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第１回 文化プログラム検討部会 議事要旨 

 

1 日  時  平成２６年６月５日（木曜日）１０時００分から１２時１８分まで 

2 場  所  東京都庁第一本庁舎７階 大会議室 

3 出 席 者  舛添都知事 

        市山委員、太下委員、大友委員、岡部委員、小野木委員、菅野委員、 

        草加委員、白石委員、高萩委員、津村委員、野村委員、日比野委員、 

        深澤委員、三好委員、吉本委員 

4 議  事  オリンピックの文化プログラム及び 

        今後の東京の文化政策 

        （ネットワーク、共通パス、アーツカウンシル) 

 

5 発言要旨 

○文化振興部長 本日はお忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。た

だいまより第１回文化プログラム検討部会を開催させていただきます。本日御出席いただ

いた委員の方は１８名中１５名でございます。 

 初めに、第１回の部会開催でもございますので、専門委員の皆様を御紹介させていただ

きます。なお、片山正夫委員、長谷川祐子委員、吉岡徳仁委員は本日所用で御欠席でござ

います。それでは、まず、部会長を決定いただきたいと思います。運営要綱によりまして、

委員の互選により選任いただきますので、皆様方から御意見をちょうだいいたしたいと思

います。   

○三好委員 僣越ではございますが、部会長の選任について意見を申し上げます。 

 ニッセイ基礎研究所の吉本委員におかれましては、オリンピック文化プログラムや海外

の文化事情にも非常にお詳しいので、部会長として適任と考えます。 

○文化振興部長 ありがとうございました。ただいま三好委員から吉本委員を部会長にと

いう推薦がございましたが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○文化振興部長 ありがとうございます。吉本委員が部会長に指名をされました。一言御

挨拶を賜れますでしょうか。 

○吉本部会長 委員の皆様の御協力をいただきながら、２０２０年の東京オリンピック・

パラリンピックにて、すばらしい文化プログラムが実現するよう尽力したいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○文化振興部長 ありがとうございました。それでは、以降の部会の進行は部会長にお願

い申し上げます。 

○吉本部会長 それでは、まず初めに副部会長を指名させていただきます。運営要綱では、
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部会長が副部会長を指名するとなってますので、私のほうから指名させていただきます。 

 まず、太下委員に副部会長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○吉本部会長 では、太下さん、よろしくお願いいたします。一言だけお願いできますか。 

○太下委員 ただいま副部会長を仰せつかりました太下と申します。今回の２０２０年の

オリンピック、文化プログラムを検討するこの会議ですが、単なるイベントをすることで

はなくて、ぜひ文化に携わることが、職業として確立するようなレガシーを２２世紀へ向

けて残していく、それが検討ができる場にしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いし

ます。  

○吉本部会長 ありがとうございました。本日は欠席をされてますが、私からもう１名の

副部会長として片山委員を指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、ここで、舛添知事から御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

○舛添知事 皆さん、おはようございます。早朝からありがとうございます。 

 御承知のように、オリンピック・パラリンピック、これはスポーツの祭典でもあります

が、文化の祭典でもあります。先般、冬季オリンピックが開かれておりましたソチに参り

ました。例えば、閉会式のセレモニーを見ていますと、ロシア文化の紹介で、チャイコフ

スキーの「白鳥の湖」、それから、ラフマニノフ、現代音楽、文学を含めて、ロシアは、

これだけ長い歴史と文化がある、ロシア文明はすごいなと、思わせるものがありました。

ぜひそういうことを閉会式のときにきちんとやれるように頑張って、文化の面で皆さん方

のお力をおかりしたいと思ってます。 

 ２年後のオリンピックには、東京のプレゼンテーションをやらないといけませんですか

ら、その準備もしないといけないと思います。４月に、しばらく関係が途絶えておりまし

た北京市を訪れまして、北京の首都博物館に参りました。そうすると、北京がどのように

できたかという歴史が書いてありまして、それから文物があると。そこで有意義な意見交

換を学芸員の方とか館長さんと話をしているところを北京のテレビが放映してくれたもの

で、今回の知事は少しは文化のわかる人だなと評価をいただいて、その後、北京市長の王

安順さんと、文化交流を含めて話をしてきましたが、文化の話のおかげで非常にスムーズ

にいったということです。北京市の首都博物館と我々の江戸東京博物館、それから、ソウ

ルの歴史博物館、この三者が非常にいい連携をとっておりまして、日中韓がこういう交流

しています。この２０２０年の東京大会、我々の文化の力を総動員して、文化的にもすご

いものをつくりたいと思っています。 

 世界の都市ランキングで１位がロンドン、２位がニューヨーク、３位がパリ、４位が東

京という順位は変わらないです。パリに何で負けているかというと、芸術文化の面で、例

えばルーブルを訪れる人の数と、東京の江戸東京博物館とか近代美術館とかを訪れる人の

数と桁が違うんですね。ですから、そういう意味でも東京の発信力を高めたいと思ってい
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ます。 

 この前、写真美術館も見てまいりましたけど、写真だけに特化したすばらしい美術館を

東京都は持っている。現代美術館もありますし、江戸東京博物館、それから、上野の森に

はたくさんすばらしい美術館があるし、お堀のそばには近代美術館があったりします。そ

れから、埼玉もいいものがありますし、千葉の市立美術館というのは浮世絵のすごいコレ

クションがあります。そうすると、例えば、オリンピックの年に、印象派と浮世絵の交流

のようなことをやるとすると、１つのところでやらないで、いろんなところでやる必要が

あると思っています。モネにも、ルノワールもそうですね。広重、春信、とにかくすごい

影響力を日本の文化が世界に与えたという意味で、例えばこういうことをやるときに、１

つの美術館だけでやるのではなくて、県をまたがって、鈴木春信だと、千葉市立に、前の

館長さんが非常に専門家なので、そういうところとも連携を結ぶということで、例えば一

例ですけど、美術館のネットワークをつくって、１枚のチケットで共通で皆が見れると。 

 それと、パリやニューヨークに行って思うのは、なぜいつも日本の美術、芸術というの

は早く閉まる。コンサート、なぜ６時半に始まるか。そうすると、普通の都心に勤めてい

る人は６時半に終わってというのはなかなかできないので、パリだと８時で、ニューヨー

クもそうですね。それで、例えばオリンピックの間、昼間、競技を見て、涼しくなって、

ちょっと能を見に行きたいとか、お芝居を見に行きたい、コンサートを聞きたい、絵を見

に行きたいと。全部５時に閉まるのでは話にならないので、少なくともその時間は８時ま

で頑張って、開けましょうと。そして、そのときにやった試みで、夜８時から催し物をや

るというのはすばらしいなという１つのきっかけになれば、その後の文化政策は変わって

いく。 

 そして、八王子より遠くに住んでいる人は、夜中の１１時ぐらいに終わったんじゃ帰れ

ないんです。交通体系を見直さないといけないというのは、東京の交通体系も文化政策に

ものすごく大きな関係がある。サントリーホールができましたけども、よその町ではもう

当たり前なので、そういう観点からも、色々御議論をいただければと思っています。 

 皆さん方、それぞれの御専門で、国際的な視野から、オールジャパンで日本の英知を結

集して、文化の面でも我々はこんなすばらしいものを持っている、これだけ世界に貢献し

て、そして発信していくと。先ほど副部会長がおっしゃったように、文化で飯が食えると

いうか、そういう時代にしないといけないので。私は長いことパリに住んでいて、フラン

スの文化予算と比べて、いかに我が国の文化予算が貧弱かということも思ってきています

ので、これは、商業的にペイしないとやれないのでは文化は成り立たないと思いますので、

そういう観点から、できるだけ経済をよくして、東京都もいっぱい金を稼いで文化のほう

に予算をつけられるように頑張りたいと思いますので、第一線の皆様方の色々お知恵を拝

借したいということで、どうかひとつよろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 
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○吉本部会長 舛添知事、どうもありがとうございました。先ほど知事のお話にもござい

ましたが、本部会の検討テーマは、２０２０年の東京オリンピック開催に向けての文化プ

ログラムの具体化、あわせて世界一の文化都市を目指すために今後の東京の文化政策の検

討を進めることでございます。 

 私のほうから、前回のロンドンオリンピック開催時に実施されました文化プログラムに

ついて、御参考になる点も多々ございますので、概要を御説明したいと思います。 

 既に御存じかと思いますが、オリンピック憲章には、スポーツを文化と教育と融合させ

るということが書いてございまして、短くともオリンピック村の開村期間は文化プログラ

ムを実施することと明記されてます。 

 過去のオリンピックを、年表で振り返りますと、第１回アテネから４回までは文化プロ

グラムがなく、その後、ストックホルムから、いわゆる芸術競技が行われました。その後、

芸術は競技にふさわしくないことから、芸術展示が開催されるようになりました。前回の

東京オリンピックもこの時代で、東京ではそれまでのスポーツをモチーフにした芸術では

なく、日本の最高の芸術作品を展示するということで、日本古美術展には４０万人が来館

したと言われてます。その後、バルセロナから、さらに文化プログラムは活発になり、ロ

ンドンでそれが大幅に強化された。この後のリオ、東京は果たしてどうなるのか世界中が

注目しています。 

 ロンドンオリンピックの期間中は組織委員会やロンドン市の主催で「ロンドン２０１２

フェスティバル」が開催されました。それは、２００８年の９月、北京オリンピック終了

時から始まった「カルチュラル・オリンピアード」のフィナーレとして、オリンピック開

催の３週間前からパラリンピック終了期間の間、華やかなフェスティバルとして行われた

ものでした。そのビジョンは、「一生に一度きり(ワンス・イン・ア・ライフタイム)」の

経験を提供するというものでした。アスリートと同じ２０４の国と地域から４万人以上の

アーティストが参加し、ロンドンフェスティバル期間中には２万５,０００人、中には若

手のアーティスト、あるいは障がいのあるアーティストも多数参加しています。 

 イベント総数１７万件、ロンドンフェスティバル期間で３万件を超え、新しい作品委嘱

が膨大な数行われました。ロンドンオリンピックは世界中のアーティストに新しい作品を

つくるチャンスを提供しました。文化イベントはロンドンだけではなくて、英国全土１,

０００カ所以上、例えば自然環境の浜辺とかでも開かれ、会期中は、「郵便番号」と、例

えば「音楽」と入れると、身近で何があるかわかるようになってます。４年間で４,００

０万人以上の人が参加したと言われてます。 

 総予算は約２２０億円。組織委員会、アーツカウンシル、レガシートラストから、ほぼ

６０億円ずつが出ておりまして、文化プログラムのメインスポンサーは英国石油と英国テ

レコムでございます。組織体制は、組織委員会、ロンドン市、アーツカウンシル・イング

ランド、この３つが文化プログラムの運営をする中心メンバーですが、組織委員会の中に
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理事会がつくられ、トニー・ホールが理事長を務め、ルース・マッケンジーさんがディレ

クターを務められました。６０名のフェスティバルチームができたんですが、それぞれの

事業に様々な文化施設や芸術機関がパートナーとして加わっています。 

 スケジュールです。２００８年に、参加型のプロジェクトがスタートいたします。その

ほか、８つのメインプロジェクトが４年間行われまして、中には、「ワールド・シェイク

スピア・フェスティバル」といいまして、３７カ国の異なる言語で、異なる国の劇団がシ

ェイクスピアの作品を上映するというものもありました。これには、日本から蜷川さんが

参加をされました。それから、２０１０年に先ほどの理事会が発足し、ディレクターが就

任をしています。関係者の話を伺いますと、この理事会の重要な役割の１つが、文化関係

者の信頼を得る、アーティストや芸術団体がやりたいことをできるような、ある種の支え

になったと聞いてます。例えばアーティストが考える、そんなことをやってどうなるのと

いうようなアイデアも、このボードが支えて、組織委員会で実現した。もう１つ、ハード

面のアートということで、パブリックアートが様々設置をされています。 

 すごい数のイベントが行われたんですが、大体６つぐらいの特徴があります。１つは、

様々な場所、普段はあり得ないような場所で様々なアートプロジェクトが行われました。

自然環境の中で行われたものもあります。 

 ２つ目は無料のイベント。これもすごくたくさん行われました。そのことによって、青

少年とかマイノリティーの方々にも芸術を体験できる機会を提供したと言われています。 

 ３番目がオリンピック・パラリンピックのテーマに基づいた作品ということで、まず、

世界平和への貢献、それから、パラリンピックのテーマに基づいて、障がいのあるアーテ

ィストたちに数多くの作品委嘱が行われました。 

 それから、４番目は、世界を変えたアーティストたち。世界的に代表的なアーティスト

たちの様々なプロジェクト、公演が行われました。シェイクスピアをはじめ、例えばピ

ナ・バウシュなどは相当数の作品が演じられましたし、「浜辺のアインシュタイン」のよ

うなものも演じられてます。それから、美術系では、英国を代表するデイビッド・ホック

ニーやダミアン・ハーストなどの作品も展示されました。 

 様々な新作委嘱が行われたというのが５番目の特徴です。今までリスクを恐れずに新し

い芸術作品を生み出してきた人たちに様々なチャンスを与え、さらに新しい作家にもチャ

ンスを与えられました。 

 ６番目、これが最大の特徴だと思うんですが、ポップアップ・イベントと呼ばれるもの

です。非常に大規模なものが街中や屋外で行われました。「ピカデリー・サーカス・サー

カス」、BMWの「ア―ト・ドライブ！」など、後で映像がございますが、私が一番印象に

残っていますのは、この「ハットウォーク」というプロジェクトで、ロンドン市内の有名

な彫刻に帽子をかぶせるというものです。非常にユニークだと思ったのは、トラファルガ

ースクエアのネルソン提督の帽子をつくったメーカーは、実際、２００年前にもネルソン
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提督の帽子をつくったメーカーだということです。全部で２１カ所で行われました。少し

映像がありますので、ごらんください。 

（映像上映） 

○吉本部会長 最後の「ピカデリー・サーカス・サーカス」のようなものを実現するのは

大変で、交通規制だけではなくて、あの近辺の劇場とか、あらゆるところの許可をもらう

ことが必要だと。ロンドン市全体を挙げて、成功するために尽力したと伺ってます。 

 それでは、ここから各委員に御発言をいただきたい、事務局から、今日は、着席の順で

お願いしたいとのことです。 

 知事はあと３０分ぐらい出席いただけるということですが、できるだけ皆さんの意見を

聞いていただきたいと思いますので、３分から長くて５分以内で、御発言をお願いします。 

 では、日比野さんからよろしくお願いします。 

○日比野委員 日比野克彦です。よろしくお願いいたします。今の吉本さんのプレゼンでロ

ンドンの様子を見て、本当にやばい、うらやましいと。今度は自分たちの番だぞ、いよいよ

だなと。先ほど太下さんが言われたように、本当にアートで食っていける、カルチャーで食

っていけるという世間からのまなざしが全くロンドンと違う背景がある。オリンピック・パ

ラリンピック、そしてこの文化プログラムが、日本にとってその先入観をも解体する格好の

チャンスだと思います。 

 私は人間が本能的に表現することにおいて、アートもスポーツも同じところにあると思っ

ていまして、子供にしてみれば、アートとしてのお絵描きもスポーツとしてのお遊戯も全く

同じ自分を表現するという領域の中のものだと思うんです。それがだんだん教科に分かれ、

領域に分かれ、美術、体育と分かれていくんですが、大もとのところは、全く同じだと思っ

ています。アートとスポーツの共有している部分をこの２０２０の東京オリンピックで、私

たち日本の人たちが実感できるようなものをプログラムとして展開していきたいなと思いま

す。既存の領域に囚われない為にも、今回こういう専門性のあるメンバーがそろっていると

ころで、それぞれのことは、きっとどんどんやっていくと思うんですが、互いが連動して、

今までになかったようなプログラム、領域横断的なものが発信できるようになっていけばい

いなと思ってます。 

 手元に資料を配らせていただいた中に、東京都美術館と芸大の連携プロジェクト「museum 

start あいうえの」のペーパーと、「六本木アートナイト」のペーパーを手元に配らせてい

ただいています。「museum start あいうえの」とは、東京藝大が上野公園の中にあって、

そして、上野公園の中には９つの文化施設がありまして、これは、先ほど知事からパリの話

がありましたが、文化施設が９つ集まっているという状況は世界でも東京上野しかありませ

ん。このような場の持っている力を最大限に活かしていこうと、昨年度から始めているもの

です。各館が連携して、まずは上野公園を訪れる子供たちがこれらの文化施設を連続して見

て、聞いて、話して、創作して、繋いでいって新しい発見ができる体験をしていこうという
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のが「museum start あいうえの」の活動です。オリンピックに向けて、この活動をより拡

大させていき、既存の持っている上野の個々の文化基地の力を互いに横断させていくことに

より、世界に対して発信できる東京の日本の文化ゾーンに展開していければと考えます 

 もう１つ、上野公園の中にある文化施設とは対比的に、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン

などの近代的なまちと地元商店街が融合して、毎年、春に行われる「六本木アートナイト」

です。今年度はテーマを「動け！カラダ！」として、より身体的なアート作品を街の中で展

開し、六本木のひと夜をアートプログラムで充満させ、日頃の六本木とは異なった雰囲気の

賑わいを創出しました。上野公園や六本木だけでなく、東京には様々な顔を持った街、地域

があり、この他にも東京都内のあらゆる地域で現在行っているアートプログラムをオリンピ

ックの文化プログラムとして各地域で一層充実させ、また連動されて、東京を文化都市とし

て世界にアピールしていきたいと考えています。 

そして、もうひとつはアール・ブリュットの展開です。現在日本では、アール・ブリュッ

トの専門の美術館が５つあります。今年度から来年度にかけて、そのうちの４館が合同して

展覧会を行っていきます。ロンドンのプログラムにもアール・ブリュットのプログラムがあ

りましたが、パラリンピックが障がい者のスポーツの表現の場であるならば、やはりアー

ル・ブリュットは欠かせません。アール・ブリュットの展覧会を行うとともに、それを通し

て、障がい者、健常者という意識でなく、互いが持って生まれたものとう意識で生活が出来

る環境を築くきっかけにしていくことはできないかと考えます。アール・ブリュットという

のは、アートの領域からヨーロッパで生まれた言葉です。しかしこの言葉がアートに収まら

ず社会意識の言語としても使用されている点に日本ならではの展開の可能性があるのではな

いかと考えます。アウトサイダーアートとか、障害者アートとかという言い方ではなく、生

まれつき持っているものをリスペクトするという視点。日本が考えるアール・ブリュットを

展開していけば、それが次世代の社会価値観をつくり出す力があると思います。 

よろしくお願いいたします 

○吉本部会長 ありがとうございました。アール・ブリュットについては、舛添知事も大

変関心があると伺っていますので、実現できたらなと思います。では、大友さん、お願い

します。 

○大友委員 よろしくお願いします。大友良英です。僕は音楽のことについてだけ、今日

は特化して言いたいと思います。 

 何かキーワードを持ち出そうと思って、「音楽多様性」という言葉を出したらどうかな

と思いました。英語にすると、「ミュージカル・ダイバーシティ」だと思います。音楽っ

て言われるとどうしてもジャンルで考えがちだと思います。例えばジャズでもロックでも

いいですけれども、そのジャンルの壁を越えることが多様性だと思われている節がありま

すが、そういうことではなく、アマチュアであれ、音楽の専門家であれ、障がいを持った

人であれ、健常者であれ、子どもだろうが、高齢者であろうが、そういう多様な人達、多
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様な価値観を持った人達がどう音楽にかかわったり一緒にやったりしていけるかってこと

を考えて行くこと、音楽が生まれる場所をどう作って行くかってことが重要だって考えて

います。そもそも僕がＮＨＫの朝ドラでつくったあまちゃんの音楽も、何のジャンルかと

言われると、まったくわかりません。実はジャンルという考え方はしてないんです。むし

ろ一番考えたのは日本の文化の多様性をどう生かすか、そして専門家ではない人達も踊り

出したくなったり演奏したくなるような音楽をどう作るかでした。 

 実際にこの世には多様な音楽が大小さまざまあります。たとえ誰かにとってはつまらな

いもの、わけの分からないものであっても、ある人にとっては尊いものかもしれないって

想像力を働かせながら、多様な音楽のあり方を考えて行く、認めて行くことそのものが、

この先の社会を作って行く指針にもなるとわたしは考えてますす。その視点から「音楽多

様性」あるいは「ミュージカル・ダイバーシティ」というキーワードを出したらどうかっ

て考えました。 

 予想ですが、多分ブラジルでオリンピックをやるときには、サンバでわあっと盛り上が

るんじゃないかなと。一般の方からプロフェッショナルまで、サンバで参加できるような

土壌がブラジルにはありますから。 

 日本の場合、そういうものは何があるかなというと、それは結構厳しくて、みんなが一

緒になって何か祭典でやれるもの、サンバのようなものはないなって思ってます。でも逆

に、日本にはどこにもない多様な音楽のあり方があって、そこからなにかが生まれる可能

性はどこの地域よりもあるのではと思っています。 

 それをどうしていくかなと考えたときにいい例があります。ちょうど震災後に、僕は福

島育ちでで、福島で色々な活動をしていく中で、どう一般の人たちとかかわればいいかと

考えていたときに、イベント自体を、広告代理店につくってもらうようなイベントではな

く、自分たちで会場をつくるところからはじめるフェスをやったんです。その際に皆で膨

大な会場に風呂敷を敷いたんです。それが敷かれた場所が祭りの空間になるんです。全国

から膨大な数の風呂敷を集めて、皆で縫い合わせました。これが広大な敷地に敷かれたと

きの風景は感動的でした。僕らはそれを大風呂敷という名前にしまして──要するに、オ

リンピックをやるってことも日本が大風呂敷を広げることだと思うんです。だったら本当

に大風呂敷を敷いてしまったらどうかと。そこでこれまでのような地域限定のものだけで

はない、新しくて、でも古典的でもあるような、いろんな価値観がごった煮になったよう

なフェスをやったらどうかって思うんです。たとえばそこで膨大な数の世界中の人達が新

しい盆踊りをそれぞれのリズムで踊るような、そんなイメージです。 

僕の願いとしては、福島で敷いた、あるいは日本中のさまざまなところで敷かれた大風呂

敷が東京でもがーんと敷かれて、その大風呂敷の中で盆踊りをやるようなイベント、閉会

式がそうなればうれしです。 

 盆踊りの何がおもしろいかというと、プロフェッショナルじゃなくても、多分誰でも、
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一、二時間ワークショップをしたら誰でも演奏できるんです。サンバをやれというと、日

本人だと何日も練習しないとできないですが、盆踊りだったら、だれでもちょっと練習す

れば演奏出来て、誰でも踊れます。音楽のネイティブってそういうことかなと思っていて、

プロがやるようなものではなく、みなでアイディアを持ち寄るような手作りの盆踊りみた

いなものをやっていったらどうか。健常者だけでなく障がい者も一緒になってパラリンピ

ックとオリンピックがごっちゃになるようなイメージみたいなものを考えたらいいんじゃ

ないかなって。障がい者の音楽って、ついつい健常者のように演奏したら立派と思われが

ちですが、そうではなくて、障がい者自身のやっていることが既におもしろいという価値

観を新しくつくっていくこと。それは多分まだ、ロンドンの障がい者アートを見ていると、

健常者のようにすごいという言われ方をどうしてもされがちなので、そうではない価値観

というのはすごくアジア的な発想だと思いますけれども、その価値観をつくっていき、発

信していく。多様性を打ち出すというのはそういうことだと思っています。価値観そのも

のが多様であるってことです。 

 もう１つだけ。僕はこういうのをやりながら、日本だけでなく海外でもアンダーグラウ

ンドなノイズ・ミュージックとか、即興演奏をずっとやってきたんですが、オリンピック

だとどうしても表舞台だけがばーんと出ますけど、ぜひ裏側のほうも、「ノイズ・ジャパ

ン」というのをやったらいいかなと。表だけを作るのではなく、素敵な裏側、それこそ多

様性ある裏が豊富にあってこそ表も輝くような発想、そのためにも「ミュージカルダイバ

ーシティ」の中には「ノイズ・ジャパン」が必要です。実は「ジャパノイズ」という言葉

で、アンダーグラウンドの世界では実際にブームになっていて、そういうこともちゃんと

東京は見ているんだって発信していったほうがいいと思います。盆踊りからノイズまで、

恐らく従来の芸術と呼ばれている音楽からはどちらもほど遠く見えるかもしれませんが、

でも西洋中心ではない多様な価値観をしっかり堂々と見せていっていいんじゃないでしょ

うか。日本の独特のものというと、よくアイドル文化と言われます。確かにその通りだと

思います。同時にそれだけではないというものを外になにかを出すときに、ついつい西洋

の芸術と同等のものも私たちは出来るのだ・・・という打ち出し方をしてしまいがちです

が、でも、そういう発想でいいのでしょうか。むしろ日本独特の概念、ノイズも盆踊りも、

ジャンルではとてもとらえられないようなポップスも、そしてアイドルであれ、古典であ

れ、さまざまなものが多様な形で存在し化学反応をおもしてる今の日本の姿をちゃんと見

せて行くこと、音楽を通して多様な価値観とはなんなのかという大きな問いを世界ととも

に考えていくこそ重要なんじゃないでしょうか。ありがとうございました。 

○吉本部会長 ありがとうございました。 

 盆踊りといえば、たしか三波春夫の「東京五輪音頭」は前の東京オリンピックですよね。 

○大友委員 そうですね。万博も、三波春夫さんでしたが、他の歌手の方達も歌っていて、

あれは開催の数年前からすでに始まっているんですよね。 
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○吉本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、岡部委員が今日は次の御予定があってそろそろ退席されるので、ここで発言

をお願いしたいと思います。 

○岡部委員 岡部真一郎です。よろしくお願いします。今日は、もしかすると知事より先

に失礼しなければならないかもしれません。申しわけありません。 

今日は、大きいコンセプトの問題をお話ししたいと思うんです。オリンピックに限らな

いことですが、こういう祝祭的なものは、目標の２０２０年、そこで花火が上がって、終

わってしまうんだと、特に我々がかかわっているパフォーミングアーツは、何も残らなく

なってしまう。それは一番避けなければいけないと思っていまして、あえて１９６４年か

ら２０２０年、それからその先と書かせていただいたんですが、もっと言えば伝統芸能に

関しても、何世紀のもの間積み重ねがあって今があるんだということで、新しいものをつ

くることは、結局は過去を振り返ることでもある。それを際限なく過去を振り返るわけに

はいかないので、とりあえず１９６４年から今までというスパンを考える。 

２０２４年までにすると、ちょうど東京オリンピックが６０年、つまり、東京オリンピ

ックのときに生まれた子供が還暦になる年です。ですから、できたら１９６４年から２０

２４年までというスパンで考えられたらいいというのが私の一番大きい考え方というか、

今日お話ししたいと思っていたことです。 

 具体的には、先ほどお話ししたような、１９６４年から２０２４年の間ということを考

えたときに、その間に生まれたアーティストの人たちが今最前線にいらして、この会議に

もいらっしゃっていると思うんですが、その人たちが、例えばメンター、主導役のような

形になって、若い世代を育てていくようなプログラムをこの中に組み込まれてもいいかな

ということもあります。 

 それから、海外でつくられたもののうち日本でまだ紹介されていないもの、まだ日本で

演奏されていない作品がある。それを持ってきてやってみることも、できるかもしれない

し、色々な形で過去の我々の遺産、あるいは日本との絡みでできたものと、今これから私

たちが新しくつくっていくもの、そして次の世代を支える若手を一緒に、東京オリンピッ

クがあったからさらに羽ばたけたというような形になることを考えられたらと思っていま

す。 

 本当は具体的な話をたくさんしたいんですが、またそれは次回以降ということで、よろ

しくお願いいたします。 

○吉本部会長 ありがとうございました。知事がいられる時間があと５分ですが、ここで

何かお話されますか。 

○舛添知事 いや、ぎりぎりまで参加したいと思っています。 

○吉本部会長 わかりました。では、野村さん、お願いします。 

○野村委員 私、狂言師でございますが、世田谷パブリックシアターで演出などもしてま
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す。文化庁でロンドンに１年間留学したこともございまして、日本人のアイデンティティ

ーを考えたいなと思ってます。 

 文化的プログラムを並行してやるときに、そのまま日本人らしさを世界に発信するため

にはどうしたらいいかということで、スダレのように色々な文化が残っていることが、単

純に伝統芸能を取り上げてみても言えるのではないかと思います。日本は、過去のものを

そのまま残して伝えていることはありながら、しかし問題なのは、前のものが、例えばも

ちろん能楽が雅楽の影響を受け、能楽の影響を歌舞伎が受けたりするわけですが、それが

だんだん固まってきて、それぞれのジャンルが確立されてスダレにはなっているんだけど

横軸があまりないと、言えることだと思います。 

 格好よく言えば日出るところかもしれないが、グリニッジを中心に考えると極東なわけ

でして、それを逆手にとって、文化が一種たまる場所でもあり、それを独自にアレンジで

きる国である。日本の色々な意識をそういうふうに高めていくためには、古典芸能から前

衛劇、前衛的なアートの人までが結集していくという１つのコンセプトが非常に重要なの

ではないかと思います。 

 今どきのサーカスに負けないような知恵が伝統芸能にはたくさんあると思いますので、

そういうものをぜひ使っていただきたい。私どもは、それを今回のようなときにぜひ提供

できればと思ってます。 

 先ほど盆踊りの話もありましたが、私もそういう発想は大いにありまして、自分が盆踊

りの盆の真ん中に乗って、ラヴェルの「ボレロ」をかけて、日本舞踊の方４０人が周りで

踊っていた作品をつくったこともございます。それは狂言とラヴェルの「ボレロ」と日本

舞踊のコラボレーションでありましたが、その美術セットを考えていただいたりとか、ま

たはアイドルたちが上に乗るのか下にいるのかわかりませんが、そういうようなことから

同心円状的に玄人から素人まで輪をつくっていくようなプログラムができれば、いいので

はないかなという気もいたします。そのためには、先ほど言いましたようにシェイクスピ

アとか「ボレロ」とか、日本だけのことを言うのではなくて、皆さんと同じ土俵にのれる

題材を何か使っていくことが、とても重要なのではないかと思ってます。 

 パラリンピックのことも含めて考えると、古典は今で言う障がい者を色々取り上げた演

目があったりいたします。そういうことにも知恵が発揮できるのではないかと思っていま

す。 

○舛添知事 すみません、公務で出ないといけないので、もっと皆さんのお話を聞きたい

んですが、後で御発言の記録は読ませていただきますので、今後ともひとつよろしくお願

いします。ありがとうございます。 

（舛添知事 退席） 

○吉本部会長 舛添知事、どうもありがとうございました。それでは、太下さん、お願い

します。 
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○太下委員 一応、私の発言内容は、お手元の「デザイン・フォー・フューチャー」と扉

に書いた資料にまとめてあります。ポイントだけ御説明したいと思います。 

 ここに書いてあるのは、東京都だけのことではなく、国全体、文化庁とか、さらに言え

ば民間がやるべきことも書いてあります。この中で、東京都が主導してやるべきこと、そ

れから民間がやるにしても、東京都が旗振り等をして進めていったほうがいいことも含め

て書いてありますので、御説明したいと思います。 

 まず、７ページ目で、⑤未来へ向けた新しい伝統音楽の国際的発信に、日本の古来の伝

統と今の最新のカッティング・エッジな表現と、文化的な土俵でつながっていると思いま

す。これをきちんと説明して海外に発信すれば、いい発信になると考えています。 

 続きまして、９ページ目では、アーカイヴ絡みの話をしています。２０１４年から２０

２０年にかけてを日本におけるデジタルアーカイヴ集中整備期間にすべきではないかと。

国を上げてこういうアーカイヴづくりをやったらいいと思いますし、その象徴的な施設と

して、ナショナルアーカイヴセンターなどが必要だと思うんですが、それはぜひ東京にも

あるべきだと思います。 

 同様に、次の１０ページ目で、著作権特区による「オーファンワークス・ミュージア

ム」の整備を提案しています。そこで、例えば「オーファンワークス」かもしれないと思

って展示したもので誰も名乗りが出なかったら、これは「オーファンワークス」だと認定

し、二次利用できるような著作権特区をつくったらいいのではないかと思っています。こ

れはぜひ東京でやればいいと思っています。 

 日本は初音ミクに代表されますような二次創作の文化が世界的に見ても極めて盛んです。

これについても、もともと和歌にあります本歌取りとか、または俳句の季語のように古く

からある日本の文化的伝統です。本歌取りは平安時代に藤原定家が理論化しましたが、大

体１２２０年ごろにされたと言われています。そう考えると、こじつけですが、今度の２

０２０年はリミックス８００年祭と言ってもいいのではないかと思っています。 

 続きまして、総合政策の中で、１３ページ目をごらんいただけますでしょうか。③と書

いてありますが、高齢福祉政策や社会的包摂政策との協働とのことで、こういった活動を

もっと社会化していくことによって、アーティストが持っている価値を社会化し、アーテ

ィストの社会的な存在感がさらに増すようなことになるのではないかと考えています。 

 １６ページ目、②で世界のアーツ・ファウンデーションとの協働によるアジア・ヘッド

クォーターの整備ですが、世界中で国、または民間財団がつくったアーツ・ファウンデー

ションが様々活躍しています。そのアジア・ヘッドクォーターを東京に誘致してはどうか

ということです。そういうファウンデーションが東京に集結しているとなると、また東京

が新たな文化の発信地になるのではないかと考えています。 

 続きまして、１７ページ目で、③と書いてありますが、諸外国のアートＮＰＯとの協働

で、ぜひ日本に、アーティストの方は今、国の文化庁も力を入れていますが、アート関係
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者をもっと東京に呼んで、東京なり日本のファンになってもらって、しかも日本語を覚え

て帰ってもらって、２２世紀へ向けての日本との交流のハブになってもらえばと思います。 

 若干駆け足ですが、東京に主に関係する部分だけ御提案させていただきました。 

○吉本部会長 ありがとうございました。白石委員、お願いします。 

○白石委員 音楽学の白石と申します。 

 ２０２０年オリンピック・パラリンピックの芸術文化行事という今回のテーマを来訪者

が滞在の意義を深めるためにアートでいかにもてなすかという角度から考えまして、その

第一段階として何をしたらいいのかというのが今回の東京アートゾーンの提案になってま

す。 

 「つなぐ」がテーマだなと思いまして、そこで国、地方、民間を問わず、東京にある文

化施設と文化団体、文化に携わる人々をアートゾーンという発想で結びつけて発展させる

ことによって、東京が潜在的に持っている芸術文化の力をよりわかりやすくアピールする

ことができると考えました。このアートゾーンをオリンピック・パラリンピックの選手た

ち、観戦者たちにも効果的に伝えることによって、東京を訪れた人たちが、スポーツだけ

でなく芸術文化にもアクセスしやすくなることを目指しています。 

 それで、アートゾーンという発想ですが、図１がその概念図です。選手や観戦者を東京

都の施設を中心とした文化施設と東京都の文化団体などの人のつながりでもてなすという、

単純なことを図示したものです。ただ、この図であえて三者を分けている、つまり、施設、

団体、人々と分けているのは、先ほどから話が出ているような新しいつながりをここで表

したいと考えたからです。つまりアートゾーンという中で新しい組み合わせを促したいと

いうのがこの提案の重要な内容の１つであります。 

 では具体的にどのようなアートゾーンを作れるかということで、これもモデルにすぎな

いんですが、アートゾーンの地図をつくってみました。実現可能だと思われる５つアート

ゾーンをここに例示してあります。こう見渡してみると、オリンピックの組織委員会は２

つのゾーンをつくっていますが、これを意識して、それとの関係が見えるようにしたいと

思ったのですが、これを見てみますと、ベイゾーンにもう少しアートゾーンがあってもい

いのかなとも思ったり、メイン会場のあたりは、千駄ケ谷、信濃町、四ツ谷あたりもまと

まると、能楽堂がありますし、津田ホールとか紀尾井ホールとかもありますので、何かゾ

ーンができるのかなと。これは全てではなくて、考えられるゾーンを例示したと捉えてい

ただければと思います。 

 今日は色々な最先端の方々がお集まりですが、既存の文化イベントというのが既にあっ

て、ネットワークがあります。次にそれぞれのゾーンにどんな既存の文化イベントがある

のかというのも併記したんですが、１から立ち上げる様々なプロジェクトもおもしろいと

思うんですが、既に威力を発している、六本木アートナイトですとか、そのほかのところ

にも、長い時間をかけて育ててきたネットワークがありますので、そういうものとの連携



14 

 

を図ることでより豊かなイベントが構成できるのではないかと考えました。できれば少し

ずつ、アートゾーンの個性が違っていると、来訪者たちは、自分はバレエや踊りが好きだ

から新国立劇場の周辺に行ってみようかなとか、アートゾーンのイメージがあると来訪者

たちの動きを促すことになるのかなと考えています。基本的に東京のアートで来訪者をも

てなすためには、競技場の動線を意識して、東京の施設とネットワークを最大限活用する

ということが必要だと思いました。 

○吉本部会長 ありがとうございました。非常に具体的なアートゾーンの御提案ありがと

うございました。 

 続いて深澤さんお願いします。 

○深澤委員 深澤でございます。専門業はプロダクトデザイナーですが、今日の話題に上

っているメインのテーマは、大きく分けて２つあると思います。１つは文化ということと、

１つは芸術ということと。これはなかなか一緒くたに考えてしまうのはややこしくなるか

なと思いまして、文化というのはもっと生活に密着したことを言うことであるので、そこ

を磨いていくということも１つの芸術としての作品になるのではないかと考えました。も

う１つは、自分たちが何をしたいか、東京が何をしたいかではなく、東京に何を期待する

かという外側からの視点をまず予測することも必要じゃないかと思ったりもします。ちょ

っと前まで日本に行くと、日本にはゲイシャガールがいて、桜が咲いていてというレベル

の常識で、非常に単純なものだったんですが、もう少し日本を知って見る人は、日本の文

化、芸術芸能をすばらしいというよりは、非常にクリーンな国であるとか、非常にディシ

プリンである──ディシプリンというのは訓練された、鍛練されていると、統制がとれて

いるというようなことを驚く人が多いわけですね。 

 そういったところに磨きをかけていった中に芸術を埋め込んでいく、全体のネットワー

クと動線、ＯＳの──ＯＳというのはオペレーションシステム、つまりアプリケーション

みたいなものを最初に構築すべきじゃないかなというのが僕の考えです。 

 もう１つは、ハードの意味での動線といいますと、やはり空港や駅やホテルみたいなと

ころにもアート、芸術を埋め込む、あるいはそこ自体を非常に磨きをかけていくことによ

って、全体が統制がとれた１つの東京という町のネットワークができると考えるわけです。

それを１つにまとめた中に結構エッジの効いたものがスポーツの祭典と同時に行われてい

ると。そのコンセプシャルモデル、概念モデルを早目に構築しないといけないので、この

アプリの場合は今すぐにでも立ち上げたほうがいいと思います。そこをアップデートして

くことによって２０２０年につながって、最終的には日本を訪れた人がそこのアプリをク

リックすることによって、自分の行きたいところ、やりたいことを、何が、一体、どうい

うことをしたいのかが全部わかるような情報をつくり込むべきだというのは私の考え方で

す。 

 例えば今の軽自動車とか電気自動車とか、そういったものに対して１つの非常に細かな
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動線の、最後の毛細管の最後までをつなぐようなシステムをオリンピックで実現すると、

東京というのはすごく張りめぐらされた１つのシンボルがあるんだということが非常にわ

かりやすくなってくるのではないかと思う。日本はもっとそれを丁寧にクレバーにやるこ

とができる技術が十分にあると思うので、こういうイベントでもない限りなかなか実現す

る可能性がないと思うので、それを僕はアートとか文化と呼んでもいいと思うんですね。

その産業も巻き込んだ上での基本的なプラットフォームづくりをすべきだと思います。 

 最後ですが、すばらしく伝統的なカルチャーと現代の非常にモダンなテクノロジー、カ

ルチャーをうまく調和させるということを実現している国がアジアの中には現れ始めてい

て、非常に伝統芸能に寄り過ぎず、それを生かしつつ、モダンの中に埋め込んでいく作業

もこの東京オリンピック・パラリンピックを機に、東京という町でトライしてもいいので

はないかなと。そういったものを東京のあらゆるところに配置していくことも文化を世界

に見せていって、東京はさすがにすごいなと言われるようになるのではないかと感じます。 

 ということで、まずはアプリを立ち上げましょうというのが僕の考え。そこが立ち上が

るとそこから何をしていけばいいかがわかりやすくなるという意味です。 

○吉本部会長 ありがとうございました。 

 続いて高萩委員お願いします。 

○高萩委員 この委員会は多分皆さんの意見を吸い上げるというよりは、シェイプアップ

していくほうが多分いいんだろうなと思うんです。東京は、世界の中でもユニークな都市

だと思うんです。それでそれをちゃんと出していけば本当にいろいろなことができるだろ

うと思います。東京にはアーティストが本当に集中している。さっき吉本部会長がおっし

ゃったみたいに、ロンドンオリンピック文化プログラムの実行部隊が、アーティストの信

頼を得たというのは大きいと思います。自分たちのアイデアが幾分かは吸い上げられて、

幾分かできないことについても説明をされたということがあると思います。ぜひこれだけ

の関係者が、それぞれの分野でそろっているので、アイデアを出してもらって、できるも

のできないものをうまく整理していくことが必要です。ロンドンオリンピックの残したも

のはすごいなと思います。だから、東京もあれを越すとなると大変です。アイデアとして

はたくさん出てきますが、それをこれから、全部はできないのでそぎ落としていかなけれ

ばいけない。そぎ落としていかなければいけないときに、何ができて、何ができないのか、

ちゃんとそれを説明していく。それで、残ったものに集中していくというのは結構大事だ

と思うので、そのときに組織のあり方というんですか、東京の中でどういう組織を使って

いくのか。アーツカウンシル東京というのを東京都はおつくりになっているので、そうい

うどこかちゃんと、行政側も信頼できるし、アーティスト側も信頼できるというところが

間に立つということが大事だと思います。さっきどなたかおっしゃったみたいに、２０２

０年が終わったら、「あっ、祭りは終わり」ということで一斉にほかのところに行ってし

まうというのではなくて、アートにかかわり、次もかかわっていく人というのが間に入っ
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ていくというような組織づくりを考えていただければなと思うんです。 

 結局今言ったアイデアですら全部は絶対できないと思いますよね。そのことによって自

分とは関係ないと思っているアーティストがたくさんふえてしまうと、東京オリンピック

自体が東京とアーティストのものでなくなってしまうというのをすごく心配しますので、

ぜひこの委員会の中でそこら辺のアイデアを出していくということだけじゃなくて、進め

方についての議論をしっかりやってから始めてほしいなと思います。 

○吉本部会長 ありがとうございました。確かに高萩委員もおっしゃるように、色々アイ

デアは出たけれども、それをどうまとめて実行していくのか、組織とかその辺もちゃんと

検討していかなきゃいけない課題だと思います。 

 続いて津村委員、お願いします。 

○津村委員 津村です。私の今回の役割は、きっと東京一人勝ちを止めるという役割でこ

こに座っているんだろうなというふうに思っております。今までの方も言われたとおり、

東京はやっぱりすごいと思います。それこそ本当に毎日東京ではお金さえあればこんなに

楽しい町はないなというぐらい文化的な催し物がされている町だと思います。ただ、文化

芸術というものを進めていく中で、最終的に考えないといけないなと思っているのは、や

っぱり誰もがその居場所を持てるということと、その存在を認められ、そして役割をどう

持てるかということは、これは別に東京だけの問題ではないと思うんですね。  

東京だけではなくて、この国の全国の地域が今持っている記憶、過去からの記憶を同時

代のアートがどう共有していくのかですね。東京にもたくさんの記憶があるわけですが、

この国全体で見れば伝統芸能も含めてものすごく多くの記憶があり、それが今記憶として

なくなろうとしているわけですね。記録は残っていますが、記憶はなくなっていこうとし

ている中で、それをどういうふうに現代的にアーティトがアレンジをして、地域の方々と

一緒に新しい価値観をつくっていくかというようなことですね。 

 全国には２,５００とも３,０００とも言われている公共劇場、音楽堂というものがある

わけですし、美術館も相当の数のものがあるわけですね。そういうところとどう連携をし

ていくのか。それで、今までやってきた連携というのは本当に一方通行の連携が多かった

ので、そこでどういうふうに地域と東京都が共同制作をして１つになっていくのかが大き

なテーマとしてあるのかなと思ってます。 

 それからさっき大友委員が言われた盆踊りですが、イギリスが今コミュニティーダンス

が全盛で、アーティストが入ってやっているんですが、そこのテーマが最近多くが盆踊り

になってきているんですね。そういう意味で言うと、新しい盆踊りを全国でつくってもい

いのではないのとも思ってます。 

 それから最後に、この国は世界で一番高齢化社会に向かって突き進んでいっていると。

そういう意味で高齢者が豊かな時間を過ごすためにアートをどういうふうに出会わせてい

くのかですね。そのことをきちんとつくり上げて、これは世界に対して提案をしていくこ
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とを２０２０年ぐらいにはやらないと、きっとそれが日本のある１つのミッションになる

のかなと思ってます。 

 具体的に、東京と地域──地方ですね、そことどう結びつけていくかを考えて話を進め

ていかせていただければと思ってます。 

○吉本部会長 ありがとうございました。確かに東京以外の視点も大変重要で、文化とい

うのは全国展開できるし、その地域の視点というのも今後盛り込んでいきたいと思います。

続いて市山委員お願いします。 

○市山委員 今回映画の分野から参加しているのは私１人なので、主に映画寄りの意見を

述べさせていただきます。私はオフィス北野という会社に所属する映画プロデューサーで

すが、海外との共同製作を主に担当しております。また、プログラム・ディレクターを務

めている東京フィルメックスという映画祭に併設された企画として、東京文化発信プロジ

ェクトと共同でタレント・キャンパス・トーキョーというプロジェクトを４年前に始めま

した。東アジアと東南アジアの若手映画人を対象に応募を募り、選抜して１５名の監督志

望あるいはプロデューサー志望の若手を東京に招待し、１週間強ぐらいの期間にワークシ

ョップを行うというものです。 

映画界に関して言いますと、映画のマーケットがそれほど大きくないアジアの国では、

自国だけでは製作費を回収するのが難しいので、映画監督やプロデューサーたちが海外の

プロデューサーや出資者を探したり、海外と共同で映画を製作したりというようなことを

ずっと前から始めており、いろいろな実例があります。一方、日本の場合は今まで日本国

内だけで回収できたため、余りそういう努力をしてこなかった。しかし、現在では様々な

理由により、インディペンデントな映画については日本国内だけで製作費を回収すること

が非常に難しくなっています。 

 東京オリンピックに関わる文化プログラムがその時だけのお祭りで終わるのではなく

て、後々の映画界に何か残すことができないだろうか、と考えたとき、多分今一番日本の

映画界で必要とされているのは海外と渡り合える人材ではないだろうかと考えました。映

画監督、プロデューサーに限らず、カメラマンなどのスタッフ、更には俳優など、そうい

った人材を育成することがここでできればいいのではないかと考えたのです。一番簡単に

考えられるのは、例えば海外の著名な映画作家たちを東京に招聘して、そこで委嘱作品を

つくってもらうことです。日本のスタッフや俳優、あるいは映画監督も含め、様々な人た

ちと共同で映画を製作すると、作品ももちろん残りますが、そこで得た経験が今後のその

人たちの実績に生かされるものになると考えました。 

 もう１つ、新作をつくるだけでなく、過去の遺産をどう活用していくかというのもここ

で考えるべきでだと思います。東京、あるいは日本の過去の風景が記録された映画、ある

いは映画史的な遺産としての価値を持つ映画といったものを上映することももちろん大切

ですが、それに加え、そのような映画を製作当時に近い状態に復元し、更には良好な状態
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で保存することも、この機会に考えるべきではないかと思っています。 

○吉本部会長 ありがとうございました。終了予定時間、１２時を過ぎそうですが、この

まま進めたいと思いますので、御予定がある委員の方がいらっしゃったら、適宜、御退席

いただいて結構です。では、三好さん、お願いします。 

○三好委員 アーツカウンシル東京の三好です。文化プログラムを考えていく上での１つ

大きなことは、２０２０年、あるいはその先の東京、日本がどういう課題を抱えているの

か。そういうことに対してどういう解決策を提示できるのか、そういう視点がぜひ必要だ

と思っています。 

 大きな課題というのは、１つは、ちょうど２０２０年というのが、今の東京都の人口推

計、将来推計だと、東京都及び区部の人口がちょうどピークを迎え、それ以降は減少に向

かっていく、ちょうど象徴的な時期になるわけです。２つ目は、本格的な高齢化社会。そ

こをどういうふうに解決していくのかという問題があります。第３には、今、我々が生活

している色々な社会基盤といったものが、大体戦後、昭和２０年代以降につくられてきた

もので、やはりその時代にだんだんそぐわなくなってきている面があるし、逆に、もっと

有効活用できるものがいっぱいあると思ってます。ですから、そういう見直しをする時期

に来ているのではないかということであります。そこで、そういう課題に文化プログラム

がどう貢献できるかが、まさに文化プログラムの意義であろうと考えまして、内容は色々

あるんですが、幾つか例を挙げることで今日は御紹介させていただきたいと思います。 

 まず、少子化についてですが、むしろ、人口減少の時代だからこそ、国際社会でどんど

ん活躍してもらわなければいけない。つまり、国際的に活躍できる、国際性を身につけた

若者たちを育てていくことが必要だろうと思います。 

 それから、２つ目には、高齢者の問題ですが、やはり障がい者に加えて高齢者も、文化

プログラムの中心的に据えていったほうがいいと思っています。特に高齢者にとっては、

芸術というのは感情を伴った行動の場になりますので、そういう芸術文化の力を活用でき

ないかと思ってます。 

 これは一例ですが、都内の劇団では高齢者施設で演劇のワークショップをやっています。

演劇のワークショップは、単に体を動かすだけではなくて、演劇ですから、当然ストーリ

ーですとか相手との会話ですとかコミュニケーション、そういった脳の力も使うことで、

脳と体が活性化するのではないかと。例えば、日本は医療面も非常に進んでいますので、

医学との連携などもできれば、具体的な高齢者に対する提示にもなっていけるのではない

かと思っています。 

 それから、３番目の社会基盤について、もっと東京の色々なところで、既存のものを使

いながら、施設と地域との連携で展開できていくのではないか。ただ、そのときに一番問

題になるのが、例えば交通規制ですが、色々な条件を緩和というよりも、もう取っ払って

しまうことが必要ではないか。ぜひ東京で、そういう文化プログラムが街の中でも展開で



19 

 

きることも進めていっていただければと思います。 

○吉本部会長 ありがとうございました。では、続いて、草加さん、お願いします。 

○草加委員 空間創造研究所の草加です。一番最初に吉本さんがお話しされたように、ク

ーベルタンの言葉にあるように、アートとスポーツをどう融合するかというのがこの大き

なテーマ。スポーツというのは、競うだとか極めるだとか高めるだとかというところに関

心が寄っていく。それに対して文化は、つなぐだとか広げるだとか、理解するだとか出会

うだとか知るだとかという効果があるんだろうと思います。その役割分担をしていくのか

どうかということが、また融合になったり、その文化の価値になっていくんだろうと。教

育やライフスタイルの変化で、東京らしさは少しずつ見失われるというか、見えにくくな

っているのかもしれない。この機会に、それをもう一回問い直す機会にしていければなと

期待をしています。 

 そんな中で、２年前ですか、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が制定されて、

その第３条だったと思いますが、その劇場、音楽堂等が行う事業という中の第８項に、

「地域文化の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資すること」と書かれ

ている。高齢者、障がい者、それから子供、そういう方たちも含めた共生社会をうまくつ

くっていくために、その文化を生かしていくんだという言葉だろうというふうに理解する。 

もう少し広い意味で言うと、人と人の絆をつくっていくとか、地域と地域の絆をつくって

いくとか、それから都市と都市、２０２０年で終わるのではなくて、今の東京を未来の時

間につないでいくための文化をどうつくっていくのかが重要なのかもしれないなと思いま

した。 

 それから、もう既にアーツカウンシルという機関を東京都は持っている。それから、東

京都歴史文化財団という組織も持っている。そういうものをうまく生かして、それからも

っとオールジャパンで言えば文化庁だとか観光庁という組織を持っているので、そういう

ところを生かすために、通りよき管として、我々は何をすればいいのかということが、も

う少しわかりやすく伝わると、発言の趣旨もだんだんフォーカスが合うのかなというよう

に思いました。 

○吉本部会長 ありがとうございました。この部会の位置づけですよね。確かにこれは組

織委員会が設置した部会ではありませんから、どうなっていくかは今決まっていないんで

す。組織委員会のほうで正式な会議体ができてくれば、ここの議論も当然そちらに引き継

がれていくものだと思いますし、私の気持ちとしては、むしろこの部会が、組織委員会で

文化の検討がなかなか始まらないのであれば、それをリードしていけたらなと思っていま

す。では、続いて、小野木さん、お願いします。 

○小野木委員 現代は、日に日に日本文化の色彩が薄くなりつつある時代と言えましょう。

ゆえに東京オリンピックという機会を、世界に向って、未来に向って、自分たちの自信の

もととなる自らの文化的なアイデンティティーを見据える機会と捉えられるかどうか、こ
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れこそ今回のオリンピック開催に対する最重要課題と考えられますし、逆に自分たちの足

元をきちっと見直す絶好の機会になるのではないでしょうか。 

海外からも、例えばファッションだったり、アニメだったり、現代の日本文化に今、世

界各国から大きな注目が集まっている。だけど、そういったものの地層の水脈をたどって

いくと、そのもとに、日本の伝統文化の地盤があることは間違いないことと思います。 

私たち伝統芸能に携わってきた者の側からも、伝統芸能が抱える諸問題について改善し

ていかなければいけないこと、また社会に向けて発信していかなければならないことも

多々あるんですけれども、中にいると見えないこともたくさんあります。それこそ、ここ

にいらっしゃるさまざまなジャンルの最先端を走っていらっしゃる皆さんから、その地層

の地盤である伝統文化というものをオリンピックに向かってどのようにアピールしたらい

いか、どう味付けしたら有意義かということについてさまざまな角度から逆に御意見を伺

いたいと、常々思っています。 

昨年 10 月、アーツカウンシル東京が主催で行いました「神楽坂まち舞台・大江戸めぐ

り」というイベントの制作を担当させていただきましたが、このイベントに接して、実に

多くの方々が初めて、こんな楽しいジャンルがあったのかと体感していただけたのではな

いか思うんです。こういったイベントをこれからもどんどん行っていくことが重要です。

まずは、「知っていただくこと」から始めたい。 

伝統芸能は非常に大切なものだ、ということを異口同音に皆さんおっしゃいます。でも、

その入り口がわからない。伝統芸能と言っても実にさまざまあります。そこでまずは、具

体的にどんなものがあるのかを「楽しく、わかり易く」知っていただく機会をつくり出す

ことが不可欠と考えています。そのための方法として、資料にもまとめましたが、東京都

が実施している伝統芸能関連の既存の事業の、抜本的な見直しと再構築が求めれられてい

るのではないでしょうか。そして、馴染みの薄いものとなってしまった伝統芸能に対して

「見る・聞く・触れる」ことへの工夫を、携わる私たちも当然向き合っていかなければい

けないし、先ほども申しましたがここにいらっしゃる各ジャンルの皆さんにも、是非いろ

いろなアイデアをいただきたいと思っています。 

また資料には、「伝統芸能の拠点形成」と書きました。現在、東京にもたくさんの能楽

堂、寄席、そしてさまざまな劇場、ホールがあります。そこをどう活かすかということも

大きな課題かと思います。例えば能楽堂。「この能楽堂に行けば、能に初めて触れる方で

も、能って何？、能ってこんなすばらしいんだということを体感できるようなプログラム

を常にやっているから、安心して足を運ぼうよ」という評判が定着するような環境をつく

っていくことです。これも不可欠だと思います。 

あとは、教育基盤の充実にもエネルギーを注いでいただきたい。「日本文化」「伝統文

化」などという新たな科目を設けて、日本文化を体験的に学んで行けるような授業が恒常

的に行われている、そういった教育制度づくりを目指す絶好の機会でもあり、東京都とい
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う枠組みの中でできることがあれば、可能な限りやっていただきたいと思っています。 

開催地の文化、教育とスポーツの融合こそオリンピックの目指すところとありますが、

今の日本としっかり向き合い、東京という窓を通して、東京の文化だけではなく日本文化

全体をも世界に紹介、発信する機会になればすばらしいなと思っています 

○吉本部会長 ありがとうございました。 

 では、菅野さん、お願いします。 

○菅野委員 アーティスト、デザイナー、建築家、キュレーターなど多彩なクリエーター

が集まり議論できる場として「ヤング・クリエーターズ・フォーラム」という形で提案さ

せていただきましたけれども、この目的は何かというと、東京に国際的なプラットフォー

ムを、文化のプラットフォームをつくっていくということです。日本の中で日本の人材を

世界で通用するように育てる。そういった場をどうやってつくっていくかが重要だと思い

ます。その場合の考え方としては、循環型、国際的、分野横断的な考え方える。例えばオ

リンピックの事前にプレイベントがあり、その後にフェスティバル、それはオリンピック

開催と同年あるいは同時期に開催することで、最終的には、アカデミーであるとかラボラ

トリー、これは建物や実験所というハードでもあるいは企画やアイディアとしてのソフト

でもどちらでも構わないと思うんですが、こういった場ができることにより、今度は日本

の中でクリエイティブな人間の人材育成につなげていく形でのオリンピックのレガシーを

つくっていくという循環的なサイクルとなります。 

 また、アートの文脈の中で社会解決のためのテーマを設定することによって、日本のみ

ならず世界とシェアをしていく。ソーシャル・チェンジなど、世界とどうシェアしていく

か、そういったことが国際的に、考え方としても姿勢としても求められていくと思います

ので、スポーツは競技をして、その人間の持てる能力の最高のものを出していく場とすれ

ば、それを知恵やアイディアという最高のアートを表現する場で、人間の英知を集めてシ

ェアしていくことに落とし込んでいければと考えます。 

 オリンピックのレガシーとして、世界と日本の国内をつなぐハブが東京であり、その日

本各地の知恵と結ぶ役割も東京が担っていく。また、日本各地、多様なクリエイティブな

現場にクリエーターの方たちが行くことによって、日本の中のよさを再発見していく仕組

みが生まれます。このような多様な仕組みを組み合わせることによって、日本と東京と、

それから日本の地方が世界とつながることができるのではないかと思います。 

 イベントとか一過性に終わらず、国際的なプラットフォームを継続的に開催していくこ

とによって世界と知恵をシェアしていくそこの中で国際的な人材育成のシステムをつくっ

ていく。その中で仕事や雇用をつくっていくことで、クリエイティブ・インダストリーを

つくっていく。オリンピックのレガシーとして残っていくような仕組みができていけばい

いのかなと私は考えます。 

○吉本部会長 ありがとうございました。そろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、
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最後に、もしこれだけというものがあれば、大友さん、何かありますか。 

○大友委員 今ちょうど国際交流基金がアジアセンターというものを立ち上げまして、そ

れと２０２０年のこのオリンピックの文化政策がうまく結びついて、グローバルな形で、

一般の人、専門家にかかわらず、音楽のネットワークがつくれるような形ができればいい

なというのだけ、つけ加えたいと思います。 

○吉本部会長 ありがとうございました。それでは、今日はこれで終わりたいと思います

が、事務局にお願いしたいのは、皆さん、もっと色々なアイデアがあるのではないかと思

いますので、ぜひ機動的にアイデアを集められるような仕組みを考えていただき、場合に

よっては少人数の会議を開いたりすることもあってもいいのではないかと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。では、スケジュール等について、事務局に一度戻しますの

で、よろしくお願いします。 

○文化振興部長 今、吉本部会長からも御提案をいただきました。また、日比野委員、高

萩委員、草加委員からも、この会議がいかに実効的にやるのかという御提案がございまし

たので、皆様お忙しいので会議は年に数回しか開催できないと思います。もしアイデアと

か御意見がございましたら、随時メールで受け付けいたしますので、それを皆さんにもフ

ィードバックする形で、また、知事等にも当然お見せするような形で、柔軟に対応して参

りたいと思いますので、ぜひアイデア等ございましたら積極的に御意見をいただければと

思います。 

 また、次回の部会については、事務局から連絡するとともに、今日の部会の結果につき

ましては、６月３０日に東京芸術文化評議会が開かれますので、部会長の吉本会長から御

報告をさせていただく予定でございます。 

○吉本部会長 では、今日は長時間どうもありがとうございました。 

 

以上 


