストの側から言うと、そういった社会的な問題から話題を引

き起こした方が、逆に「美術」としての価値を上げることもあります。現代

美術のバンクシー（Banksy）などがそうです。

　　今、日本で芸術祭をしなければ良いという流れがあり、展示作品は安全で

安心、人々の心を癒すというような「きれい、細かい、わかりやすい」作品

だけになってきている。

　　昔、美術史、美術理論を研究されている先生が「現代美術は評価が定まっ

ていないから扱いません」とはっきり言われたことを思い出します。しか

し、印象派であれ、海外のアートは、社会の中で評価が定まるのであって、

はじめから認められたものではない。評価を定めるのは地域であり、場であ

り、国であり、その時代の人です。ですから逆に言うと、そういった評価を

定める、作っていくためにお金を使うわけであって、既に他者が定められた

ものに対して、積み上げていくような考えとは真逆の方向ですね。日本の展

覧会では、いつも同じ美術家、他者が評価を定めたものを同じく使い回しし

ていることが多い。古美術の「鑑定」の発想と一緒です。

　　今回の「表現の不自由」に関して言うと、芸術祭の中で絡んできた問題

は、個人や「あいち」という特定の場所の問題だけではなく、おそらく日本

の中で今後、芸術活動しようとする人たちにも波及する様々な問題を抱えた

と思っています。

　　そう言えば去年、『福島ビエンナーレ』を開催したときに、私は、南相馬
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市と二本松市を巡回するバスで、途中、飯舘村の山津見神社も展示場所に加

えたのですが、そのルートを見た方が、インターネットで、福島の見せたく

ないところをわざと見せて、福島に住めないことを伝えようとしているのか

と記載していました。《サン・チャイルド》の撤去に加担した方です。驚き

ました。むしろ私は、福島にはこのような良い場所がいっぱいある。だから

逆に帰宅困難地域を通過したときは、考えて欲しいと伝えたかったのです

が、真逆のことを、自身の名前を隠して、不特定多数の方々に伝えている。

南相馬には、素晴らしい歴史と文化がある。実際に訪れると、これだけ頑

張っている人々もいるし、南相馬に行くことで、その良さがわかると思って

いたのですが。

　　福島空港や二本松市で芸術祭を開催したときも、放射線量が高く、人が行

けない場所で芸術祭を行うことの可否について、人々を被爆させたいのかと

いう意見も言われました。私たちは、そこに住んでいるのにですよ。

　　見えない姿で、声を大きく張り上げる人がいて、それが広く流布すると、

もう制御しきれないことも知りました。その情報が、誤っていても、当事者

感覚がなく、責任の所在もわからない。

　　少し状況が違うように見えるかもしれませんが、私が思うに、これは大学

でのFD評価と似ている。日本の大学では学生が講義を評価する際、無記名

で、評価の理由もわからないままです。しかしながら私がアメリカのペンシ

ルバニア州立大学にいたときは、学生はみな、自身の名前を書いて授業評価

をします。評価の理由も示されており、それを教員が受け取って、授業を前

よりも良いものにするための機会となっている。日本では、個人が見えな

い。括弧付きの「自由」を守るという前提で、＜私＞の声は発しなくてもい

い風潮となっている。先ほどの芸術祭のときのように、実際とは違うこと

が、誤った認識で発信されることも多く、主語がないため訂正もできない。

　　アーティストは、自身の名前を出して、自分の作品に責任を持って発表し

ています。顔の見える人たちが、顔の見えない人たちに攻撃される構図に恐
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怖も感じます。もう少し自分たちの意見に対して、責任を持ち、互いに更新

して、より良いものにできる社会になると良いのですが。それはやはり日本

が近代に向かってきた中で、「自由」が、自らの意思で獲得されたのではな

く、上から与えられたことも重なります。

【金井】　ちょっと一点だけ参考までに申し上げます。先ほどの美術館の方への

直接の答えになってはいないんですけれども、私のレジュメに名前がありま

すが、志田陽子氏という方がいらっしゃって、この方は芸術と表現の自由や

表現者のための憲法理論を専門にやってらっしゃいます。今ネット上で論文

も読めるようになっています。もしご興味があれば志田氏の本32を読まれれ

ばいいかもしれません。

【質問者】　福島大学人間発達文化学類４年生です。今回の、講演楽しく拝聴さ

せて頂いておりました。時間がないので一点だけ、特に阪本先生がご指摘し

ていたところに関して、補足と質問になるんですが、今インターネット上の

表現について「フィルターバブル」という考え方があります。ユーザの情報

をビックデータとして解析して、ユーザの求めている情報を積極的に検索の

トップに載せていくという考え方なんですが、これによると、インターネッ

トは今他人との対話を可能にする場ではなく、自己・自身を再発見するよう

な場になっていっています。SNSに関してもやはりリストの管理やブロック

の管理、あるいは自分のフォローしている人でしかタイムラインが構成され

ない、プラスアルファでこういうのをフォローしていこうとしても、こうい

う人がおすすめだよと話しかけてきてしまう中から選ぶにすぎない、という

風に、対話可能性が閉ざされているのではと感じています。そうした日常的

に異質な他者からの応答がない環境において、どうやって双方が自分たちの

価値観の異なる相手の表現を尊重できるのか、多様性を維持するためにコ

ミットできるのかが疑問に思ったので、今答えは出ないと思いますし、オー

ディエンスの方々みんなで考えていかなければならない点だとは思うんです

けれども、ご意見がありましたらお聞かせ願えれば幸いでございます。
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【阪本】　おっしゃっていることはそのとおりだと思います。例えばインター

ネット掲示板には、自分の見たい情報しか見たくないし実際に見ないという

同質的な人が集まってき易いので、そういうのばかりを見ていると、異質な

他者との対話できなくなっていくというのはあると思います。一方、例え

ば、大学という場だと、必ずしももともとは興味がなかった科目も卒業のた

めには履修せざるを得ず、でも、受けてみたら意外に面白くて視野が広が

る、という経験も得られると思いますし、ゼミでは、自分とは違う考え方を

持つ人とも議論をしなければなりません。そこで、多様な考え方を持つ人た

ちを１か所に集めて教育する、という場としての学校／大学の意義が再発見

されるべきではないか、と思う次第です。あとは、もうちょっとスマホを見

る時間を減らすことでしょうか。

【質問者】　ありがとうございます。やはり、「寛容」を身に着けるのも一つの

特殊能力みたいになっていて、でもそれを市民として身に付ける機会があま

りない気がします。コミュニケーション能力の涵養を教育に全振りするのも

また違いますし、どうしたらいいのかは、直接答えを見つけるのは難しいで

すが、ここに来ていただいたみなさんの心の隅において考えていただければ

と思い意見いたしました。ありがとうございました。

【阪本】　繰り返しますが、学校／大学は場所であって、そこで行われているの

は、単なる情報の提供ではありません。情報を伝えるだけだったら放送大学

式でも可能だと思うんですけれども、例えば、大学の演習室で集まって話す

というのはそれに尽きません。そういう経験を積み重ねていくことが重要な

のではないか、と思います。

【小野原】　「てつがくカフェ」も結局、SNS関係と似た感じになってくる可能

性があります。割と似た、まさにその寛容が大事だと言っている人たちだけ

が集まっているわけだから、そうすると寛容でない人は絶対に来ない、たま

に参加しても二度と来れなくなってしまうところがあります。議会制民主主

義の正統性についても、多分、前は議会で話し合っていたのだけれども、
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パーティーで固まってそこからもう動かないようにだんだんなってきてい

る。これは全体的に大きな問題で解決の方法がないなと思っています。

【質問者】　福島大学を卒業して、今主婦をやっていて子どもを育てている立場

の者です。行政社会学部にいたので、興味があって垣見先生とお話ししたい

です。もし県議会で知事の訴えが通って、国を訴えましょうとなったときに

国と愛知県が争うとします。そのときにもし愛知県が負けてしまうと、今後

こういう表現の自由の担保が危うくなりますけれども、司法としては、それ

に対して、言論活動で対抗するのではなくて、法的な手段で訴えることはで

きるのでしょうか。

【垣見】　裁判というのはやればいいというものではなくて、負けたことが宣伝

になって苦労することもあります。最近で言えば、大川小津波事件で最終的

に宮城県と石巻市が賠償することになったんですけれども、最終的にはその

全部を石巻市が負うことになりました。私は今仙台に住んでいるので宮城県

のニュースを見ていると議員さんたちは不満なわけです。なんで俺たちだけ

なんだ、県にも責任があるだろうというわけです。だけど判例でそうなって

おります。その判例を作ったのは郡山市です（後述のとおり、訴訟を提起し

たのは郡山市ではありませんが、訴訟となる事件の原因を作ったという意味

で、「作った」という表現を用いました）。体罰の最終的な賠償をめぐる裁判

で福島県は50万円払えと郡山市に裁判しています。その中で結局、市が全

部負担すると最高裁判例で決まってしまったので、それがなければひょっと

したら県と市の間でやり取りがあって、県も賠償していたかもしれません。

ただ、地方自治体が裁判を起こすのはめったにないので非常に大きく取り上

げられています。先ほど、大阪府摂津市の話をしましたけれども、摂津市は

負けるには負けましたが、自治体が裁判することによって社会問題になりま

した。そういう問題として広く認識するようになって、少しは改善が図られ

ています。それから、大分県日田市が裁判を起こしたことがあります。これ

は経済産業省に対して場外車券売り場の建設許可を取り消せという裁判で
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す。近隣自治体の別府市がやっていた事業ですけれども、バブルが崩壊して

売り上げが上がらないというので市外に売り場を作って、収益を図ろうとし

ました。日田市が、ギャンブルなどでまちづくりをするものではないと、そ

れに異を唱えました。裁判を起こしたことによって、日曜日のバラエティー

番組で取り上げられて、全国的に問題になって、別府市は計画を断念しまし

た。裁判には、中身が勝ったか負けたかではなくて、世間に対する世論喚起

効果があるわけです。特に自治体が裁判を起こすのは日本では非常に珍しい

ので、注目を浴びることもあります。

【質問者】　電凸の話が出ていますが、先ほど渡邊先生がピカソの例を引いて、

美術活動の始まりは破壊的な活動であったという話がありました。要するに

今までの既存の芸術の考え方を破壊しようという意図が芸術の始まりにはあ

ります。あるいは、岡本太郎が爆発だと言ったのもそういう意味かなと思う

んです。ところで、電凸だとか炎上だとか脅迫だとかも、迷惑をかけること

もあるけれども、一つの表現であるのは間違いないです。私が気になってい

るのは、こういうことが社会に今いっぱい起こっていることの裏には人々が

社会にフラストレーションを抱えている、ということです。何か気になって

いることがあると、すぐそれを捉えてフラストレーションを発散しようとし

ます。それは当然のことだろうと思います。

　　広く考えると、政治で、選挙で国民の声は反映されます。選ばれた政権も

いろいろな政策や考え方を打ち出す。でも、権力は長く続くと、その権力者

が言葉で言ったことを中心に考えるだけではなくて、普段の表情だとか行動

だとか判断だとかすべて含んで、推量して忖度をしてそれに従う、というこ

とになり、どうしても固まってくる。だから、権力は必ず腐敗するという言

い方をされると思います。そうすると、フラストレーションが溜まってく

る。だからこそ、表現の自由について、国民全体がより理解を深めること

は、非常に大事になる。教育の問題は大きいのではないかと思います。中等

教育までは指導要領に従って教えているわけで、小中高大と津々浦々まで出
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来上がっている制度に下で行われている教育は、非常に重要になる。「寛容」

という言葉も使われましたけれども、憲法の理解もそうですし、表現の自由

もそうですけれども、直接言葉で表すかどうかは別にしても、そういうこと

を教育の中に込めることは、非常に大切だと思った次第です。

【渡邊】　ピカソの言葉から勘違いしないで欲しいのは、彼が「芸術家は政治的

な存在」や「いかなる創造活動もはじめは破壊活動」と述べたのは、

subject（主体、対象）が明確な中での発言ということです。誰が語ったの

かわからない状況での発言とは全然違います。

　　今回のシンポジウムは、とても意義深いものです。最初は永幡先生のフラ

ストレーションを聞くことも目的でしたが、他にも様々な意味でガス抜きが

なされている。違う視点から見られることも多く、このようなお互いの立ち

位置の違いを知ることは、一番の教育だと思いました。

　　以前、音楽と美術の学生たちと「表現の自由」について、授業でディベー

トしたら、全く意見が出てこなかった。美術の学生は少し話し出したのです

が、音楽の方から、音楽に表現の自由はないという鋭い意見もあった。理由

を問うと、楽譜を用いて演奏するだけだからというわけです。そこで私は、

ショパン・コンクールで、同じ楽譜を用いていたとしてもみんな違う演奏を

しているのではと伝えました。音楽の先生も賛同してくれましたが、一般に

教育的な意味では、「表現」の考え方一つとっても、美術と音楽では違うこ

とを知りました。

　　「アート」という言葉からしても、「リベラル・アーツ」のような形もあ

る。この言葉は「学芸」とも訳されますが、それは単なる知識による教養で

はない。もともと原点は修辞学とか倫理学とかお互いに違った意見を戦わせ

ながら、その考え方の違いを共有できる場です。まさしくシンポジウムは、

そういう場でしょう。ところが今の「学び」は、そうではなくて、共通テス

トのようにみな同じ答えを求めるようになっているから、自分の意見を伝え

ることは不透明というか個人としては出し難い状況になっている。自分自身
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の意見に責任を持ち、同時に違う作品を制作するアーティストを尊重する態

度は、美術では必要なことです。アーティストはみな、自身の表現を信じ、

深く掘り下げますが、違う美術の表現にも敬意を払う。このような考え方

は、どの世界でも大切だと思います。

【質問者】　福島大学行政政策学類１年生です。表現の自由について最近感じる

ことなのですが、表現の自由を主張する人は、左派、右派を問わず、自身の

政治的主張、意見に合致するもののみが表現の自由の庇護を受ける、という

ダブルスタンダードに陥る人が多いように感じます。例えば、かつて福島の

農家さんたちへの過激な主張――主張といっても良いのかは疑問ですが――

で物議を醸した週刊誌があるのですが、当時その中傷ともとれる発言は表現

の自由によって擁護されるという意見が多数見受けられました。ところがそ

の週刊誌が近日韓国について福島の農家さんへのものと酷似したレベルの主

張を掲載したところ、これはやりすぎだという批判が大変に多く、その週刊

誌は謝罪に追い込まれました。限りなく表現の自由を広げていくためにはこ

うしたダブルスタンダードという事象を乗り越える必要があると思うのです

が、先生方はその点どうお考えですか。

【阪本】　具体的にどうしたらいいかというのは、なかなか難しく、教育が大事

だろう、という以上ことはなかなか申し上げられません。ただ、おっしゃっ

ているようなダブルスタンダードというのはよく見られる現象です。井上達

夫氏という最近マスコミにもしばしば登場する著名な法哲学者がおられます

けれども、彼は、正義の要請として、反転可能性テストというのを挙げま

す。誰かに何かを要求するとき、自分とその人が立場や視点を交換しても、

なおそれが維持されるものかどうかを吟味しなさい、というのがその大まか

な内容です33。私も井上氏に共感するところが大きく、SNS上で激しい批判

をする人や電凸をする人には、それをする前に、そういう自己批判的な吟味

をしたらいいのに、と考えます。ただ先ほど質問者の方がおっしゃったよう

に社会にフラストレーションが溜まっているということもあるでしょうし、
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情報通信技術の発達が内省を欠く非難を反射的に発信することを容易にして

いるということもあるでしょう。なかなか反転可能性テストがSNS上で発信

する際の倫理として定着するのは難しいだろうという諦念を抱いています。

【渡邊】　一言いいでしょうか。ずっとお聞きしていて、少しずつ「表現は不自

由」という暗い気持ちにさせられていたのですが、最後になってようやく表

現の自由の方向性が示されて少しホッとしています。何が足りないのかとい

うと、表現の自由という価値観、みんなが共有する理解の仕方がいきわたっ

ていないという問題に行きつきます。日本国憲法の精神を50、60、70年と

もし真剣に実現しようとしてきたとしたら、表現の自由は当たり前というこ

とになっていたと思うのですが、今はむしろ「表現は不自由」という感じに

なっている。法律との関係で言えば今回あいトリは、中止に追い込まれたけ

れども、そのあとなかなか頑張って意味のある形を示していた。一方、知事

も訴訟云々という話でもっと頑張って欲しい気持ちです。表現の自由、頑張

りましょうという気持ちでいっぱいです。

【金井】　阪本先生や渡邊先生のご発言を引き受けてですけど、考えてみます

と、僕の小中学校時代の授業では（今の学校教育のことは知りませんけど）、

日本国憲法のことを形式的にはやっていますけども、単に何年何月に公布さ

れたことを丸暗記させられるとか、三大原理以前に三大義務を教え込まれる

とかいったような、教育のやり方に問題があったと思うんですね。それか

ら、「倫理」の授業になるのかもしれませんが、相手の立場になって考える

といったthoughtfulな想像力や共感力、あるいは哲学者カントが言ってい

る理性の公共的使用と私的使用の違いや、そこにおける発言者の責任であっ

たり応答者の責任であったりというのを、子どものうちから文芸にも触れ

て、人格的なコミュニケーションを通じて教えていく。それから、本学の理

工学類の後藤忍先生が指摘されていて、僕もなるほどと思ったんですが、例

えばドイツの学校の公定副読本ですと、原子力に関する論点には、両論併記

で賛成派と反対派双方の意見が載せられているそうですね34。僕が話したま
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さにパブリック、すなわち、お上の意向に沿うのではなくてそのオープンな

公共性のことですよ。いろいろな人の意見や立場を比較・吟味させること、

異質な他者に触れさせることも、公教育の現場でやっていかなければならな

い、本来はやらなきゃならなかったわけです。けれども、戦後の政権与党と

文部省との結託によって難しかったのでしょうね…。言い忘れましたが、

3.11以降特に重要で死活問題となっているのは憲法25条１項の生存権です

が35、申しましたようにもともと原案にはなかったところに鈴木義男らが入

れたわけですけれど、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の保障

となっているのですね。「健康」というのは最低限生きていくという意味で

わかるんですが、「文化的」というのは、実はこれまであまりその内実を論

じられてきていないのです。そこの「文化的な」というところに、私たちが

議論してきたような論点を含めて、良き市民としての人格的なコミュニケー

ション、「対話」を教育していくことをひょっとしたら読み込めるのかもし

れない。同じく、社会権として25条の次に26条の教育権があるわけですか

ら、そういうことを憲法学の立場から言えるのかもしれない。希望を持ちた

いところですが、絶望はしない、せめて失望あたりにとどめておこう、とい

うことになればいいかなと思います。

　［附記　本稿の活字化に際しては、2019年当時、福島大学行政政策学類に在籍して

いた吉水智哉氏（現：一橋大学法科大学院）にご協力いただいた。また、上床悠先

生（福島大学行政政策学類）に校正段階でご助言を賜った。記して感謝申し上げる。

（阪本尚文）］
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