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第３回アール・ブリュット発信検討委員会会議録（概要） 

 

日時：平成 23 年 8 月 29 日（月） 13:30～16:30 

場所：都道府県会館 
出席委員：伊熊委員、北岡委員、久保委員、中村委員、服部委員、保坂委員（委員長） 
オブザーバー：栗原オブザーバー、田口オブザーバー（中島オブザーバー代理） 

（敬称略・五十音順） 
 

議事内容 

 

１ 開 会 

あいさつ 

○総合政策部宮川管理監：順長なペースでご議論いただいてきたが、今回は今後の取組の方向性

を議論していただく大変重要な回である。皆様からご意見をいただき、この委員会としての中

間まとめが次回には出来れば良いと思っている。 

 

２ 議 事 

（１）「美の滋賀」発信懇話会からの期待（資料１） 

○保坂委員長：「美の滋賀」発信懇話会からの期待について、懇話会に参加させていただいている

私の方から報告をさせていただく。 
懇話会で出てきたひとつ印象的なキーワードとしては滋賀らしい美の発信のあり方を「滋賀

モデル」と呼ぼうということ。「滋賀モデル」というのは一体何なのかということを懇話会でも

話し、その下の三つの委員会でも話をしていく。懇話会でもう一つ出たのは、三つの委員会の

間での意見の交換、ある委員会からある委員会に意見交換を求めていく姿勢も極めて重要では

ないかということ。今日の我々の議論についても、近代美術館の委員会の方に対して検討をお

願いするというかたちになるかと思う。 
その前提でいくつか「滋賀モデル」について、あるいは滋賀らしい美について話すと、先ず

一つめ最初の定義として「滋賀の美とは」ということが話し合われた。 
いくつかのキーワードがあり、一つは、長い時間をかけて築きあげられてきたものであり、

ハレの美ではない、日常的な感覚から生まれ、守られてきたものであるということ。守られて

きた、あるいは支え合っているということが重要であって、そのことを十分に認識した上で「滋

賀の美」というものを紹介していく必要があるだろうということが話し合われた。 
仏教美術、アール・ブリュット、近代美術館が守ってきたもの、そうしたもの三つを何とか

してつなげる。このことは、新しい２１世紀の人間像の提案にもなる、非常に重要な機会であ

るだろうというふうに位置づけている。 
この三つだけでは収まらない滋賀の美というものに関しても、ある程度目を配っていく必要

がある。例えば、琵琶湖であるとか、琵琶湖に象徴される水の文化、そうしたものにも目を向

けていく必要はあるが、先ずはこの核となる三つについて話し合った上で考えていこうという

話になった。 
先程申し上げた「滋賀モデル」の視点としては７つ。一つめは、これまでの概念やジャンル

にとらわれることなく新たな共通性や関係性を持って発信する必要があるだろうということ。 
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二つめは、人々や地域が親しみ支え合っていくことで人をつなぎ、美を守ることを通して地

域そのものを次世代へとつなぐこと。地域だけではなく、新たな座の形成を視野に入れて議論

することを期待されている。つまり、単なる地域振興だけではなく、地域と地域を越えた座、

緩やかなアソシエーションを考えていくということ。 
三つめ、地域で守ってきた美を見てもらいながら守っていくこと。見てもらうことと作品を

守っていくことの両立について議論を深めていく必要がある。 
四つめ、施設で陳列した美を見せるだけではなく、創造活動の現場や暮らしの場とつながり、

そうした現場と交流しながら受信、発信を行うこと。地域の中で支え合って築いたもの、守ら

れてきた「美」を、単に結果としての作品を見るだけでなく、守られてきた実状にも触れても

らう機会を作ることも「滋賀モデル」としては重要。 
五つめ、滋賀の美についての敷居を低くする。しかし、質は落とさない。 
六つめ、県民自身に発見し理解してもらいながら、県民総ぐるみで滋賀の魅力を伝えていく

こと。県民一人ひとりが観光ボランティアのように他者に伝えていく枠組みやモチベーション

の作り方というものを考えていく必要がある。 
七つめ、美を通した人と地域、社会の活動および県民生活の満足度を高めるとともに、経済

の振興、地域の活性化につなげること。美を切り口にして新しい産業や新しい場を作っていく

必要がある。アール・ブリュットにおいても経済振興、地域の活性化について議論を深めてい

くことが期待されている。 
この７つの視点と、「滋賀の美とは」ということについて、他の二つの検討委員会で話し合わ

れていることも念頭に置きながら連携して検討を進めていくことと、「滋賀モデル」の考えを参

考に議論を進めていくことが重要である。 
欲張ると議論が拡散してしまうが、そのなかでどこか水、琵琶湖というキーワードが議論に

絡み合うことがあれば、より「滋賀モデル」らしいモデルになるのではないかと思う。こうし

た議論をふまえ、10月を目途に中間まとめを行う予定になっている。 

○伊熊委員：他の二つの委員会で話し合われていることは、私達にどのように伝えられるのか。 

○事務局：次回、他の委員会の主な資料と議論の状況をまとめて報告させていただく。 

○久保委員：観光ボランティア的なイメージで県民がＰＲするには、まず県民に身近にアール・

ブリュット作品を見てもらう、誇りを持つということが大事になってくるのではないか。 

○服部委員：仏教美術とアール・ブリュットについてはキーワードと結びつきがわかるが、近代

美術館の資産が、地域で守ってきた美という言葉とどう親和性があるのか、もう一つ捉えにく

い。 

○保坂委員長：滋賀を代表する伝統工芸や近代工芸の作家、森口華弘や志村ふくみという着物や

染色をはじめとした作り手、芸術家の営みをクローズアップできるのではないかとも思う。 

○中村委員：座という視点がどう具体的に機能するか、議論していくのか。 

○保坂委員長：アール・ブリュットを一つの中核として、どういうものが作れるのか、その拠点

となる場所をどうイメージしていくのか議論できる。 

○中村委員：地域の活性化、経済の振興といった観点について、確かに座の作り方によっては経

済振興につながるが、収入と支出、どの部分で座が出てくるのかで全然違う。プロジェクトに

応じた一時的なものか、それとも長期的なものなのか。それにより、集中的にイベント的に座
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が機能する場合と、もっと長期的視点で機能する場合がある。 

○保坂委員長：元々、経済、文化というものも座によって守られてきたものであり、一つではな

く様々な座があって当然。ひとりの人が複数の座に入ることもできる、として議論を行った。

このあたりは中村委員の経験に基づく意見を頂戴できれば。 

○栗原オブザーバー：あまり「美」という形でまつりあげるより、もっと自分の身近な所で見ら

れるようなことが考えられないか。例えば滋賀県に行けばどの公民館でもアール・ブリュット

の作品が見られる、そういう仕掛けも必要になってくるのでは。 
もう一つ、アジアの拠点になることについて国際的なところが見えて来ない。ここをもうち

ょっと議論した方がいい。 

○保坂委員長：アジアの話については、これから整理して強く押し出していく必要がある。 
 

（２）県に期待される役割について（資料２、参考資料１、２、３） 

○北岡委員：施設現場で造形活動に携わり、世に発信しようと取り組んでから 25年経つが、施設
で働く関係者の意識が変わってきたことを強く感じる。芸術活動が正当に評価されてほしいと

あるが、こういう意見はここ数年、芽生えてきた雰囲気ではないか。 
一方で、課題がいろいろと浮き彫りになる部分もある。例えば、作品を販売することに対し

て、どのように作家に還元されていくのかという問題。全額作家に還元する施設もあるし、反

対に全額を施設会計に入れる施設もある。そこをどう考えていくか、議論して深めていく必要

があるということを改めて思った。 

○保坂委員長：国の美術館では、特にインスタレーション※作品の制作費や材料費を出してしまっ

た場合、作品としての帰属は美術館に、作品の芸術的な要素は作家が持つ、というややこしい

問題が生じている。写真も同様で、美術館がプリント代を払うと、物としての写真は美術館の

ものになってしまう。行政が金銭的にサポートした場合、所有権の問題は必ず出てくる。アー

ル・ブリュットの場合も同じ問題が将来的に起こってくるかもしれないので、その点も考えて

おかないといけない。 
 

（３）今後の取組について（資料３－１、資料３－２、資料３－３、資料３－４） 

○保坂委員長：県が今後行っていく取り組みについて、具体的な議論というものを進めていきた

い。まず、発信拠点の整備について。またＮＯ-ＭＡとどう連携していくか、「美の滋賀」の発
信懇話会からの、各委員会への期待についても念頭において議論いただきたい。 
先ほど公民館への貸出もあり得るという意見があった。発信拠点としては、その候補として

県立近代美術館が想定されるが、通常美術館では公民館へ作品の貸出はできない。（国立美術館

では行っていない。）兵庫県の美術館の場合はどうか。 

○服部委員：以前は移動美術展という形で、兵庫県の北部など普段美術館に足を運べない山間地

域の公民館に、比較的状態が安定した油絵等を、絵画展示壁までパックにして持って行き、学

校の体育館にそれを立てて展示し、夜になると学芸員がその前に布団を敷いて寝ていたという

話も聞いたことがある。最近は、貸出は博物館施設、あるいは博物館相当施設に限っているが、

やりようによっては可能ではないかと思う。 

○保坂委員長：兵庫がやらなくなった理由は保存の観点からか。 
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○服部委員：交通網の発達によって、美術館に行きやすくなったという社会的環境の変化もある

が、保存の観点も大きい。2000年に保存修復部門ができたのを機に、作品を貸し出す場合のガ
イドラインが刷新された。その際、他の美術館に求めていることを自ら破ることはできないた

め、できなくなったということはある。 

○北岡委員：貸出期間のルールなど、全国的に一律のものはあるのか。 

○栗原オブザーバー：国宝、重要文化財は１年に 60日、２回以内という基準があるが、それ以外
はない。 

○服部委員：基本的には館ごとのガイドラインという内規による。兵庫県立美術館では、１回貸

し出したら１年は貸し出さない。一定期間以上貸し出さない等、各美術館の内規がある。 

○保坂委員長：内規は確かにあるが、社会的価値が勝ると思われるケースなどで、作品の保存上

問題がないと思われる場合には内規を超えた運用もありうる。 
公民館で展示という話もあるが、言い換えると公民館で展示される必要性があるのかという

議論になる。久保委員も言われたとおり、県民みんなが誇りを持つ仕組みをどう作っていけば

いいかということにも関わってくる。公民館での展示についてはいかがか。 

○久保委員：やるべきだと思う。まず触れてその良さを実感しないと誇りは持てない。身近なと

ころで見てもらう機会を設けるのは重要。 

○保坂委員長：作品を貸し出すときに問題となるのが、施設のほかに主催者の問題。少なくとも

個人には貸し出せない。ご遺族が公民館で自分のお父さんが描いた絵の展覧会をしたい、とい

う場合も、責任主体が法人格でないと難しい。公民館が主催者になればいいかもしれないが、

貸し出す際には、貸出先と主催者をセットで考えないといけない。 
仮に作品を貸し出して良いとなった場合に、滋賀県で手を挙げるところはあるか。展示は発

信拠点が主催するのか。それでは移動美術館に近くなる。 

○服部委員：公民館で展覧会ができるような予算を持ってる団体はないだろう。監視員をつけて

ポスターを作ってまで行うのは難しい。何らかの措置を発信拠点側でしていく必要がある。 

○北岡委員：アール・ブリュットが一定定着するまでは、誰かがイニシアティブを発揮して積極

的に巡回したり、いろんな機会を作っていく段階が必要。    

○保坂委員長：その場合、貸出先は少なくとも県内に限定することになるか。と言うのは、モデ

ルになることを始めると、他の地域からも要望が出てくる。金沢の 21世紀美術館で、市内の小
学校を呼んでいたら、県内からもどんどん希望がきて県の小学校を全部呼ぶことになってしま

った。少なくともここでは県内に絞って議論したい。 

○栗原オブザーバー：県が予算をつけて、希望する県内の公立施設に、作品輸送費と展示ケース

をパッケージで貸し出すという手もある。 
千代田区では出張所などに出土した文化財を展示して区民に見てもらっている。３～４点、

展示するだけでも、やらないよりはやった方が良い。 
また、自然史系博物館は標本数も多いので、破損しても構わないという前提で学校等に貸し

出している。一定のレベルの作品を、巡回用に貸し出すという考え方もある。 

○服部委員：美術館でも所蔵品の貸出は難しいが、寄託作品（所有権は所蔵者にあるが、展示権
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は美術館にあるもの）だと、寄託者（所蔵者）の意向により内規を緩めて貸し出す例もある。

同様に、県内の福祉施設や個人が持っている作品なら、美術館に所蔵しているのと同等の作品

を寄託してもらって、その作品を貸し出すことも可能ではないか。 

○保坂委員長：作品を美術館以外に貸し出す際に心配するのは、例えば作品が返ってきた時にカ

ビている可能性があるということ。燻蒸しないと収蔵庫に戻せなくなるので、カビる心配があ

るものは貸し出せない。どこにでも貸し出す作品とそうでない作品を、空間上分ける必要が出

てくる。 

○中村委員：我々、アーツ千代田 3331（以下、「アーツ千代田」と略）の活動は、美術の制度そ
のものに疑問を持って始めたものなので、初めから美術館を相手にしてない。美術館に入らな

いものの方が圧倒的に多いが、その中にも良いものはいっぱいある。作品を見せる場所がない、

それなら場所を作ろう。場所を作っても生活が成り立たない、それなら作品を売ろう、貸し出

そうという考え方でやっている。最近は、作品を見た人が、その作品を買うのではなく借りる

場を作っている。貸し出すのは個人コレクターでも喫茶店でも作家がＯＫさえすればいい。中

間支援団体がやり取りをすべて記録している。そういう団体と連携して、我々が機能している。 
既存の美術館の制度はなかなか変えられない。今の美術館を基準にして話をせずに、新しい

環境を作ることをベースにした方が遙かに現実的だと思う。それはまさに先ほど話に出た「座」

につながるのではないか。作品の梱包や運搬ひとつ取っても、今の美術館を中心とした仕組み

は、余りにも費用がかかり過ぎ、敷居が高い。県の役割として県の美術館の中でやることと、

運動の場を考えることとは分けて考えた方がいい。この資料では拠点とする場のイメージが見

えないが、場自体については、もっと柔軟に考える必要がある。運動のエネルギーを受け取め

る街はどこなのか考えれば、観光資源的な可能性や、地域振興的な視点とも結びつきやすくな

る。 
運動を起こすのであれば、物の管理だけではなく活動に対する支援、作ることそのものに対

する支援が視座として必要。作ることに対する支援というのは、立派なものが作品として出来

なくても、そのことで作り手がアイデンティティを確立できること。そのためには、中間支援

的立場の団体がまだまだ必要だと思う。 
アール・ブリュットが面白いのは、文化庁と厚生労働省が同時に関われること。物の管理は

文化庁で、活動に対する支援は厚生労働省で、などという、通常のアートには組めないバラン

スがある。楽市楽座的な、ある種の商売の規制を緩和するような場の設定を考えたい。どの街

にどんな人達が気軽に出入りして、誰が調整してやっていくかという場のあり方も重要。 
公民館に作品が展示されていても、それが住民の文化意欲、制作意欲を喚起させるかという

と、そうではない。それよりは、民間の会社がやっている、ビルの横に必ず彫刻を置く運動な

どは、完全に街の風景になっている。公民館に作品を展示することが、作る側への本質的なサ

ポートになるかというと難しい。 
保管問題についても、これは面白いという作品でも、大きすぎると美術館では保管しにくい。

かといって施設に戻すと解体されてしまう。必ずしも美術館の仕組みに則ったかたちで保管さ

れなくてもいい。作家が了承すればいいという、緩やかな方向での保管の仕組みができれば、

柔軟に考えられるのではないか。 
目利きという考え方も大事。アーツ千代田のアンデパンダン展では、一般の人、プロも入っ

た公募展と、アール・ブリュット的な展示を同時開催する。両方の展示を同時に同じ会場で見

せるということは、作品を見る時の評価基準を各自がしっかり持ってないと見極めできない、

ということでもある。特定の学芸員、特定の画廊、特定のコレクターだけでなく、一般の人に
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も評価の基準を広げる取組をしている。 
今の美術館の体制の手前に、緩やかな座としての活動を上手く組み込めればいい。 

○保坂委員長：確かに美術館を前提にして考えると隘
あい

路にはまっていってしまう。 
先ほどの作品貸し出しの話に通じるが、自分も納めた税金で買われた作品をみんなに見せた

いといった、コモンズ（共有財産）という考え方を発展させていきたい。今まで日本の美術館

では作ることができなかった、我々のお宝、という意識や雰囲気を、アール・ブリュットを通

じて感じることができる座づくりを目指すことが必要ではないか。 

○伊熊委員：公民館へ貸し出すという話もあるが、公民館や図書館でさえ一般の人には身近では

ないと思う。もっと一般の人に見せるためには、カフェや雑貨屋といった場所まで含めて考え

た方がよい。例えば NO-MAのある近江八幡のような街は、街自体が魅力的な場所。そういっ
た場所のお店の中などに、自然な形で展示されるのが望ましいのではないか。 
  ミュージアムピースは無理としても、同等の優れたものというカテゴリーで、公民館に限ら

ず、広く出していけばどうか。 

○中村委員：作品の管理は大変だが、エリアでやっていく価値はある。特区的に特定のエリアで

取り組み、マネジメントする人材に対して県が支援する。そうすると例えば工場や事務所など

の働く環境に作品を置くことで、働くこと自体が豊かになる可能性がある。 
  オランダでは、若手アーティストが登録するだけ（一定審査はあるが）で行政が金を出す、

そして、行政が作品を買い上げ、街に貸し出すかたちで還元する。行政がマネジメントして作

品が循環するサイクルができている。もちろん展示環境はよくないので作品にダメージはある

が、まず街に出すということのメリットがある。 
  街に対し積極的にマネジメントする費用を県が出して、観光客が来るような仕組みを作れば、

それが活動になっていくのでは。 
  ミュージアムピースはやはりある。例えばすばらしい作品を生み出す若手がいれば、その作

家を追い続け、美術館クラスの作品が出れば収蔵しつつ、日々作り出される作品は緩やかな扱

いにして、外部に貸し出すということもできるのでは。 

○保坂委員長：継続的に保管する、守り抜くためには美術館は重要である。中間支援組織をどう

考えていくかが、アール・ブリュットには重要となってくるのではないか。滋賀県の中間支援

組織の重要候補は NO-MAであるが、近江八幡に拠点を置いている。県内各地で運動を起こそ
うと言うとき、そのあたりが課題となる。 

○北岡委員：NO-MA の活動を安定的に継続していくので今のところ精一杯。人材や財源など、
そこまでやれるのか。次回の会議で整理したい。 

○保坂委員長：貸出先はカフェ的なところまで広げていいのではないかという意見で了承を得た

と思う。発信拠点がどういう座になっていくのか。学習・交流機能や、調査・研究機能を担っ

ていくのか。 

○服部委員：拠点ということを考えたとき、やはり NO-MAの存在は欠かせない。以前に NO-MA
が町屋という環境でありながら、海外の作品を展示するため 24時間空調をやったこともあった
が、本来の NO-MAのあり方はもう少し身近な、現在進行形の活動ができる場所である方がい
いのでは。発信拠点として近代美術館が機能するのであれば、逆に NO-MAが美術館でやりに
くいフレキシブルな活動をしていけるのではないか。 
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  研究については大学も考えられる。神戸の甲南大学では、心理学や美学の講座の共同研究と

いうかたちで、芸術療法のプロジェクトが動き出している。大学内でプロジェクト的な研究を

して国からの助成金を受けるなどして、研究者が集まって議論する場ができればいいのではな

いか。 

○田口オブザーバー：先ほどの話に戻るが、アール・ブリュット作家の特徴は多作なので、消耗

品として貸し出すことが可能な分野であるという気もする。一部は美術館的に扱うのかもしれ

ないが、多くの場合アール・ブリュットは職業作家ではない。本人にとってお金というものは

価値がない、高く売れるから作っているわけではない。駅など人が集まる場所に展示して、消

耗したら交換するというやり方もありではないか。 
  美術館では企画展では年１回くらいはやるべきだし、常設展で絶えずおいていただくことも

してもらえればと思う。 

○保坂委員長：評価をすることと金銭の授受について、アール・ブリュットは評価の軸がはっき

りしていない。はっきりしていないからと言って、そのままでお金を払わないのはどうかと個

人的には思う。展覧会も相当開催され注目が高まっている。評価の軸を確立させることが発信

拠点に求められているのではないか。 
  美術館での研究機能については、学芸員個々人は研究しているが、美術館が組織として地域

を越えた部分で特定のテーマで研究をする事例が少ないのではないか。そういう意味では、滋

賀のアール・ブリュットは地域と関連している。 

○服部委員：美術館での研究は結局収蔵品と関わってくる。滋賀の美術館の学芸員が（アール・

ブリュットの）コレクションがないまま研究することは難しい。地域のテーマとコレクション

がうまくリンクすれば、より良い研究ができる可能性はある。その際も美術館の学芸員全員が

同一のテーマで研究することにはならないと思う。 
  リールのメトロポール近現代美術館（LAM）では、新たにアール・ブリュットの新館が出来
て、リール近代・現代美術・アール・ブリュット美術館に名称が変わった。アール・ブリュッ

ト、近代美術、現代美術それぞれの学芸員がいて、時には３つをまたがる展覧会を開催するこ

とがある。滋賀でも、近現代美術とアール・ブリュットと仏教とが何らかのテーマを設けて、

関連性を持ってやることは決して難しくはないと思う。 

○保坂委員長：最近は、美術館でも外部の人に研究紀要の論文を書いてもらうケースも出てきて

いる。滋賀のアール・ブリュットについても、最初のうちはそのようなモデルが考えられるの

ではないか。 
次に、ネットワークをどう構築していくのかについて議論していきたい。拠点について考え

た場合、今日の話を聞いていると、最終的には二つの組織に分かれるのではないかという気が

する。ある活動体・運動体としての動的な組織と、静的な組織。中村委員のアーツ千代田は静

的な象徴である研究をあえて捨てているのか。 

○中村委員：核心的な指摘である。我々はキュレーターをおかず、コーディネーターを重視して

いる。自分の研究に固執し、専門分野以外に関心が向かないというのは、ものすごくマイナス。

現場は一人が何役もしていかなくてはならない。 
東京の場合は、国立近代美術館や森美術館、都現代美術館があり、街が機能している（街に

専門家がいる）からこそ、自分たちは研究機能を持たず、街場との調整機能に特化できている

とも言える。研究者をより広い意味で街につなげていくことが次の課題。 
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アーツ千代田では、30の教室を自分の現場を持つ研究者的な人達に貸し出し、自立している。
カリスマ編集者やトップデザイナーなどが自由に経済活動を行いながら自分の研究分野を徹底

的に追求している。それがひとつの場所に集まっているので、自分たちが研究機能を持たなく

ても連携だけで十分やっていける。コラボレーションしながら現場を作る。一緒に面白い展覧

会を作れる。 
アール・ブリュットの場合も、専門に研究している人とそれを調整できる人が必要。調整役

に必要なのは圧倒的に社交性。専門的なことを知らなくても、どんな現場でもニコッとできる

ような人が作品の扱い方を知っていれば、十分現場に対応できる。美術館での研究も必要だが、

できれば近い場所で調整役を持つ組織とパートナーシップを持って連携できると、座としてす

ごく機能する。アール・ブリュットの世界も、思いを持つ人を集めて座を形成すると、中間支

援的にもマネジメント的にも経済活動へつなげる点でも機能すると思う。アール・ブリュット

は確実に魅力のある世界なので運動として成立するはず。 
 また、マネジメントできる人をどう育成するかも大切。学芸員という大学の養成課程だけで

はなく、現場経験値を持った人、センスがある人をどう育てるか。どう教育的に落としていく

かが難しい。アール・ブリュットを通じて人と人とをつなげていくことに生き甲斐を感じる人。

そういう人を街の人が見守り、育ててくれるようになると、運動として動き出すのだが。 

○保坂委員長：アール・ブリュットを通じて人と人をつなげること、アール・ブリュットを通じ

て人作りもできるのではないかということか。アール・ブリュットは敷居が低いため、多くの

人が関わりやすい。アール・ブリュットに関わる中で新しいタイプのコーディネーターやキュ

レーターが生まれてくる可能性がある。 

○栗原オブザーバー：運動を広げるためにはそういう人材も必要だが、その裏に専門的な人材が

いて、うまくバランスがとれて初めて運動体になっていく。その上で、キーになる事務局がな

いと機能しない。滋賀県がキーとなって、コーディネーター、研究者、（できれば）カリスマ性

がある人が中核にいて、全国につないでいくのが理想的な姿だが、一からそれを作るには限界

がある。現実的には NO-MAあたりが核になって、全国美術館会議のような全国組織に協力し
てもらいながら広げていくのが実現性があるのでは。 

○服部委員：既存の学芸員にはあまり期待しない方がいい。私の周りでもアール・ブリュットと

いってもピンとこない学芸員が多い。通常の展覧会をやっていくには、作家やコレクターや他

の美術館等との交渉力が重要だが、アール・ブリュットの場合は福祉関係者や作家の家族など、

はるかに幅広いコミュニケーション力が求められる。そのため、アール・ブリュットに関わる

ことで、新しいタイプの人材が育つ可能性は十分にある。滋賀がそのモデルになっていけばお

もしろい。 

○伊熊委員：大学の学生には期待ができる。彼らは若く、まだ美術の専門家でもなく、心理や福

祉やデザインにも興味がある。そういった人材をアール・ブリュットに触れさせることが、彼

らにとって意味があると同時に、地域の人たちとつながることによるアウトプットが期待でき

る。彼らがたとえ学芸員にならなくても、人生のある時期にアール・ブリュットに関わったと

いうことは、何らかの形で社会に還元されていくと思う。「何にも知らないけどお願いします」

と言える大学生の柔軟性を介在させることで、いろんな問題が解けてくることもあるのでは。 

○中村委員：インターンを受け入れられると面白い。受ける側の安定的な仕組みがないと、その

場限りのものになってしまうが、滋賀の大学で、マネジメントができる研究者が育つような場
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ができれば一番いい。 

○服部委員：滋賀の場合はそこに豊かな創作現場があるので、現場のスタッフが関わる形に持っ

て行ければとても意義がある。ただ、現場は忙しくて外に出にくいので、それを県としてサポ

ートする仕組みも必要。 

○北岡委員：今まで、なぜ美術の関係者はアール・ブリュットを美術として認めてくれないのか

という怒りや残念な思いをエネルギーにしてやってきたが、最近は、中村委員が仰ったように、

アール・ブリュットを通して人と人がつながることが重要だと思うようになった。 
  今年実施している「アール・ブリュットを巡るトークシリーズ」は、これまでの発想であれ

ば美術関係者にお願いしたであろうところを、動物行動学者や文化人類学者、作家など、様々

なジャンルの人にお願いしている。各講師がそれぞれの立場でアール・ブリュットを自分の領

域で理解しようとしてくれている。アール・ブリュットを通じて人がつながることを実感して

きた。 
  美術館に研究拠点ができるのであれば、アール・ブリュットを軸にして、さまざまな人がお

互いの研究領域で議論するような座ができれば、更に理解が進むと思う。全国的な話で言えば、

文化庁と厚生労働省の狭間になるかもしれないが、それらを横断的に議論できる仕組みができ

ればいい。滋賀がそういう拠点となるのであれば、ＮＯ-ＭＡとして担える部分があれば担って
いきたい。 

○中村委員：エリアとしての街を使って色々な人が関わりながら、街場での展覧会やイベント等

を通じてＰＲしていくことが大切では。今の時代、印刷物一個作って配っても、PRにならない。
そこに体験値を入れ込まないと人は動かない。体験には段階を踏むことが大事。楽しそうだな

というところから、人生が変わるかも、というところまで、グラデーションを付けたプロセス

の変化をつけた仕組みを、滋賀県なら考えられるのではないか。ＰＲにしても、街場にみんな

きてくださいという短期的なイベントを、アーツ千代田や他の団体も協力してやってみる。そ

こで出てきた問題点を、長期的視点で戦略として生かしていくこともできると思う。行政の縦

割りをつなげるためには、民間の強力な地場が大事。 

○保坂委員長：アール・ブリュットを変にアートだからと言い過ぎると、余計によくないのかも

しれない。 

○中村委員：今の段階ですべて美術館でやる、というと実際に活動されている方、街場では違和

感があると思う。途中が飛ばされる思いがするのではないか。そこを行政だからこそ丁寧にフ

ォローしていく。そういうプロセスを作れるのが強みではないか。 

○保坂委員長：良い意味で散発的なイベントを打つことも必要という話があったが、そこで高ま

った関心を受け止めるためにも、研究のために開かれた場所はやはり必要ではないか。街場で

の活動とは別物の、美術館が担う役割にはどんなものがあるか。 

○久保委員：今年度から障害者アートの公募展をすることになり、審査や展示等で成安造形大の

協力をいただくことになった。これがアール・ブリュットに関わってもらうきっかけになれば

と思っている。また、特区的に地域を決めて、その地域には自然体で作品を飾ってもらうとい

うような取組をやってみて、その取組に学生が関わってもらうことにより、大学でアール・ブ

リュットに時間を割いてもらえるようになればいい。 

○保坂委員長：逆に学生から教師が教えられるような機会も生まれるかもしれない。 



 10

研究拠点にはただ資料を置くというだけでなく、東京文化財研究所の保存科学担当学芸員研

修のように、滋賀が全国の学芸員や関係者を対象に研修会を開催するなど、全国から人が集ま

るきっかけを作ることも必要。 

○栗原オブザーバー：個人的には、研究拠点は美術館より大学に置いて、例えば県内の大学と県

立近代美術館が連携できればいいと思う。学内組織として研究所的な名称の拠点をおいて研究

活動を行い、たまに研修会やイベントを行ったり、全国的な研究会を作って情報を発信し、だ

んだん広がりを持たせていく。まず組織を作って仕掛けをし、徐々に発展させていくというの

が現実的。 

○中村委員：大学の場合は現場の先生次第。大学の学部は必ずしも芸術である必要はない。地域

学といった点にも親和性がある。 

○服部委員：アール・ブリュットを運動として捉えたとき、アーカイブや研究機能はバックアッ

プ。連携しながらプロジェクト的なものから始めていければいいのではないか。 

○保坂委員長：アール・ブリュットの魅力発信については、展覧会の定期開催等は皆さんも異論

はないと思う。また、作品鑑賞機会についても、カフェなども含め場所を問わずやっていくべ

きという話だった。ＰＲ活動も持続していくことが重要という意見があった。 
その他、今日は、美術館から離れた話になっているが、美術館、あるいはそのほかの施設に

対してでも意見があれば。 

○中村委員：コレクションの核として、現在の美術館は 3 本の柱があるようだが、アール・ブリ
ュットが４本目の柱につながるのか。 

○保坂委員長：議論の状況によっては、仏教美術も加わる。 

○服部委員：近代美術館自体はどのように考えておられるのか。美術館自身も意欲を持って、積

極的に関わってもらう空気がなければ上手くは進まないのではないか。 

○事務局：先日第２回目が開かれた近代美術館検討委員会で、新生美術館としてスタートするこ

と、外へ出て行くこと等の方向性が議論された。アール・ブリュットが新しい柱になる方向。

美術館からは、館長、副館長、学芸課長が事務方として出席している。 

○保坂委員長：コーディネーターとして様々な人が関わることによって、逆に学芸員は展覧会づ

くりのプロとして手助けをするという道もあるのではないか。 

○栗原オブザーバー：県民の学習機能という点で、県立図書館に少なくともアール・ブリュット

の関連の蔵書や図録をコレクションしてほしい。場合によっては市町図書館でも。また、拠点

の図書館には、作品が 1、２点置いてあっても良い。 

○保坂委員長：発信といった機能は人が集まらなければ意味がないが、今の近代美術館の場所は、

人が集まるというイメージではない。 

○中村委員：場所をどこにするかは相当議論した方がいい。土地の文化の厚みは、一代や二代で

できるものではない。場選びを失敗すると人は集まらない。地場が悪いとだめ。もし、近代美

術館の場所が悪ければ、どうしても人が集まらない。美術館とＮＯ-ＭＡの間に、街場の人たち
が集まりやすい場所、作家と支援する人達がうまくクロスできるような拠点があればいいと思

う。 
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  そして研究は文科省なり厚労省が枠組みを作ってしっかり支え続けることが大切。その連携

と協力の構図の中に、拠点という新しい場所をどうするかというイメージを、しっかり考えて

おいた方がよい。 

○北岡委員：結局は人の問題が大きい。どういう人がどういうチームで発信拠点を動かしていく

かが大切。絵としてはきれいにできていくかもしれないが、ネットワークは顔と顔のつながり。

どこまでシステムでそこがカバーできるのか。我々も、もう一知恵出していきたい。NO-MA
と美術館を円滑に、機能的に動かしていくためのもう一つの場や仕組み、かすがいのようなも

のも必要になるのかもしれない。 

○伊熊委員：拠点となる場所は琵琶湖が見えるところがいい。 

○久保委員：わざわざ足を運ぶ場所は難しい。日常的に足が向くところでいい場所があれば。 

○栗原オブザーバー：今日はアジアに向けての議論が出来なかったが、文化庁予算で外国人招へ

い枠に余裕がある。ミュージアム活性化支援事業もある。それらを使って海外から専門家を呼

んでできる形もあるので活用してほしい。そういうことをやるのも一つの周知の機会になる。 

○田口オブザーバー：発信拠点を全国への発信拠点という視点で見れば、あまり立地を気にしな

くてもよい。展覧会のパッケージを作って全国に売り込むというプロデュースの手法もやり方

の一つではないか。 

○保坂委員長：今日の話を整理すると、敷居を低くして、日常の場でこそ展示していくべき。ア

ール・ブリュットは特にそういうものであるということ。 
また、中間支援組織としての NO-MAも重要であり、場合によっては、現状のＮＯ-ＭＡや美

術館にない機能として、人と人とをつなぐ、コーディネーションを醸成する組織や場が別に必

要ではないか。NO-MA が今持っていないとしたら、場合によっては NO-MA に付加して担う
べきかもしれないということ。 
また、現状の近代美術館の場所は、立地からみて、我々が目指している拠点の場所とはイメ

ージが違う。別の、例えば琵琶湖が見える場所でそうした場ができればよい、というまさに「美

の滋賀」ならではの意見が様々に出たように思う。 
幾つか残した部分については、次回第４回ということにしたい。 
 

〔１６時３０分 閉会〕 
 

＜注 釈＞ 
※インスタレーション（installation）：美術用語。特定の空間にさまざまな物体を配置してある

状況を設定し、その空間全体を作品とする手法。また、その作品。1960年代以降一般化した。 


