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資料４

テーマ 第２回あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会について 

日  時 2020年 2月 14日(金)  15 時 00分～16時 35分 

場 所 名古屋市役所本庁舎 2階第 1会議室 

 

月東部長  お時間になりましたので、ただ今より「第 2 回あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負

担金検証委員会」を開催いたします。本日司会を務めさせていただきます観光文化交流局文化歴史まち

づくり部長の月東と申します。よろしくお願いいたします。本日ご出席いただいております委員の皆さ

まのご紹介につきましては、資料の委員名簿及び配席図で代えさせていただきます。また、オブザーバー

といたしまして、名古屋市長河村たかしと、名古屋市法制アドバイザーの北口雅章弁護士が同席してお

ります。北口弁護士は、これまで、あいちトリエンナーレの問題に関する本市の対応や、この検証委員会

の設置などにつきまして、河村市長及び事務局の相談役として関与していただいております。本検証委

員会の目的ですが、「あいちトリエンナーレ 2019」の状況を踏まえまして、公共事業としての芸術祭のあ

り方、負担金支払いに関する法的課題、市が負担することが適切な費用の範囲、次年度以降の関わり方な

どについてご議論いただき、方向性をお示しいただきたいと考えており、本日は、12月 19日に開催しま

した第 1回検証委員会に続き、ご議論いただきたいと存じます。それでは、ここからは山本座長に議事進

行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

山本座長  座長の山本です。前回に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。まず、本日用意されて

いる資料につきまして事務局から説明をお願いします。 

上田室長  名古屋市文化振興室長の上田でございます。本日ご用意しております資料についてご説明

いたします。お手元にお配りしている資料ですが、資料 1は、平成 31年 4月 16日付で本市からお出し

した負担金交付決定通知書です。資料 2は、負担金の 10月の支払年月日を前に、交付決定を変更し通知

したものです。資料 3 は、あいちトリエンナーレ実行委員会からの報告からまとめた資料で、11月末時

点の見込みに基づく「あいちトリエンナーレ 2019」の収支です。今年度の名古屋市の負担金約 1億 7千

万円も、この収入に見込んでおりまして、その上で収支差額が約 8千万円発生し、その場合、計算上では

約 2 千万円が本市へ返戻される予定となっております。資料 4 は、田中由紀子委員から、行政と芸術の

関わり方を考えるために参考として提出いただいた資料です。資料 5 は、第 1 回検証委員会の議事録で

す。資料 6の「芸術監督からの意見」は、愛知県の検討委員会による最終報告書に参考資料として添付を

されたものです。以前、津田芸術監督から、本検証委員会に出席要望をいただいておりましたが、本検証

委員会は、愛知県の検討委員会のように不自由展実行委員会や芸術監督の行為を調べることが目的では

なく、主に愛知県と名古屋市の費用負担関係を議論することが目的であることから、座長ともご相談し、

出席いただかないこととしました。代わりにこの資料を、津田監督の主張がまとめられているものとし

て、検証委員の皆様にお配りしたものでございます。資料説明は以上でございます。 

山本座長  どうもありがとうございました。それでは、この委員会の検討を進めるにあたって、論点を

明確にするために、専門家の方々にご意見を順にお伺いしたいと思います。まず、田中由紀子委員    

にお願いしますが、県の検討委員会の報告書を読んでみますと、「アームズ・レングスの原則」とか「行

政は金を出すが口は出さない」という方針がありますが、これは芸術の分野ではどういうことを意味し

ているのか、我々は法律を専門にしているのでお聞きしたいのですがいかがでしょうか。 

田中由紀子委員  「アームズ・レングスの原則」というものは、平成 18年度の文部科学白書によりま
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すと、芸術と行政が一定の距離を保ち、文化芸術団体等が行政の援助や支援を受けながら、表現の自由と

独自性を維持するという法則のことを、「アームズ・レングスの原則」と言っております。行政が助成金

等を提供するにあたり、芸術の内容等に口出しをしていくと文化芸術の自立性が損なわれてしまう可能

性があるため、そうした事態を避けるために、助成する文化芸術団体の選定等を行政が直接するのでは

なく、専門家に委任して行政は一定の距離を保つ、という支援する側とされる側との関係性を示す言葉

で、1946 年に設立されたイギリスのアーツ・カウンシルの行動理念と言われています。ただ、行動理念

であって、政策ではないので、手の長さくらいの距離を取りましょうというところではありますが、その

距離はどんどん短くなっているというのが現状のようです。 

山本座長  どうもありがとうございました。お話を伺うと、私共の言葉で言えば、例えば行政と美術館

を舞台にする芸術家との間の一種の紳士協定みたいなものだと思いますが、そういうことでしょうか。

紳士協定といいますか、要するに政策ではないとおっしゃったのですが、一種の慣行みたいなものとい

うか。 

田中由紀子委員  そうですね、要は、直接行政があれこれ言ってしまうと自立性を損ねてしまうので、

アーツ・カウンシルというワンクッション置く、このワンクッションを置くことによって、アーツ・カウ

ンシルはイコール行政ではなくて、専門家の集団なので、その専門家の集団が助言というかたちで色々

とアドバイスをしたり、確認やチェックをするわけですが、それは口を出しているという状態に全くな

いかと言われたら、そうではないと思うのですが、ただ行政が直接言っているわけではないので、専門家

が助言しているというかたちになります。先ほど、紳士協定とおっしゃいましたが、国の政策とか助成金

の金額が多くなればなるほど、それに対する行政の関わり方が変わってくるという方向性があるのと、

アーツ・カウンシルのメンバーを選ぶのも結局は行政なわけですね。なので、専門家や経験値のある人と

いうふうにしてはいると思いますが、結局は行政が都合の良い人を選びかねないということもあります

ので、全く「アームズ・レングスの原則」を取っているから行政が口出しをしていないことになるかとい

うと、必ずしもそうではないというか、ほとんどそれは実際に言い始めたイギリスにおいても、どんどん

手が短くなっている状態にあると言われています。 

山本座長  その専門家が現場の芸術家にアドバイスをすると、そのときに専門家としての良識を活か

してくれるだろうという前提のものなんですかね。 

田中由紀子委員  そうですね。 

山本座長  ありがとうございました。ちょっとひとつ、やや微妙な質問なのですが、前回田中由紀子委

員は、実際にはグロテスクな展示や性的な展示もあり得るとおっしゃって、そのときは展示方法の工夫

をすればできるだろうとおっしゃっていましたが、今回の問題となった 3 点が、仮に田中由紀子委員が

キュレーターだとして、どういうふうに展示にすれば解決できたのか、そういったアイディアはおあり

ですか。 

田中由紀子委員  まず、私は今回の展示を実際に見ていないので、資料で、展示の配置だったりとか、

そういったことでしか、確認していません。このようなことを前提に聞いていただきたいのですが、今回

の展示については、作品をいかに綺麗に見せるかとかではなく、作家の制作意図を明確に伝える必要性

が他の展示よりも高いと思います。そういった部分では、とても高度なキュレーション力が必要になる

展示だと思います。例えば、入口等に「表現の不自由展・その後」の実行委員会からのステイトメントだ

とか、どういった趣旨で今回、この展覧会内展覧会というかたちで、こういった企画をやるかといった趣
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旨のパネルが展示してあったと図面ではなっているのですが、入口にそういったパネルがあっても、内

覧会や初日などの人が多い状況の中で、そういったものを皆さんがじっくり見てから入るかというと、

なかなかそうとも言えないのかなと思います。なので、実際の展示は一回配置を決めて、キャプションを

作って、はい終わりではなく、お客様の流れとか、明確にこちらの趣旨が伝わるかどうかということを、

例えば内覧会初日とかに見て、次の週に問題があるようであれば導線を変えるとか、例えばパネルを大

きくするとか、貼る位置を変えるとか、そういったことは通常普通にやることです。 

山本座長  普通に？ 

田中由紀子委員  はい、普通にやることです。なので、これまでのトリエンナーレもお客様の導線や困

難を考えて、展示全体の導線を変えたり、最初になかったキャプションが、伝わらないからどんどん増え

るといったようなことが、普通にあるんですね。今回も、3日で終わってしまったので、なかなかこうい

った措置が間に合わなかったと思うのですけれど、お客様に明確にその趣旨が伝わらないということで

あれば、そういった趣旨を伝える部分というのをパネルの大きさや位置で調整していく。あと、ハンドア

ウトといって、例えば紙物にしてお渡しする。そうすれば、その場では読めなくてもお家に帰ってからじ

っくり読めますよね。なので、あの展示こういうことだったんだなと、あとでじっくり分かる、といった

こともできると思います。あと、展示の面積に比べて、展示の点数がやはりたくさんある。この空間の中

に、内覧会や初日にたくさんの方が入った場合、なかなかじっくり見られないのかなと思いました。やは

りキャプションも含めて、じっくり見て伝わる展示だと思いますので、人数制限をしたり時間制にした

り、あとは再開時にとったようにガイドツアー形式にして、明確な趣旨を伝えながらじっくり見ていた

だく。そういったやり方も可能かなとは思いますが、やはり内覧会や初日というのは来場者が多いので、

そういったやり方は現実的ではないのかなと。ただ、メディアの方に向けて、内覧会のツアーも通常はや

るのですが、そういった方たちにはこういったガイドツアー形式でやることによって、明確に趣旨を伝

えることができるので、有効なのではないかなと思います。あと、大浦氏の映像ですが、20 分の映像が

割と普通に通路というか、展示してあった状態でしたが、20 分の映像を立ったまま見てしまうと、人が

滞留して通れなくなってしまいますし、20 分立ったままなかなか見られないですよね。それをきちんと

見せるということであれば、仕切りのある空間を作って、そこできちんと見せるというようなことを検

討できるのではないかと思いますが、ただ、この 20分の昭和天皇のイメージのある映像も、津田さんの

意見書によると資料的なものだということだったので、それをそこまでして見せるのか、見せなければ

いけないのかというと、どうなのかなというふうに思います。あとは、3日で中止してしまったので、当

初、津田さんも考えていらっしゃったパネルディスカッションのようなものを、会期中にやるというこ

とが実現できないままになってしまったということですが、例えば会期の前に、トリエンナーレスクー

ルとか、そういったエデュケーションプログラムが行われていますので、そういった中で段階を踏んで、

表現の自由について考えるようなテーマを選んで、レクチャーとかディスカッション等の機会を設ける、

そうすると、そういったイベントなので参加者が講堂に入れる 100 人とか 200 人になってしまうのです

が、そういったことをメディアに取り上げていただくことで、この展示の趣旨が広く皆さんに伝わる可

能性が高まるのではないかなと思いました。 

山本座長  ありがとうございました。あと、もうひとつ最後の質問で、先ほどの行政と芸術家の間に

「アームズ・レングスの原則」が成り立つとしても、また美術館の館長の方で許可を出す出さないという

権限があるわけですが、これはどうお考えですか。現実に今回出されたのは、どこかの美術館で館長が展
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示を不許可にしたというのがいくつかあるのですが、これはまた別の観点なのですかね、先ほどの「アー

ムズ・レングスの原則」とはまた違った、あれはお金を出す方の話ですか。 

田中由紀子委員  そうですね。やはり美術館の館長というのは、主催者である場合も多いと思うので

すけど、お金を出す出さない以上に、安全にこの展示を皆さんに見ていただくようなところを、やはり重

要に考えなければいけないと思いますので、そういった点で館長が判断して中止にするということは、

資料にしましたが、これまでもいくつかの例がありました。あと、今回調査報告書の 18ページに、「県の

美術館は、事前に危険やリスクを察知し、会場として貸さない、あるいは条件付きで貸す等の措置をとり

えた。しかし、慣行上、あいちトリエンナーレにおいては館長の権限が事実上行使できなかった。」とあ

るのですが、展示の担当として、愛知県美術館の学芸員の方が、アシスタントキュレーターというかたち

で、スタッフとして入っていると思いますので、その方を通じてとか、愛知県美術館の方にも情報共有が

されているはずだと思うのです。なので、館長の権限で中止するということよりも、予想されたリスク回

避を監督とともに考えていけたら良かったのではないかと思ってはいます。 

山本座長  ありがとうございました。他の委員の方々でご質問があれば。では、次に田中秀臣委員にお

話を伺いますけど、前回の議論で、表現の不自由展実行委員会と芸術監督側に、この作品展示について本

番ギリギリまで内容を明らかにしなかったなどの、数々の問題があったとおっしゃっていましたが、そ

の主張の根拠となるところの事実というものを教えていただけたらと思います。 

田中秀臣委員  あいちトリエンナーレの、県の方の最終報告を見ていただきたいのですが、85 ページ

に「わかったこと」という、これはあくまでも検討委員会の判断ですけど、特に問題になった大浦氏の新

作映像の内容ですよね、それが、内容的に混乱する可能性もあるということが、たぶん十分予測できたに

も関わらず、作品名が載ったものを会長、キュレーターチーム、事務局などに伝えないまま、展覧会の開

催日を迎えたこと、「善管注意義務違反」との批判は免れえないであろう、というふうに書いてあります

し、また、先ほど田中委員の話を聞いて思ったことなのですが、73ページの不自由展の予算が 420万円

で総事業の 0.3％、面積も 0.83%にすぎないと書いてあるところの備考欄に、「専門のキュレーターのみ

たてによると、極めて難易度の高い企画であり、質の高い企画にするには、今回の 4～5 倍の予算、5倍

の面積を要したはず」ということが書かれているのですが、やはり企画をかなり拙速に決めて、しかも不

自由展の実行委員と芸術監督の間でほぼ話を決めてしまっていて、拙速な形になったので、十分な予算

も確保することができず、つまり経済学的な専門用語で言えば、十分な公的な支出を計上することなく

やってしまったことが、反って今回の混乱を招いてしまったのではないかなと思います。最終報告、それ

に対する芸術監督の反論も読ませていただきましたが、個人的な意見としては自己弁護的かなと、あま

り事実には基づいていないかなという印象はあるんですが、それは皆さんの判断によると思いますが、

少なくともそういった背景で、こういったことが県と市との間の連絡不十分といいますか、今回のあい

ちトリエンナーレの混乱のもとになったいくつかの諸作品のかなり重要な部分において、市側に十分に

伝えることがなかったということが大きい問題だと思います。あと、信義則の問題で、最近、県と市の協

調が必要だというのは、お互いの信頼関係を生み出す上で重要だと思うのですが、その点についてずっ

と見ていますと、うまく信頼関係が県民や市民双方にとって納得いくようなかたちで生まれているのか、

その点で疑念があります。最近の報道を見たのですが、仮にその報道の内容が真実であるとすれば、愛知

県は実行委員会の組織体制の見直しも運営会議に諮らずに、独断で進めているという報道も目にしまし

た。また、これも報道が本当ならば、市長の名前が出ると海外アーティストが参加を見合わせ、そういっ
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た展示が開始できなくなると、どんな根拠を挙げているのかよく分かりませんが、そういったことをお

っしゃっているらしいという報道も見ました。これは今まで名古屋市が費用の負担をしてきた努力、言

い換えれば市民の方々の努力を無下にするようなふうに、報道が正しければですけど、思いました。紙媒

体も動画を、メディアの方々がいらっしゃる前であれですが、やはり切り取りするので、どんな文脈でな

のか正確に判断したいところなのですが、なかなか運営会議自体もうまく今まで回っていたのかなと、

素朴な疑問はありますね。これは事後的な話なので、事前的には、やはり運営会議で作品リストも出てこ

なかったり、またはその後も市側が県側に幾度も説明を求めても、なかなか運営会議が開催されなかっ

たという事実がありますので、そういった点からもかなり信頼関係の点で大きく毀損した部分があると

いう印象を受けました。そんなところでよろしいでしょうか。 

山本座長  ありがとうございました。私も後半部分は全く同感ですね。特に、実行委員会や運営会議を

開くべき局面はいくつかあったのだけれど、何かの関係で全く開かれていないというのは、かなり問題

ではないかと思います。前半におっしゃった、県の報告書の 85ページのあたりについてですけど、仮に

これが裁判だったら、反対尋問なんかを通じて、ある程度の事実が明らかになってくるのですが、なかな

かこの委員会では当事者に来ていただいて初めから話をするというほどの時間的余裕もないものですか

ら、この県の報告書と、津田芸術監督の報告書を２つ見比べて判断するのは、どうも難しいかなと私は個

人的には思っています。そこのところは、事実として確定するのはしづらいのではないかという気がし

ます。次に進みます。ここで確認しておきたいことは、今言った話と通じるのですが、この委員会の任務

というのは設置要綱にあります通り、今回のあいちトリエンナーレ 2019について、名古屋市が負担する

ことが適切な費用の範囲について議論する。もうひとつは、次年度以降のあいちトリエンナーレに対す

る名古屋市の関わり方について検討する。この 2つをやるわけです。ですから、一方では愛知県が約 4カ

月余り検討委員会を設置して、ずっと検討された結果がありまして、その内容と努力には敬意を表する

のですが、それでも、ここに取り上げられた関係者の方の中には、やはり内容に異論をお持ちの向きも必

ずいらっしゃいますので、そういう意味では事実の確定はなかなか難しいかなと思っています。そうい

うこともあって、先ほどの検証委員会の作業を進めて行くにあたっては、その前提として必要に応じて

成果を適宜引用しながら、考えていけば良いのではないかと思っております。次に、中込委員にお伺いし

ますが、まず名古屋市はそもそも実行委員会に対して、すでに通知した交付決定通知書に記載した通り

の負担金を、全額交付すべきというのが前回のご意見だったと思いますが、留保条件として、交付要綱の

3 の（4）につきまして、事情の変更によって特別の必要が生じた場合はまた別だという条件が付いてい

ますけど、これとの関係はどうお考えでしょうか。 

中込委員  交付決定通知書の交付の条件として、1から 9までありますが、今座長がご指摘の事情の変

更に特別の必要が生じたときは、内容がかなり抽象的で何が事情の変更なのか、特別の必要とは何か、こ

れを見ただけでは何も分からない。今度のことが事情の変更にあたるのか、あるいは特別の必要にあた

るのか、これは当てはめるのは到底不可能ではないかと思うわけです。ですから、こういった条件が付い

ているから、これに当たるのか、当たるという方は当たるでしょうし、当たらないという方もいるでしょ

う。交付条件があるから当たるというのは、もう少し具体的な条件がない限り、こんな抽象的な条件付け

では、これで特別が生じたと言うのは、一方的な見解の押し付けでですね、もうちょっと説得的な理由付

けがないと難しいのではないかと思います。ですから、これを理由に一部取り消すとかは、ちょっと難し

いかなというのが正直な感想です。 
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山本座長  では、これは法律問題ですから浅野委員にお伺いしたいと思います。私は民法の法理のひ

とつに、事情変更の原則というのがありますね。そこの判例とか、色々と参考にできると思うのですが、

浅野委員は、事情の変更により特別な必要が生じたときという解釈は、どうお考えですか。 

浅野委員  事情の変更により特別な必要が生じたときはという要件ですが、じゃあ事情変更というの

は何なのかということですが、これは今中込委員がおっしゃったように、全くそこには具体的なものが

ないわけですが、じゃあこの全体の構造として、どういうことで交付決定がなされているのか、どう意義

があって資金が出されるのか、こういうところだと思います。このあいちトリエンナーレの主催の構造

ですが、これはやはりあいちトリエンナーレの実行委員会、これが作用するということですよね。実行委

員として、名古屋市長も会長代行として大きな立場でそこに入っておられるということですね。それか

ら、色々な物事を決定していくにあたって、運営会議というものが設けられている。この中にも、会長代

行である名古屋市長が入っておられるということです。それから、芸術部門としてということで、芸術監

督の他に企画アドバイザー、キュレーターという構造になっているということです。今回、先ほど田中由

紀子委員もおっしゃっておられましたが、情報共有の必要があるんだよということをおっしゃったので

すが、じゃあ津田監督がやられたことが全体の情報共有になっていたのかというところが、一番大きな

問題だと思います。そういったことからすると、実行委員会なり運営会議なり、あるいは芸術部門のキュ

レーターなり、色々と展示内容についても情報が上がってこないといけなかったはずなんです。ところ

が、そういったことが全く不正常な形で進められているということ、これは県の報告書にも出ていると

思います。ですから、そういったことからすると、この運営が全く機能していなかったのではないかとい

うところがあります。そうしますと、運営が適切に機能していないことについては、事情変更の大きな要

因になるだろうと思うわけです。具体的に何がということだとすれば、このあいちトリエンナーレの全

体の運営が全く機能していないというところで、その中で名古屋市長が全く発言の機会がないままに、

これはおかしいじゃないかと外部で発言をされたわけです。そうすると、それが検閲だということで、名

古屋市長というのは会長代行という立場で、また実行委員会委員、運営会議の委員でありながら、何も意

見が言えないという話になってしまうわけです。口を開けば、検閲だ検閲だと、そんなことではないはず

でして、やはりそういったことも含めて、情報共有がなされた上で、それを受けてキュレーターなり、芸

術監督がどう考えるのかというのがあるのでしょうけれど、そこのやり取りが十分なされていないとい

うところ、これは全く不正常だと思います。これは、事情変更の特別な必要ということに当たると考えて

も良いのではないかと思います。 

山本座長  いま、私は民法の法理の一つである、事情変更の原則を申し上げたのですが、もう少し具体

的に言いますと、色々な判例を見ていますと、事情変更の原則が適用されるのは以下の 3つなんです。第

１が契約の時にはとても予見できなかった。第 2 は契約義務者の責任ではない。第 3 はそのまま履行す

るには信義則にあまりにも反する。この 3つなんですよね。今回、本件の場合の私の意見ですけど、1つ

は、6月から 7月にかけての時点で、会長たる愛知県知事が展示内容の一部を知って、例えば少女像につ

いてパネル展示にならないかと交渉を指示しているし、その時点である程度、大騒ぎになることを予見

しながら、どういうわけか、実行委員会の規約通りにせずに運営会議が開かれてなかった。もうこの時点

で危機管理の問題が発生しているんですよね。第 2に、8月 1日に実際に開催して電凸と言われる現象や

脅迫すら受けて、3日目には展示を中止したわけですね。この時も運営会議が開かれなかった。強いて言

えば、会長は緊急を要する時は専決処分することができるという条項が発動されたと思ってもいいんで
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しょうけど、それなら規約の規定によって、会長は運営会議を開いてそれに至った経緯、あるいは中止の

判断について事後的に審議に図るべきだったと思うんですよね。第 3 に、私はこれが一番問題だと思う

んですけど、会長は運営会議を開くことなく、ましてや会長代行の名古屋市長の意見を聞くことなく、単

独で再開を決めてしまった。この再開も規約でいうところの重要事項であることは明らかなんです。こ

ういう 3 つの事実を考えますと、やっぱり事情変更の原則が適用される根拠として、私はそれで十分だ

と思うんですけど、いかがでしょうか。 

浅野委員  今、座長が整理していただいた通りだと思うのですが、そう言ったことからすれば、当然、

事情変更があったというように考えざるを得ないと私は思います。 

山本座長  中込委員どうですか？ 

中込委員  私はそうは思いませんですね。事情の変更というのは、今おっしゃった事情の、開催の手続

きですかね。開催の手続きについて、結果的に騒動になるような手続きがあったとしても、それはあくま

でも、実行委員会の行う芸術祭の過程で生じた事実であって、トリエンナーレの負担金を交付する趣旨

がおよそ損なわれるということになるかというと、この展示そのものはごく短い期間とはいえ行われ、

さらには再開して、展示そのものは結局行われた。やり方はいろいろありますが。騒動も起きて大変遺憾

な結果になっておりますけど、それ自身は目的を一応逹していて、負担金交付の趣旨としての、トリエン

ナーレの実行委員会による展示の実行という趣旨は達しているわけですから、そういう意味で、事情の

変更があったとか、特別な必要が生じたとかは、交付決定の趣旨からして言えないんじゃないかと私は

思います。 

山本座長  田中秀臣委員はいかがでしょうか。 

田中秀臣委員  法律的な解釈までは分からないのですが、私は中込委員の意見は違和感があるなとい

うところがありまして、経緯を見てみますと、何度か市の方から県に運営会議を開きたいと、おそらく数

度にわたって要求したと思うんですよ。それについてなかなか開かれなかったと。これは明らかにお互

いの信頼関係が大きく損なわれていると思うんですね。今、中込委員は数日間であれども開催すること

ができたことをもって、当初の目的を果たしたとおっしゃっているのですが、これは先ほど、私が言った

ことなんですが、県の最終報告を見ても、もっとお金と人員をかけてやるべきだったということが具体

的に書いてあって、これは言ってみれば、私なんかも公的な研究費を申請する時に適正な額を申請する

わけですよ。今回の事はむしろ過少申告ですよね。不適切な申告の中で、自分がやろうとしている目的

と、それに見合った予算規模を明らかにミスマッチして計画を立ててしまったということで、目的は不

十分にしか実行できなかったということで、しかも、おそらく運営会議なり、または専門的なキュレータ

ーを入れた会議などで十分議論すれば、それは事前に防げたことだというふうに思いますね。そういっ

たことで言えば、法律のことは分からないですけど、事情変更の可能性というのは、素人から見てもあっ

たのではないかというふうに思います。 

山本座長  ありがとうございました。お待たせしました、田中由紀子委員どうぞ。 

田中由紀子委員  意見を言う前に質問なのですが、12月 26日にようやく運営会議が開かれたわけです

が、この段階でそれまで名古屋市の方から、いろいろ申出をしていたことについては、この会議の中で何

か触れられたりということはあったのでしょうか。 

山本座長  事務局の方、どうでしょうか。 

事務局  運営会議が開催はされまして、そこには会長代行である河村市長も出席をされました。一通
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り事務局から経緯についての説明はございました。最初の 3 日間をもって安全上の理由から中止とした

こととか、その後、最後の 1週間程度再開したという事実については言及がありましたが、それ以上に、

どういう経過でどういう判断となったかの詳細については、さらっと触れただけで、詳細の経緯とか協

議内容については、その段階では詳細な情報はなかったです。 

山本座長  一応、触れられたことは触れられたのですか。 

事務局  事実として、いついつ安全上の理由をもって中止をした、いついつ再開をしたという、記憶の

中ですけれども、そういった事の説明が趣旨であったと。 

山本座長  なぜ、運営会議がなかったのかとか、そういう話は？ 

事務局  詳細な議事録まで私の手元にはございませんが、これこれ、こういう事情をもって開きませ

んでしたというところまでは、明確な答えはなかったです。 

田中由紀子委員  分かりました。私は法律の専門家ではないので、そういった観点からの意見ではな

いのですが、まず、不自由展が国際展全体に占める割合というのが、こちらの報告書によりますと、事業

費全体の 0.57％、展示面積でいうと 0.83％ということで、どっちをとっても、全体の 1％に満たないわ

けですね。なので、本当に「表現の不自由展・その後」の問題だけが、とても取り沙汰されて、いろいろ

と話題になったのですが、展示全体の中からいうと、本当に極僅かな割合のものであるということと、あ

とは、再開したことについても相談がなかったということもあったのですが、私は逆に、そこでもいろい

ろな手続きが必要だったとは思うのですが、諸々のリスクや調整を経て、最後の後半、ガイドツアーとい

う形をとって再開したこと自体はとても評価したいなというふうに思っています。先ほど、4〜5 倍のお

金と人件費をかけてというのがあったんですが、正直、何を根拠に 4〜5倍と言っているのかも分からな

いのですが、そもそも限られた予算の中で、限られた予算が割り当てられてやっているわけですね。その

予算の中で、いかに有効な展示をするかというところで考えた時に、実行委員会との交渉の中で、なかな

か実行委員会の要望を調整しきれなかったということが、結局展示の点数が多くなったり、いろんな調

整事がスムーズにいかなかったということの原因だと思うので、決して過少申告とかではなくて、調整

がうまくいかなかったということが問題だと思うのです。県のあり方検討委員会の報告書の方を、もち

ろんとても丁寧に調査されているので、それを尊重するつもりではあるのですが、これまでトリエンナ

ーレにスタッフとして関わっていた経験を持ってお話するのであれば、芸術監督の津田さんは大浦氏の

新作映像の出展を実行委員会と作家だけで進めて、キュレーターチームや、事務局、会長には一切、通告

も相談もなかったと書かれているのですが、正直、そんなふうに進められはしないと思うんです。いく

ら、芸術監督が全体の中で最高の責任者であっても、もちろんその上には委員会の会長である大村知事

がいるんですが、実際、監督一人で全部いろんなことを判断してやっているわけではなくて、そこにはや

はり県の職員である事務局の方だったり、業務委託だと思いますがキュレーターの方、エデュケーター

の方や、専門スタッフがいるわけなので、その皆さんたちと、いろいろと相談したり調整したりしなが

ら、展示を作っていくのだと思いますので、もちろん監督が不自由展実行委員会の方たちと直接交渉窓

口になっていた、そこで、専門のキュレーターではないので、調整部分をなかなか調整しきれなかったと

いうことが実際あったと思うのですが、何か、監督一人の独断で進めたというような印象が得られて、そ

れについては違和感を感じるなという部分があります。 

山本座長  大体ひとあたりご意見を伺ったのですが、ここからがいよいよ本番なのですが、多分次回、

決を採ることになると思うのですが、第 1 は、全額払うべきで、まだ支払っていない 3,300 万円を支払
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う。第 2は、一銭も支払うべきではない、3,300万円を支払わないのは当然で、すでに支払った 1億 4,000

万円弱は返還していただく。第 3 は、支払っていない 3,300 万円の支出はしないけれど、すでに支払っ

た 1 億 4,000 万円弱の返還までは求めない。これは次回、決を採ってから決めたいと思うのですが、私

が全般的な概要を申し上げますと、一つは全部取り返すという話は、法律的には不当利得の法理ではあ

りませんが、これはどうするかという話と、先程、おっしゃったように、この表現の不自由展自体はとも

かく、他は全般的に成功しているではないか、その辺に対する支出として 1億 4,000万円弱を考えれば、

まだまだという考え方もあるんですが、まずは、最初に法律家のお二人に、不当利得の法理で全額取り返

せるものだろうかというのをお伺いしたいのですが。浅野さんいかがですか。 

浅野委員  不当利得としてどう考えるかだと思うんですが、あいちトリエンナーレは一定の成果は上

がっているのだというところもありますので、そうすると、おかしなことになってしまって、全く成果が

得られなかったということではないので、全額不当利得というのは、やはりちょっと難しいかなと私は

考えます。 

山本座長  中込委員どうでしょうか。 

中込委員  この負担金交付決定というのは、一応、あいちトリエンナーレの会長は知事ですけど、あい

ちトリエンナーレの実行委員会は法人ではないのでしょうけど、法人格なき社団ですかね。権利能力な

き社団に対する一応人格を備えたものに対する交付決定なので、一応は行政として交付決定している以

上、取り消し事由がない限りは実行されるべきです。その後で交付決定の通知について、変更したので通

知しますと、これは一部事情を取り消しといいますかね。行政処分の取り消し変更、一部取り消しだと思

います。この変更決定が適用かどうかという、そういう観点だと思います。この変更した理由というの

が、報告を受けていないとか、事情変更特別の必要に該当するという理由で変更している。まさにこれ

は、先ほどの議論になる訳ですが、この交付決定を受けた実行委員会の予見可能性としては、こういう事

情の変更や特別な必要が生じたときに取り消されるというのは、予見できない、この交付決定ではとて

も難しいのではないかと思います。結果的にこういう手続きになったからというのは、あくまでも結果

論であって、交付決定から、実行委員会の実行の経過において、そういうことが生じたので、交付決定っ

て、要するにお金ですからね。内容は問題にしていなくて、「アームズ・レングスの原則」とおっしゃっ

てましたけれど、そういうことではなくて、あくまでもかかる費用は払いますよという話であって、どん

なものにかかった費用かは、実行にかかった費用であって、どんな内容のものかというところまでは交

付決定には書いていないですからね。そういう趣旨のものとして交付決定されたかとは、私には読めな

いので、そうすると、交付決定を受けたものとしても、そういうことで取り消し変更があり得るというこ

とを予見することはなかなか難しいのではないかと思うと、取り消し変更もなかなか困難ではないかと

も思います。 

山本座長  田中秀臣委員、感想ありますか。 

田中秀臣委員  本当に感想とさせていただきたいのですが、十分、予見可能であったかと言いますと、

予見可能ではないでしょうか。表現の不自由展に展示されている作品の多くは、公立の展示で撤去され

たり、批判を多く浴びたものです。それをかなり集中的に集めていますから、先ほどの田中委員の過少申

告の理解は、経済学的に全く誤りだと思うので、あとで個人的に正したいと思いますが、私は十分に予見

可能で、何らかの人的、予算的な措置をして、十分対応できたのにも関わらず、これはあくまでも、芸術

監督の動画サイトでの発言であるとか、または、この検討委員会の最終報告の中の分かったことなどか
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ら、類推する形なのですが、やはり政治的な話題になるということをかなり確信的に思われてやったと、

この最終報告の 83ページの「公的資金を使い、公的な場所で芸術の名を借りた政治プロパガンダを行っ

た」と一部が批判される展示を認めてしまったこと云々とありますが、そういった要素が事前に予見で

きたのではなかろうかと。それに対して十分な運営会議も含めて、県と市、芸術監督、キュレーター、専

門家の人たちの間で、十分な事前対応が取られていたのかというと、やはり取られていないのではない

かというふうに思います。 

山本座長  ありがとうございました。田中由紀子委員、今の話で何かありますか。 

田中由紀子委員  先ほどのお話しと重複してしまうんですが、交付金というのは、あいちトリエンナ

ーレへの交付金であって「表現の不自由展・その後」に向けてるものではないわけですよね。もちろん、

この中からも該当するとは思うんですけど、それを考えたときに、例えば今回あいちトリエンナーレは

来場者が 67万人以上ということで、4回目なんですが、今回が一番多くて前回を 10％以上上回っている。

さらにチケット収益は前回の 1.5 倍ということなんですが、チケット収益については前回までとチケッ

トのシステムが変わったので、それ自体でどうこうというところではないのかもしれませんが、そうい

った部分から総じて成功しているという評価で間違っていないと思います。来場者 67万人がどういう数

字かと言いますと、報告書にもあったのですが、世界的な芸術祭として話題になるヴェネツィア・ビエン

ナーレは 2019年にありましたが 60万人なんですね。198日間やっていて、1日あたり 3,000人という計

算だったらそうなんですが、あいちトリエンナーレについては 74 日間で 1 日あたり 9,000 人入ってい

る。世界的なヴェネツィア・ビエンナーレの 3倍入っている。これは色々話題性があったりしたので、不

自由展の話題もそういった部分に加勢したのかと思うんですけど、そういった部分から考えても、あい

ちトリエンナーレは国内の公的芸術祭の中でも横浜トリエンナーレや札幌国際芸術祭とともにトップク

ラスの芸術祭であるとともに、世界のヴェネツィア・ビエンナーレとも、歴史は違いますが、人数とかそ

ういった部分については並ぶ実績を残すまでになってきているんですね。もちろん、手続き上の問題と

か色々あると思うんですけど、全体として評価に値する実績を残している部分を考えながら検討できた

らなと思っています。 

山本座長  ありがとうございます。そういえば先ほど田中由紀子委員から表現の不自由展関係の支出

は 0.5％とおっしゃいましたね。事務局から愛知県に対して表現の不自由展関係の支出はいくらだったか

と書面で問い合わせたと聞いていますが、その結果を教えてください。 

事務局  愛知県のトリエンナーレ実行委員会事務局に現時点の「表現の不自由展・その後」に関する係

支出の金額を確認しまして、返答をいただいています。展示そのものの経費であるとか警備費について

は 10月 8日からの再開に関してかかった費用とか、弁護士費用とか諸々の追加費用も含めて聞いており

ます。資料としては 12月現在までの経費として聞いておりまして、合計が 2,329万円程度と聞いており

ます。今後、若干経費としては変動する可能性がありますが、約 2,300万円と聞いております。 

山本座長  トリエンナーレ全体としては 10何億でしたっけ。 

事務局  約 12億円ですね。約 12億 6,000万円です。 

山本座長  そういうレベルですか。だから、さっきの約 0.5％というのはその通りですね。次の話は次

回の委員会に向けての意見のすり合わせになるんですけど、ご自由に意見をおっしゃってください。次

回は、次年度以降の名古屋市のあいちトリエンナーレの関与のあり方のとりまとめになっているんです

けど、私の方では 2 つの方向で議論してみたいと思っています。第 1 は、引き続き今年度のように名古
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屋市として全く何の意見も言わしてもらえないままに、あいちトリエンナーレに対して市民の税金を出

すというスタンスでいるのか。第 2 に今回のように実行委員会の規約が会長によってまったく無視され

て独断で運営をされるのにどう対応するのかということなんですが、まず第 1 に、また今年度のような

体制で何の意見も言わしてもらえないままに、市民の税金を使うということに対して、表現の自由との

関係も念頭に置きながらご意見を承りたいと思います。まず浅野委員いかがでしょうか。 

浅野委員  一つ気になるところなんですが、先ほど田中由紀子委員から人が集まったから成功したん

だ、という評価がありましたが、人が集まったから成功したというのは評価として正しいのかなと思い

ます。あいちトリエンナーレ自体がどんな展示でも構わないから人が集めることが目的だったのであれ

ば、集まった人数が多かった、成功だということになるんですけど、あいちトリエンナーレの芸術祭自体

がどういう意義でどういうものをやろうとしたのか。それがきちんと達成できたかどうか、ということ

なんだろうと思います。そういうことからすれば、あいちトリエンナーレの実行委員会なり運営会議が

きちんと意図した内容、それが実現できることで成功かどうかになるわけです。そうすると、今回はそこ

のところがうまくいっていないから、こういう問題が起きて、こういう委員会ができるんだということ

で、やはり、人数が集まったから、収益が上がったから成功だという評価はどうかなと思います。その上

で今後、どうするかという話になるんですけれど、名古屋市がこういう芸術祭に対して負担金を支出し

ようということをなぜ思うかということ。そうすると、名古屋市長がそこに参画して名古屋市を代表す

る名古屋市長の意向がそこに反映できる、そういう芸術祭であるから数ある芸術祭の中から名古屋市と

しても応援していいじゃないかという話しになるんだろうと思います。そういうことからすると、今回

のように名古屋市長の意思というものが全く無視されるという状況だとすると、これをこのまま継続し

ていいのかということに相当な疑問を感じるということが当然出てくると思います。ですから、これま

でと同じようにあいちトリエンナーレが実行されるようであれば同じようにやっていきましょう、とい

うことには全くならないんじゃないかと私は思います。 

山本座長  ちょうどその話で田中由紀子委員は何か反論はありますか。 

田中由紀子委員  人が集まったから成功とは言い切れない、という意見はもっともなんですが、では

何をもって成功とするかという評価基準というものが、こういった文化・芸術事業というものでは明確

ではないんですね。皆さんがどんなふうに感動したかとか、どんなふうに逆に嫌悪感を抱いたとかはな

かなか目に見えないですし、その時のアンケートとかでもすぐに吸い取れなかったりするので判断基準

が難しい、というところで、仕方なく特に行政がらみの文化事業になってくると、動員数を含めてその何

倍の人に今回の取り組みがリーチしたか、というのが私たち専門職には求められるという部分がありま

す。でも、浅野さんがおっしゃった通り、人が集まったから成功だと言い切れないというのはもっともだ

と思います。名古屋市の関わり方が今まで通りでどうかという部分なんですけれど、今までのように意

見が言えないまま関わるのはどうかと私も思うのですが、先ほど世界の芸術祭としてヴェネツィア・ビ

エンナーレの話をしたのですが、もう一つ有名なものでドイツのカッセルで行われるドクメンタという

ものがあります。ヴェネツィア・ビエンナーレが 2 年に１度ですが、ドイツのドクメンタは 5 年に１回

で、ちょうど再来年の夏・秋に行われることになっています。カッセルというとても小さな町なんです

ね。なのですが、ドクメンタの時期になると、市民の人たちがパブなどで「今年のドクメンタはこうなん

だよ」とお酒を飲みながら話をしている。じゃあ、その方たちが展覧会会場で見ているかといえば、それ

はよく分からないんですが、カッセルという小さな町で自分たちが世界的な展覧会・世界的な芸術祭を
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やっているというのが市民の誇りになっているという部分が、私はとても素晴らしいと思っています。

なので、関わり方についてはこれから検討する必要があると思うんですけど、あいちトリエンナーレが

名古屋市民の皆さんにとっても、私たちがこの芸術祭をやっているという、地域に生きる人々のアイデ

ンティティにつながってくるようなそういったものになっていくといいのかなと思っています。関わり

方で、例えば名古屋市美術館の展示とか、名古屋のまちなか展示、今回であれば円頓寺だったりするので

すが、そういったところの展示に関わる部分に助成していくとか、あと名古屋市は、ユネスコデザイン都

市の一つになっています。もう皆さん忘れていると思うのですが、1989 年に名古屋デザイン博という大

規模な展覧会がありました。なので、名古屋はデザインというのをもっと前面に押していく部分という

のがあっていいと思いますので、アートとデザインにシフトした企画みたいなものを押し出してそこに

この資金を出していくとか、そういった限定的な関り方というのも、これから名古屋で行っていく意味

というものをトリエンナーレの中で盛り込んでいくことになるのかなと思っています。 

山本座長  確かに円頓寺なんかは非常に成功したと言われて結構なことなんですけど、小さな負が全

体をいわば台無しにしてしまったという面があるんですけど、確かに他の部分では非常に成功したとい

う評価はありますね。それから数の問題は、言い方は悪いのですが、怖いもの見たさに来たとか、そうい

う人がいらっしゃるので、それだけでは確かに決め手になりませんですよね。では、田中秀臣委員お願い

します。 

田中秀臣委員  世論の動向で、例えば JNN の世論調査で、あいちトリエンナーレで文化庁が補助金を

払わない決定について適切だったと思う人は 46％、不適切は 31％。産経・FNS合同世論調査では展示さ

れるべきアートかどうかを聞いたところ、思わないが 64％、思うが 23.9％と、かなり不自由展について

は、世論の見方は厳しいなというのが率直な意見です。やはり税金ですから、市民の皆さんのできるだけ

最大公約数の意見を反映した所に支出するのが望ましいとは思うのですが、それに適ったものだったの

かと。先ほどから展示のスペースの割合だとか、予算の割合はあいちトリエンナーレの中で大きな部分

を占めていないみたいなことがありましたが、額でも 2 千数百万円ですよね。これを個人で支払うのは

ほぼ不可能で、公的な支出がないとこういったことができないという点では、非常に重要な公的な貢献

だったと思うのですが、それが台無しになったというのが、多くの、僕の意見だけではなくて今紹介した

世論の率直な意見だと思うのです。そういったものを無視して、来年もこちらから何も言わないような

形で継続しますなんてことになったら、それこそ、今日の会議自体、何のためにやっているのかというふ

うになってしまいますので、やはり県と市だけではなくて、専門家も含めてもう一度あいちトリエンナ

ーレに対する公的な関わり方全般を見て、特に現代芸術が政治や人が嫌悪するようなものに関わる領域

に大きく入っているというのであれば、そういったものをやる時に公的な役割はどうなのか、田中由紀

子委員が今回、文化経済学について資料添付してきて、文化経済学はどうなのかなと。私は経済学者なの

でこれも後、別室で時間があればお話ししたいと思うのですが、ちょっと経済学的におかしいなと思っ

ているんですね。まず、公共財だから公的な支援が必要かというと、そんなことありません。公共財でも

私的な供給はできますし、逆に私的なもの、例えば今回の美術展のようなものは私的な主体でもできる

んですね。民間の展示スペースでもできますし。私がインターネットで公開することも可能だと思うん

ですよ。でも今回は、私的材を公共的な主体が供給したというので、準公共財であるとか公共財であるか

らイコール公的な主体が供給しないといけないという議論にはならないんですよ。これは経済学の常識

で、僕が言っているわけではなくて、教科書に書いてあります。そういったものを踏まえると、果たして
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先ほどの世論の動向を見ても、ほぼ私的財に近い芸術の展覧の消費を、何の今回の教訓も活かさず次年

度も継続するというのはちょっとおかしいかな、批判を免れないと思いますので、ぜひそこは市側も積

極的に県側と調整していただいて次年度のあり方を全般的に見直し、特にこれからの現代芸術の、僕の

言葉で言うとリスクな面、リスク負担をどういうふうに考えるか、そういったところの構築が必要かな

と思いますね。 

田中由紀子委員  専門でないので勉強不足で申し訳なかったと思うのですが、それについてはあとで

教えていただくとして、先ほど田中先生がおっしゃった世論調査のようなデータを読み上げてくださっ

たのですが、後半の部分については展示を見た方がおっしゃっていた意見なのでしょうか。 

田中秀臣委員 それは分からないですね。どうしてかというと、統計はおそらく無作為に抽出してやっ

てますので、最初から見た人だけを選抜してやっているわけではないと思いますね。行った人もいるで

しょうし、中には映像だけであるとか、インターネットやテレビのニュースとか、または紙面であると

か、そういったものを見て判断したのではなかろうかと思います。それについて我々が世論調査の欠陥

を言うのは不適切ですね。どうしてかというと、統計的には無作為抽出が一番信頼性が高いので。 

田中由紀子委員  ありがとうございました。今回、手続き上の問題の話をする中でも、それをあまり深

く言ってもしょうがないのですが、問題が大きくなったというか、抗議行動をした人の大半というのは、

展示を見てない方ですよね。展示を見た人と言うのは、拒否反応を示した人ももちろんいましたけれど、

そうでもなくて、報道やら政治家の発言、河村さんはきちんと展示を見ておっしゃっていましたけど、そ

れ以外の方はほとんど展示を見てないでものをおっしゃっていた。そういった発言を聞いて、あと都合

よく切り取られた SNS 発信を見て反応していたわけですよね。もちろんそういった無作為に抽出した方

たちのご意見というのが世論ということであればそうなんですけれども、今回、電凸だったりとか、抗議

行動をした方というのは展示をきちんと見て判断したのではなく、都合よく切り取られた部分的な情報

を見てそういった行動を取った、さらにそれを見てまた反応したという人たちがほとんどだと思うんで

す。もちろん、世論というところでおっしゃった部分はそうかと思うんですけど、ただその中の方たちの

大半が恐らくはそうであろうということも、私たちはきちんと把握していないといけないのではないか

なと思います。 

中込委員  これは補助金ではなくて負担金なんですね。負担金ということは、市も県と一緒に共催な

んですよね。だから要は実行犯なんですね、市も一緒にやって、それで口を出さないって奇妙な話なんで

すね。県と市は、隣に庁舎もあるし、知事も市長ももともと自民党の人ですし。信頼関係があってこれま

でうまくやってきたわけですね。ですから、口を出さなくても、ちゃんと大村さんもやってくれるもの

と、実行委員会をちゃんとやってくれとやってきたから問題にならなかったけれど、今回は明らかにケ

ンカしちゃってるわけです。知事さんと市長さんがこんなことになって、非常に見解の分かれるような

ことが取り上げられて、信頼関係が失われちゃった。ちゃんとやりますよ、ということでは済まなくなっ

ちゃったというのが現状ですから。そういう現状で今まで通りやるのは、無理な話ですよね。それをどう

したらいいか。仮にやるのであれば、この補助金交付決定にいっぱい条件を付けたらいいんですね。こう

いうことをやったら取り消しますとか、こうやったらダメですとか、政治的に問題あることをやったら

取り消します、とか。細かい条件をいっぱい付けて、こういうことにならないようにする。やめちゃうの

も手でしょう。ただ、先ほど浅野委員がおっしゃっていましたけれど、市長個人の考えでやってもらって

は困るけれど、市長は自治体の長ですから、あくまでも名古屋市の代表ですから、先ほど田中さんがみな
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さんの意見をなるべく反映してとおっしゃっていましたが、そういうことなので、ただ、最大公約数の意

見なんて分かりませんから。結局のところは、市長のご意見になると思いますが、あまり特異な意見はお

っしゃらないで、良識あるご意見で運営していただくということだろうと思います。この場合は、大村さ

んも相当極端なやり方をやるから、けんかになるのはしょうがないですが、もうちょっとお互い頭を冷

やしてよく話しあって実行することが重要だと思います。 

浅野委員  今中込先生が整理してくださったところだと思います。名古屋市の市長というのは、名古

屋市の市民から投票されて市長に選ばれているわけですから、名古屋市長としてご発言なさる時も名古

屋市民の皆さんの意見というものを十分反映してご発言されているんだろうというように思います。今

回の発言にしても、名古屋市の中で特別な一部の意見が出ているんじゃないか、名古屋市民全体として

はどうなのかということが背景にあると思います。また、天皇の件についてでも、やはり憲法を尊重しよ

うとするという中で、そういったことはまずいだろう、というようなことで、名古屋市代表としての意

見、報道の捉え方からいくと、河村市長は非常に個性のある方なので、あたかも個人的な意見があるみた

いな話になるんですけれども、そうではなくて、そこのところは名古屋市の代表としてどのようにお考

えになっているのか、どういう意見があったのかというところ、そういうかたちで見ないといけないと

思います。 

山本座長  私の意見を申し上げると、同じことを繰り返さないことが大事ですよね。最低限のやるべ

きことの観点からいくと、冒頭の話に戻って、金は出すけれど口は出さないという、いわば麗しい関係が

破られたわけではないんですね。合わせて名古屋市は別に、この問題についての美術館側の当事者でも

ないということで、この原則、どこまで、それこそ運営のこととかよくわからないところもありますけれ

ど、考えてみたら負担金という形を取っているんですけど、要するに芸術に対する補助金と同視できる

ものと考えたら、前回も申しましたように、名古屋市の芸術に対する補助金交付要綱の運用方針にあり

ます、宗教的な、または政治的な意図のないものに交付するというのが、従来からの名古屋市の政策に合

致していると思うんですね。だとすれば、これを引用して同じようなものに出さないということが考え

られると思います。それは先ほど中込委員がおっしゃったことにも合致すると思います。次に別の話に

いきまして、第 2 の会長によって実行委員会の規約が全く無視された、これについてはどうお考えでし

ょうか。 

浅野委員  あいちトリエンナーレの実行委員会というものがあって、実行委員会が機能してこそのあ

いちトリエンナーレだろうと思いますので、これも会長の専決処分があったからということでしょうが、

やはり正常に機能していなかったということですから果たしてあいちトリエンナーレの実行委員会の意

思だったかどうかということも危ういところがあるわけですね。そういうことからすれば、極めて問題

だったというように思いますね。やはりその中でも、県の報告書の中にあるように、特に芸術監督がある

意味暴走したところがあるわけで、まさにあいちトリエンナーレの実行委員会として全く機能していな

かったんじゃないか、というような評価ができると思います。 

中込委員  そうですね。同意見ですね。もうちょっと手続きとして県なり、市なりあるいは共催者が事

前に周到な根回しなりをされておればということです。問題がありすぎますので、何かこう責任を取ら

なければいけないんじゃないかと思いますね。 

田中秀臣委員  浅野委員と中込委員と本当に同意見です。なぜ県が、市側から見ると一方的に議論の

通路を閉ざしてしまったのか。そのとき、政治的なものなのか、個人的なものなのか分かりませんが、も



15 

 

っと事態を早期解決する道もあったんじゃなかろうかと、話がこじれる前に、それがなかなかできなか

ったのはなぜなのかというのは、また別途客観的な議論も、ひょっとしたら県側には運営会議を積極的

に開く動機づけが何らかの理由でなかった、やる責務も感じていなかったのではないかとさえと見られ

るわけですね。そこらへんがどうなのか、それは先ほど中込委員がおっしゃったように、市と県は今まで

政治的にもうまくやっていて、それでハッピーだったが、今回、不測の事態で割れてしまったということ

に対する、リスク管理がお互いにできていなかったのかなということで、ただ市側としては県の方にほ

ぼ運営というか、主導権を渡していますので、県側がやってくれなければこれはダメなわけで、市側も指

をくわえていたわけじゃなくて、何度かやってくれと申していたのに沈黙したというのが、県側の責任

というのは問われてしかるべきかなと思います。 

田中由紀子委員  先ほど、12月 26日の運営会議のときに「何か説明があったのですか」と聞いたのは

そこだったのですが、これまで再三名古屋市が運営会議を開くように要請してきたことに対して、なぜ

開かなかったのかという説明がなかったことについてはどうしてなのかなと。先ほど田中委員がおっし

ゃったみたいに、運営会議自体を開く必然性をもともとあまり感じていないという部分に起因するのか

よく分かりませんが、そこの部分はきちんと説明していただきたいと思っています。 

山本座長  確かにその点は本当に理解しがたいところがありまして、私も長年、行政を見ているので

すが、これほど規約が無視されて行われたことはあまりないんじゃないかと思います。最低限、これから

委員会に参加するにしても規約を見直して、例えば運営会議の招集の規定のところに、会長代行の求め

があれば遅滞なく招集しなくてはならない、という条項を入れるとか、あるいは、緊急を要する専決処分

の規定であっても、会長代行の意見を聞いてとか、そういうことは最低限規約上必要だと思います。 

本日、そろそろ終わりかけなんですが、皆さま方、加えておっしゃりたいことがあれば、お話ししてくだ

さい。次回に向けて何かあるでしょうか。 

浅野委員  2回の委員会の中で色々問題が出てきましたが、あいちトリエンナーレ実行委員会というも

のが、まったく実行委員会たるに値しなかったというところなんだと思います。これをどう評価するか

という中で、これは事情変更というものなのかどうなのか、今後、名古屋市としてどう関わっていくのか

というところなんだと思います。まさにその点にかかっているのかなと思います。 

中込委員  今の点はまさにおっしゃる通りだと思います。支払ってしまったもの、あるいは交付決定

してしまったものを取り消して支払わないと言えるほどか、毎回同じことを言っていますけど、その点

は思っていますがね。やっぱり、こういう評価が分かれるものは公共的な立場の県や市が行う場合は、先

ほどの座長からの宗教的、あるいは政治的なものはいかんという、補助金的要綱があるという、そこに書

かれている通りであって、こういった党派性の強いものは差し控えるということで今後やっていかない

とこういうことになるので、それはそう思いますですね。 

田中秀臣委員  浅野委員からご説明いただいた、重大な事情変更にあたるという説明が今回非常に納

得いって、それに見合って負担金の今まで払った分をどうするのかとか、それとも払っていない部分だ

けで諦めるのかとか、または全部払っちゃうのかとか、私から見ると、法的なテクニカルな部分が、今後

の第 3回で大きく議論されるのかなという気はします。ただ、今日の話を聞いて、やはりマスコミの報道

で市長の名前を出すと海外アーティストが来なくなる云々みたいなね、ああいった報道を見て、そんな

ことあるのかなと。そういったことが報道では県知事がおっしゃったということなんですが、もう少し、

口にテープを貼ってもらいたいなというのが率直な感想です。 
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山本座長  確かに例えば検閲だとか、全然関係ないことを言って、いわゆるレッテル貼りはあんまり

好ましくないなと思いますね。 

田中由紀子委員  この会議の目的になっている負担金を全額支払った分を含めて支払わないのか、払

った分はこのままなのか、払ってない分をこれから払うのか、最終的にはそこに帰結する訳ですが、今

日、「アームズ・レングスの原則」のお話もしたんですが、県の報告書にアーツ・カウンシルというか、

そういった組織をワンバウンドさせて助成するみたいな方向性が書かれていまして、名古屋市に関して

も、来年度からアーツ・カウンシルの名古屋版の試行をしていく方向性にあると思うのですが、そういっ

た部分の方向性というか期待も含めながら、次回この問題を皆さんと決められたらと思っています。 

山本座長  そうすると、今日の議論を踏まえて、この委員会は３回しかないんですよね、次回は３月の

末になるんだと思いますが、そこで決めないといけないという制約がありますので、今日のお話を聞い

て、私個人で最大公約数的なものをとりあえず書きます。それを本文として作って、それに意見をいただ

いて、今日の意見もかなり離れているんですよ。だから、みなさん、たぶんここまではいいだろうなとい

うところを書いて、その後に、それぞれの委員の方に個別意見をどんどんつけていってもらうというイ

メージでいきたいと思うんです。完全な意見にするには、後３〜4回必要だと思うんですがそこまでの時

間的余裕がないのでそういうことにしたいと思うんですけど、大変お手数ですが、皆様方にまず私の報

告書案みたいなものを渡しますので、その後、それを見ながら、ここは足りないとか、これは自分はあま

り賛成しないなどありましたら、後にどんどんつけていっていただいて、それを全体の報告書にしたい

と。イメージは、最高裁の本文の判決と反対意見、補足意見、そういうものです。ということでやりたい

と思いますがいかがでしょうか。ありがとうございました。ここで事務局の方に議事をお返しいたしま

す。 

事務局  山本座長、委員のみなさま、長時間にわたりご議論ただきありがとうございました。最後に河

村市長より、一言ご挨拶を申し上げます。 

河村市長  名古屋までおいでいただきましてありがとうございます。ご貴重な意見を賜りまして、大

変よかったと思います。3回目は何らかの方針を出していただけるということで、大いに期待しておりま

すので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

事務局  以上をもちまして、「第 2回あいちトリエンナーレ名古屋市あり方・負担金検証委員会」を終

了いたします。 

 

 


