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Culturallndustry and A mericanization at the Exhibitions by官le Seibu Department Store in japan 

小森真樹※

Masaki K O M O R I， 
Abstract: 
A  "Department-store Museum of Art" is said to be a  form of museum unique to japan. In this paper， 1  
ex創叫ne the historical signi日cance of the "Department-store Exhibition of Art." By mainly focusing on a  
case study of The Seibu Museum of A此， the first department-store museum of art which operated 企o m
1975 to 1999 in Ikebukuro， Tokyo， 1  discuss when and how artistic culture since the 1950s was 
popularized as consumer culture at this sort of museum. In the field of museum studies in the United 
Kingdom and the United States， museums without collections such as japanese department-store 
museums have not yet been fully theorized. In this discussion， by using a  metaphor of “theater" to 
characterize the feat町田 of this kind of museum， 1  demonstrate the diffusion of "Contemporarγ Art，" an 
avant-garde art form of the time， and the romanticized notion of American consumer culture in japan 
played 加 important role in the growth of department store museums. 
"Department-store Museum of Art" is a  type ofmuseum that emerged in japan during the 1970s. Since 

the early twentieth century， japanese department stores had provided exhibition spaces and supported 
national cultural programs of the japanese government. As a  result， commercial facilities complemented 
the activities ofthe nation. In this context， the department stores began to popularize 釘 ts and finally the 
first department-store museum opened in 1975. The Seibu Museum of Art exhibited various consumer 
goods with contemporary arts and continued to exhibit many shows. W hile its museum exhibitions had a  
great impact on the next generation of 訂 t exhibitions and functioned as a  pioneer in japanese 
contemporary art world， the Seibu department store did not possess permanent collection. In other words， 
it was not a  "museum" in Euro-A merican definition in the strict sense. Rather， its primarγpurpose was to 
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popularize the contemporary 訂 t to younger generation as a  new market. Just like theaters， it was a  site 
that provided specific place お，r offering events according to the institution' s  criteria. The HMuseum of 
A此' w出 the term used as a  HlabelH  to assure the value of contemporary arts to make people familiar with 
the brand-new art form. 

序論
( 1 ) 考察対象
デパートにおける美術展覧会とは、とりわけ日本において発達した特異な形式であると言われ
る( 村田真 1999 p. 102; 神野由紀 2007 p.437; 浅野倣一郎 1997 p. 3) 。本論文は、日本におけ
る初の「デパート美術館J である西武美術館( 1975-99年。 1989年にセゾン美術館と改称) の活
動を主な事例として、第二次大戦後、美術がどのように消費文化として機能し始めたのかを考察
する。その際、戦後以降「現代美術J と呼ばれた前衛主義的な同時代美術の展示および日本の若
者層が「アメリカ文化」に対して抱いていた瞳慣のまなざしが果した役割の分析から、デパート
美術館の登場および現代美術の普及の歴史的意義を考察する。
(2) 論文構成
本稿では、まず戦前日本のデ、パート展覧会に見られる商業主義的構造の発展を先行研究から概
観し( 1章) 、その上で戦後の社会構造の変化を分析し、 「現代美術」が美術展覧会で取り上げ
られていく背景を確認する (2章) 。続いて、日本初のデ、パート美術館として開館した西武美術
館によって、現代美術が積極的に取り上げられるようになる経緯を経営方針や展覧会の分析から
示す (3章) 。そして、その背景にはアメリカ型消費文化への憧慣が存在していたこと、西武の
文化経営戦略はどのように消費主義的な社会に呼応していたのか、その際、若者層を中心に支持
されていたアメリカ型消費文化が果した役割を考察する (4章) 。その一方で、西武美術館を始
めとしてこの時期展覧会で美術以外の表現も同時に扱われ始めたが、それは当時の文化や美術の
消費態度の変容に応じたものであったことを議論する (5章) 。さらに、西武に倣って次々と開
館したデパート美術館の比較分析から、西武の文化経営と現代美術との関係が他のデパート美術
館の登場に果した役割について考察を加える (6章) 。最後に、西武と同様に現代美術を扱った
私立美術館を分析し、消費態度の変化をこれらの事例からも確認する。こうした議論から、日本
の美術展覧会とりわけデ‘パート展覧会の歴史において、西武美術館がその文化経営戦略として現
代美術を扱ったことを契機として、美術が消費文化として更に人々にそのように理解され始めた
ことを指摘する。
(3) 先行研究、議論の主旨
本稿の焦点は、戦後の「現代美術J と呼ばれる領域が若者層の登場によってどのように消費文
化として認知されるようになったのか、さらにその過程でデパート美術館とし、う形式の成立や若
者層のアメリカ文化への憧慢という日本固有の文脈がし、かに影響していたのかにある。この点を
中心に分析することで、現代美術が大衆化するきっかけを作った日本固有の「デパート美術館J
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が、ミュージアムの歴史においてし、かなる位置を占めているのかを明らかにする( 1 ) 。
本研究ではこの過程を先行するミュージアム・スタディーズ (Museum studies) の議論に位置
づけて考察する。 1990年前後の時期から欧米語圏の研究では、ミュージアムとは展示されたモノ
の価値や文化の意味を巡る政治的で動的な場である、とし、う理解に基づいた議論が盛んになって
いる。とりわけ 2000年代半ば以降、自身の研究を「ニュー・ミューゼオロジー (Newmuseology) J  
と定義して議論する研究者たちが増えつつある。この言葉を定義したシヤロン・マクドナルド
(Sharon Macdonald) は、その特徴のなかでも「商業主義J と「娯楽性j に着目することの重要
性を指摘している (Macdonald 2006 p.5) 叱しかしデパートのような商業施設において催され
る美術展に関する研究は未だ十分になされてきたとはいえない。したがって、本稿では日本のデ
ノ宅一ト美術館の商業主義・娯楽性に着目する。特に日本の美術展・美術館の戦前の誕生と戦後の
発展の社会背景を検討することで、デパートという極めて商業的な施設においてなぜ美術展覧会
が定着するに至ったのかという聞いに答えたい。
さらに、ジャネット・マースティン (Janet Marstine) は、同時代のミュージアムを分析する

ための概念として 4つのメタファーを提案している。その類型とは、 「聖堂 (Shrine) J  r市場
原理の産業 (Market-driven industry) J  r植民地化する空間 (Colonizing space) J  rポスト
ミュージアム (Post-museum) J である (Marstine 2006 pp.8-21) へ彼女自身、これらの意味
には重なる部分がありときとして相反して使われることは認めているものの、これらの類型は近
代ミュージアム特有の性格を鋭く捉えているため、ある側面を特徴づけて分析するのに有効であ
る。欧米の事例を中心に概念化されたこのミュージアム類型を援用することで日本社会における
ミュージアムの特質と意義を考えていきたい。この分類をもとに、本稿が対象とするデパート美
術館とは、高級文化の成立の場としての「聖堂」型であると同時に、デパート経営における商業
主義およびデ、パート経験の娯楽性( 一節で後述する) が不可分な「市場原理」型である、と仮に
措定することができる。しかし、三節以降の事例分析によってこの 4 類型では捉えきれない別の
側面を明らかにしてし、く。すなわち、展示および教育普及に特化した「劇場」的ミュージアムと
いう類型である。
デパート展覧会の歴史において、展覧会は明治期、第一に富国強兵策におけるソフトパワーの
顕彰の装置として、第二に小売の展示場や見本市として展開した。そして、その展示主体および
展示施設として現れたのがデパートであった。それと並行していた国家によるミュージアム事業
は、美術専門の国営ミュージアム( つまり国立美術館) の登場が戦後 1952年のことであるように、
日本国内の美術界の発展に対応できるだけの十分な展示施設を提供してこなかった。そのため、
新聞社など民間企業の文化事業やデ、パートにおける美術展が補完的な機能を果してきた。換言す
れば、急速に近代化を進めてきた日本においては、欧米諸国で近代国家の展開とともに発展した
ような「聖堂」型のミュージアムが未発達のまま、半聖堂= 半市場原理というミュージアムがデ
パートで展開したと捉えることができる。つまり、新聞社を始めとしたマスメディアとの強い結
びつきにあるデ、パートは、その広報活動によって影響力をさらに高め、脆弱な公立ミュージアム
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を補完してきたというのが、近代日本の美術展の特徴である。
本研究では、この日本特有のミュージアム構造を、戦前の展示史についての先行研究をもとに
戦後の事例を中心に考察することで、以下を明らかにした。日本の近代化では、国家主導による
ミュージアムの制度化の遅れと美術界の発展の事離を補完する商業施設主導による美術展という
形式が生まれた。欧米で発達したようなミュージアムとは異なり、デパート美術館は研究や蒐集・
保存機能を持たず展示および教育普及の側面を肥大化させることになったが、この形式が日本で

以上の議論によって、本研究はミュージアム・スタディーズの領域における理論的貢献と同時
に、戦後以降の美術館史における事例的貢献を目指している。
さらに本研究は、デパート美術展と美術の大衆化の過程を明らかにすることで、現在「美術」

および「アートJ と呼ばれる対象がし、かなる過程を経て消費対象となってきたのかを明らかにす
る。 i美術」に関わる専門家たちの聞でも、 「大衆的な文化消費の対象としての美術( および美
術展覧会) J ということと、 「専門家がその表現的価値を追究する対象としての美術( および美
術展覧会) J ということが混同されて議論されることがしばしばあり、このことは美術の消費に
ついての歴史的整理が不十分で、あることに由来すると考えられるヘミュージアム・スタディー
ズ理論に基づいて日本の商業施設における展覧会の意義を考察することで、こうした状況にひと
つの視座を提供したい。

1. rデパート美術館」前史
(  1  ) デパート展における「生産」から『販促J への展開
元横浜美術館学芸員の浅野が 1945---1990 年までの美術展覧会をまとめた通史に基づくと、戦
後日本の美術館の歴史は、 1951 年の博物館法の制定と国立美術館の建設に始まり、 60---70 年代
を通じてデパート展覧会と国立美術館が来館者数競争を激化させ、 80年代に入ると地方公立美術
館の建設ラッ、ンュが続いたとされる( 浅野前掲) 。東京国立博物館の前身、文部省博物館の設立
が明治最初期で、あったのと比較して、美術のみを扱う国立美術館は 1952 年の東京国立近代美術
館の登場を待たなくてはならなかった。そのため、日本では戦後まで脆弱な美術館の展覧会を補
完するように美術品を展示する場所を提供したのが、明治初期以来のデパートで、あった。西武美
術館におけるデパート美術館の登場を議論することに先立って、一節ではまず、明治期以来の博
覧会とデパートにおける展覧会との関係について歴史的変遷を確認しておきたい。
デパートにおける展示とは、吉見が既に明らかにしているように、近代日本の展示史におけ
る娯楽化の過程の延長線上に生まれたもので、あった( 吉見俊哉 1992 pp. 145-150) 。明治初期に
は内国勧業博覧会が 1887年を皮切りに、 1881年、 1890年、 1895年と断続的に開催されてきた。
ここにおいては日本の富国強兵策における産業と技術力を顕彰するとし、う意味合いが強く打ち出
されていた。それが明治 30 年以降の時期に至り、急速に娯楽イベントの趣を強めてし、く。 1903
年の第五囲内国勧業博覧会においては、メリーゴーランドやウォーターシュート、エレベーター
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など遊戯施設が数多く導入され、都市・鉄道開発の進展と相侯って一一大阪の天王寺に建設され
た「新世界」のように一一跡地が次々に娯楽施設として作り替えられてして。
吉見によれば、この変化には次のような事情がある。明治後期から大正期にかけて、 「婦人J
「こどもJ [ " 家族」というように博覧会が対象とするターゲッ卜が明確に打ち出されるようにな
った。その背景には、ホワイトカラーの増加から起こった消費主体の変容が新しいマ} ケットを
生んだことがあり、デパート、電鉄、新聞社が彼らを対象に博覧会への参入を始めたことがある。
1922 年を例にとれば、関西で家庭博覧会や住宅改造博覧会が、関東で、は平和祈念東京博覧会で、
「文化村」が聞かれ、来場者が消費すべき理想の生活に必要なアイテムとしてモデルハウスや家
具、建築設備などが展示されていた( 吉見前掲 pp.152-158) 。
また当時、デノミートの展示会には 2つのパターンがあった。第一に、内国勧業博覧会などのよ
うに外部の博覧会に出品する場合と、第二に、デパートの庖内で博覧会が開催される場合である。
外部への出品では、高島屋が既に第六回京都博覧会 (1877年。以下開催年の数字のみを記す) に
呉服を出品し、第二回から第五回の内国勧業博覧会にも連続して呉服や械紗、ビ、ロード友禅を出
品している。以降、高島屋は様々な物品をパリ万国博覧会 (1889) 、ロンドン博覧会 (1819) 、
シカゴ万国博覧会 (1893) 、セントルイス万国博覧会 (1904) 、ロンドン日英博覧会( 1910) な
どの諸外国の博覧会にも出品した( 高島屋 150年史編纂委員会編 1982) 。また、白木屋、三越な
ど、の各デ、パートも内国博覧会、シカゴ万博や日英博覧会に出品したとしづ。呉服屋を前身とした
デパートでは多様な呉服はもちろんのこと、家具、装飾品なども展示したが、これらはしばしば
実際に販売されたのであり、商品陳列棚として機能したのである( 吉見前掲 p. 163) 。従来、特
定の客のみを対象としていた「呉服屋」から、不特定多数へと顧客対象を広げる「デパート」へ
と変容を迫られた際、大規模な集客を可能にする期間限定のイベン卜であり、それも国際規模で
商品を展示できる見本市であるところの「博覧会」は、格好の宣伝媒体となったのである。
このように国家や新聞社が主催する博覧会に出品を行う一方で、デパートは自らも博覧会を開

催するようになる。 1909 年に三越が児童博覧会を催して以来、婦人博覧会や家庭博覧会なども
催され、 「子供J とその父母を含む「家族」が、デ、パートによるマーケティング対象の中心とな
った。具体的には、児童博では子供が教育・娯楽用に使う楽器、玩具、衣類が展示され、動物園、
噴水、演芸館などの娯楽施設が並んでいた。このとき博覧会に起こったのは、生産奨励から販路
拡大という目的の転換である。さらに、こうした博覧会では直接商品を販売することも多く、「販
促J と「小売J を同時になし得る催しとして、デパート博覧会は展開したのである( 吉見前掲同
所) 。このように明治から大正期を通じて、博覧会はデ、パート主催の消費文化の催しとして展開
したという側面があった。
(2) デパート展における美術の消費文化化
効率よく同時に小売も行うことができる販促の手段として変容を遂げたデ、パート博覧会であっ
たが、それではデ‘パートの美術展覧会が登場するのはいつのことなのか。美術品の小売販売は既
に明治中期からおこなわれ、記録によれば三越( 大阪・心斎橋庖) で 1908年に行われた「半切童
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展覧会J がその晴矢といえるへ主に、大阪、京都の関西から始まったデ、パート美術部による展
覧会は自社内で催され、東京のデ、パートも 1910年の「第一回美術及美術工芸品展覧会J ( 東京三
越新館開館記念) などのように展開していったのだが、これらの時期には、主に美術品の直接販
売網として機能していたという( 高島屋美術部五十年史編纂委員会編 1960; 三越本位総務室広報
担当・資料編纂担当編 2009) 。ここで扱われていた美術品は、いわゆる骨董・古美術ではなく現
存作家、それも新派を中心にしていた( 山本真紗子 2011 p.323) 。この時期、従来の「骨董商J
や「古道具商」とは異なる同時代の作家を扱う「新画商J や「画廊J が登場したという( 山本前
掲 p.330) 。いわば、デ、パート内で画廊の展覧会が聞かれていたということである。
それに対して、デパートにおいて販売を主眼としない美術展が聞かれたのは、「イメージ産業」
としてのデパート経営戦略のためで、あった( 浅野前掲 1997 pp.74-81 ) 。松屋元取締役会長小林
敦美が回顧するように、第一に、当時のデ、パートは近代化= 洋風化の上にあり、 「洋風生活に関
する情報性J がその基盤にあるのが日本のデパートの特質であると経営者は考えていた。 i洋j
を顧客に感じさせる一一「洋食」などがデパートのイメージと結びつけられて用いられたように、
必ずしも現実の欧米文化である必要はなし、一一ことが消費の動機として対象化されてきたのであ
る。第二の特徴として、ハード的には当時屈指の大型施設が非日常性を享受するための空間を提
供し、そしてソフト的には催し物による高級文化性が演出されたことを浅野は指摘するへここ
において、高級文化の代表格として用いられたのが美術品だ、った。それには、呉服屋が前身のデ
ノミートは、図案や衣類というような美術のージャンルとして見倣される対象に通じており、それ
らを西洋美術史の文脈に容易に接続し得たとし、う事情があった。
そして、西洋文化のイメージ戦略の上に成り立つデ、パート展は、主に新聞社との共催によっ
て聞かれ始める。当初その多くは新聞社の主催だった。浅野によれば、その「第一期蜜月時代」
は大正期である( 九 1923年の関東大震災からの復興の際、近代化= 洋風化の波が後押しして、関
東のデ、パートは軒並み建築を西洋化することになり、従来型の履物を脱ぐ座敷販売は撤廃の一途
をたどった。こうした大衆向けの大量消費において重要になるのが、新聞など宣伝力を持ったメ
ディアとの関係で、あった。上で述べた児童博覧会に少し遅れて、美術展も同様に、小売販売の対
象というよりは販促のための集客の手段となった
( 村田真 http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/serial/0012/murata.html) 。
そして再度、新聞社とデ、パートとの共催活動が増加するのは、戦後 1950 年代の時期である。
この第二期には、美術展の開催がし、っそう高頻度で行われ仮設美術館のようなスペースが登場し
た。この背景には新聞社聞の競争激化がある。戦前から戦中には、戦時報告の度に発行部数が高
まる様相を見せ、報道素材がそれほどぱらつかなかったので各社の競争もそれほど激しくはなか
った。それが戦後になって、日本全体の都市化が購読率を数倍にも跳ね上げ、現在でもほぼ全体
の四割を占める朝日・毎日・読売 3社の寡占的体制となった後、誌面それぞれの差別化の必要性
が高まって企業間競争が激化した。 1951 年の販売庖統合制の撤廃、すなわち専売制復活もまた
それを後押しした。
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また、新聞社の文化事業への参入には、明治以来続いてきた企業メセナの伝統もあった。他の
欧米諸国と比較して近代化が遅れた日本において、明治後期・大正期を通じて美術作家が増加し
たが、一方、それに見合う数の十分な展示施設、すなわちミュージアムの整備が遅れていた。日
本初となる美術専門の国営ミュージアム( 国立美術館) の登場は、 1952年に開館した東京近代美
術館を待たなくてはならなかったへそのため、民間企業が文化事業に着手するという伝統が生
まれた。この背景には、明治以来の国家の近代化とインフラ整備が新聞社と共に発展した事情も
あったという。浅野によれば、新聞社は、一方で欧米を目標にした近代化を目指す国家の世論形
成メディアとして読者を巻き込みつつ、他方、国家の意図を反映しつつ各分野のインフラ整備事
業を進めてきた。例えば、朝日新聞社が日露戦争直後の 1906年に満韓視察団を先導したことが後
の旅行代理庖業務の先駆けとなり、また、同じく朝日新聞社が陸軍省の発起から航空機インフラ
の開発に着手したことが初の民間航空便となった。また、文化事業面でも、 1932年に時事新報社
が日本初の「音楽コンクールJ を主催し (1937年からは毎日新聞社が主催) 、 1936年には朝日新
聞社が朝日文化会館( 大阪) とし寸劇場兼展覧会場を聞いたが、そこでは国営の文化事業の補完
という目標が共有されていたのである。この伝統は、戦後になってもクラシック音楽から野球や
サッカーなどプロスポーツ、遊園地に至る事業にまで拡張していくことになった( 浅野前掲
pp.27-29) 。
こうした企業が公営文化事業の不足を補うという伝統の上にあって、新聞社や鉄道会社などが

主催し、デパートが会場を提供して美術展を開催する形式が、 80年代の公立美術館建設ラッシュ
以前の日本の美術展のかたちとして普及していったのである。西武美術館の開館はそのような中、
1975年のことで、あった。

2. 社会構造の変化と差別化の記号としての『現代美術』
以上、日本のデノミートにおける美術展がし、かに商業主義的な活動と密接な関係を持って発展し
てきたのかを確認したが、西武美術館の事例分析に入る前に本節では、社会状況を分析して戦後
のデノ号一ト展覧会でどのような美術が受け入れられたのかを論じる。そして後節で取り上げる西
武美術館で積極的に扱われた「現代美術」が、どのように美術展で扱われ始めたのかを考えてい
く。
戦後の復興を目指した日本では、 50年代半ばに経済水準が戦前レベルに復帰し、その後、東京
オリンピック、大阪万博そしてベトナム戦争特需によって GNPは拡大を続け、 1968年にはアメリ
カに次ぐ世界二位にまで急上昇した。こうした社会背景から、都市部ではとりわけホワイトカラ
ー、中産階級が肥大化し、ベビーブームなども追い風となってその勢いはとどまるところがなか
った。この結果、高度経済成長期には量的価値を重視する風潮に包まれて、美術展においても物
見遊山的企画が次々と催されてきたのである。ここにおいては、美術の鑑賞眼というよりは野次
馬的関心が求められ、経験の共有が重視され、皆で足並みを揃えて同じものを鑑賞する傾向があ
った。例えば、 1974年、国立博物館の「モナリザ展J ( 文化庁主催) はその究極で、 150万人動
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員の歴代一位は未だ破られていない。その他、 「ミロのビーナス特別公開J (1964年、朝日新聞
社主催、 83万人)、 「ツタンカーメン展J (1965年、朝日新聞社主催、 130万人) などが目立っ
ている。その記録的な来館者数から窺い知れるが、このような展覧会では人気の展示は歩きなが
ら見るよう観客に強いてさえいたという (9)。
それでも観客は、ミロやモナ・リザを観たかった。戦後から 1970年代の前半までに、日本人の
9割が自分の生活を「中流」と認識し始めたとされる。 1948年以来内閣府が毎年 l回以上実施し
ている「国民生活に対する世論調査」によれば、 1974年 11 月には、国民の 90%以上が「中の下」
「中の中J i中の上」に位置していると回答している (10)。こうしたいわゆる「一億総中流意識J
の時期には、多くの人が隣人と同質の幸せを求めていた。こうした「みんなと同じものが欲しし、」
社会では帰属感や流行といった「社会的価値」が重視される( 間々田孝夫 2009 pp.191-194) 。
そこで、モナ・リザに代表される口当たりがよく誰にでもわかりやすい美術が歓迎されたのであ
る。美術史的な評価はさておき、モナ・リザ、ミロのヴィーナス、ツタンカーメンなどが次々に
紹介され、大衆に人気を博したのである。
大衆意識に対応して来場者数重視の作品を優先した背景には、展覧会が文化外交や新聞社の企
業間競争の手段となっていたという事情もあった。既に 1961 年にアメリカ合衆国ではニューヨー
ク、ワシントン DC 両都市でモナ・リザ展が実現していた。これは、前年、ケネデ、ィ政権期のジャ
クリーン大統領夫人がド・ゴール大統領に直接交渉することで実現したもので、同時期、日本の
朝日新聞社からの申し出は却下されていた。そこで、朝日新聞社の交渉担当者は、モナ・リザに
「代わるJ 作品を探しはじめ、美術専門家の推した「サモトラケのニケj 案を「美術のことなど
全然わからない人たちも知っているJ ものでないと集客が見込めないという理由で棄却し、ミロ
のヴィーナス貸出しの交渉を始めて成功させたという( 浅野前掲 pp.108-112) 。彼らはミロのヴ
ィーナスがモナ・リザの代替となると判断し、専門家が示した美術史的意義よりも大衆的人気を
優先した。すなわち、第一の基準は外交関係において候補にしうる対象であることであり、第二
には来館者数を弾き出せる作品が優先されたのである。
このような背景で、デ、パートにおける美術展は、戦前のように美術品を購入するための場あるい

は見本市ではなく、美術鑑賞を集客材料とする機能が前景化してきたといえる。自ら会場をもた
ない新聞社による企画の際にデ、パートの催事場を利用するのが一般化していたことも、この流れ
を促進した。
1970年代になると、こうした展覧会の傾向に見られるような大衆意識が大きく変容していくこ
とになる。国民全体が皆一様の余裕をもっているという集団的自意識は、その行き着く先に、よ
り個別的で細分化された価値観を人々が欲す「個の時代J があることを意味していた。この「み
んなと違うものが欲しし、」社会において、人々は「社会的価値」によっては十分な充足感を得ら
れず、より重視されるのは読書、教育などによる「自己」実現となる。平均化した人口構造で新
たな需要を生み出すべく、広告代理屈や商業雑誌は「他人との差異」を商品価値とする情報戦略
を展開するようになった( 間々回前掲同所) 。
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この時期起こった人口構造と文化消費に対する意識の変化は、ブドウの房状のいくつもの小規
模集団を生み出したと表現できるだろう。そのなかで趣味的集団の「若者」が個別にグループ化
して、マーケティングの対象となってきたのである。高校、大学( 短大も含む) への進学率はと
もに 1975 年まで著しい増加傾向にあり、また、ベビーブーマーたちによって、 7叩O 年代半ばには
25---2却9歳の人口が 1万人を突破するほどに増加していた( llυ)
高い教育水準を持つた若者世代の増加は、生産性向上、家庭電化や観光旅行の普及に見られ
る余剰・余暇の増加などと相まって、 10 代後半から 20 代後半までの「若者」を文化消費のター
ゲットにすることに結びついた。当時電通のマーケッターであった藤岡は以下のように回顧して
いる。この時期、アンケート調査などで統計的に割り出した最頻値の客層に向けて売り出した商
品がヒットしなくなり、そのため他人との差異化を図るための意味を商品に与える必要に気がつ
いたとし、う。彼はヒットしなくなった原因を、昭和 30年代以降に生まれた若年層の消費者が、生
まれたときから物質的充足にあったためそれ以上の価値を消費に見出すからだと分析し、若者層
を対象に差異化消費の戦略を立てたという。文化の流通を担った人々はこのような意識を明確に
もって文化を発信していた( 藤岡和賀夫 1984) 。これに加えて、 1968 年前後に起こるカウンタ
ーカルチャーの運動の影響下、体制というひとつの大きな価値に個人が吸収されるべきではない
とし、う個別性尊重の価値観が社会に浸透したことも後押しし、日本は次第に、差異化のための多
様な商品が供給される消費主義社会へと展開していったのである。
大衆意識が個別性を重視する方向へと変化したこと、それに対応した市場構造が生成するなか
で、若者層への集客の手段として美術が対象化されていくことになった。消費主義社会へと社会
が転回するにしたがって、若い世代から徐々に日本に根づきつつあった前衛的な同時代美術、い
わゆる「現代美術J がその対象となっていったのである。そして、その普及のきっかけとなる展
覧会事業をおこなうことになるのが西武百貨庖による文化経営であったが、次節からの議論に先
立って、まず、戦後以降の日本、とりわけ美術展において現代美術がいかに受け入れられてきた
のかを確認しておきたい。
まず歴史的経緯を確認したい。現代美術は、主に画廊、次いで国立美術館で展示されていった。

戦後、銀座・日本橋などが復興するに従ってその地域に乱立した小規模の貸し画廊が、画壇と美
術団体展に背を向けた現代美術作家の活動の中心となった。美術評論家と画廊、そして美術家と
いうコミュニティが形成されたことで、一部の人々の間では現代美術への理解と普及が進んでい
った。その一方で、瀧口修造や東野芳明など国の文化事業や美術界全体に影響力を持っていた現
代美術擁護派の評論家たちを媒介にして、次第に国立美術館で現代美術の大型展も開催されるよ
うになった( 福住治夫 2007 p. 430) 。浅野による美術展データベースをもとに当時の展覧会を総
覧してみれば、いけばななどの隣接領域の表現や同時代美術を取り上げた展覧会は数多くあるも
のの、特に前衛主義美術に焦点を当てたものの多くが国立美術館における開催である( 浅野前掲
p.349) 。例えば、 1957 年に「現代美術の 15 人」が、 1961 年には「現代美術の実験」が、 1966
年に「現代日本の新世代」がそれぞれ東京国立近代美術館で、 1964年には f現代美術の動向絵

- 9ー



画と彫塑」が国立近代美術館京都/ 対官( 現・京都国立近代美術館) で開催されている。また、国
立美術館の他にはブリジストン美術館ではとくに早い 1957年とし、う時期に「現代世界芸術展」が
開催された。
展覧会数を見れば、 1960年から 73年までの園内美術展総数 123 のうち現代美術を対象とした
ものは 27 である。その大半は国立近代美術館( 京都分館を含む) で開催されたものであり、ブリ
ヂストン美術館の石橋正二郎もまた東京国立近代美術館の評議員を務めていたように、一部の支
持者たちが現代美術の美術展への導入を牽引していたことがわかる。
しかしその動員数を考えてみれば、当時、国内最大規模で現代美術を扱った東京国立近代美術

館でさえ、 1969年に「現代世界美術展J を開催した際の来館者数が 3 万 6千人と、それほど多く
はない。同年、東京国立博物館における「ドラクロワ展」がおよそ 30万人動員したことと比べれ
ば、当時、現代美術はそれほど大衆的な支持を得られていないこともわかる。ほぼ 10倍近い動員
数の差を考えれば、従来型の大衆志向のマーケティングにおいて現代美術を取り上げることは効
率が悪いとみなされたと推察できる。現代美術の動員力を考える参考として、 1945 年から 90 年
までの美術展総動員数ベスト 50 にランクインした現代美術展は、 1989 年、横浜美術館での「ニ
ューヨーク・ニューアート展J (約 47万人、歴代 16位) ただひとつでであることを挙げておき
たい。つまり、動員数という基準からは現代美術は積極的に取り上げられるに至らず、だからこ
そ普及には消費主義的社会に対応した差異化の文化経営戦略に組み込まれる必要があったのであ
る。

3. 現代美術マーケティンゲと「西武美術館」の開館
このようななか現代美術を大衆化するきっかけとなったのが、西武百貨庖がいち早く差異化戦

略に順応して文化経営に取り組み、イメージ戦略のなかで若者を対象に次々と現代美術展を開催
したことである。若者対象のマーケティングに現代美術の先駆性が合致し、それらを集中的に扱
列島、動機となったのである。本節からは、西武美術館およびこの時期に新設された私立美術館
を対象にして、現代美術展の普及過程とその意義を考察していく。
確かに数は極めて少ないものの、 「世界・今日の美術展J (1956 年、高島屋) などのように、
デパートでも既に 50年代には現代美術展が催されていた。しかし、それらは単発の企画に終わり
定着はしなかった。その理由としては、先に示したように市場構造が動員数を第一に求めていた
ということにある。それが社会が消費主義的に変化するに従って、単純な動員数よりもイメージ
を演出するためのー要素として展覧会を含む文化事業が用いられることになった。こうしたイメ
ージ戦略は特に商業施設であるデ、パートによって牽引されたのである。とりわけ、現代美術展が
日本に普及する契機として西武流通グループ( 現・セゾング. ループ) の活動が役割を果した( 12)。
これには以下の 2つの理由が挙げられる。それは若者を主たる対象として文化経営のイメージ戦
略をいち早く取り入れたこと、そして「デパート美術館J を名乗ったことである。
第一点目は、当時、西武流通グ、ループの文化事業がイメージ戦略のなかに位置づけられていた
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ことである。西武美術館の、活動もその一環として捉える必要がある。以下、 西武流通グループ。の
社史の記述から概略を確認しておく( 由井常彦編 1991) 0  1965年以降、西武流通グノレープはデ、パ
ート唐舗数の増加と流通グノレーフ。の事業範囲の多角化を進めたために、百貨!百事業、とりわけ池
袋西武本屈をその中核として位置づけていった。こうした方針は、第一次高度経済成長のなかで
都内の各デ、パー トが大型化を進め、それゆえに西武百貨屈も他j苫との差別化を図る必要性に迫ら
れたためであった。このとき、それまでの西武百貨屈が中心としていた日用品から「国際的で専
門的」 な商品を扱う方針へと、 「七期計画J および「八期計画」と題した改革が行われた。
さらに 1968年からの次期「九期言卜画」においては、池袋本庖のイメージ戦略に力が注がれた。

その 11良目は、 「ライフスタイノレ別商品構成」と「脱小売」であるとされる。つまり 、個別のモノ
を買う場所としづ以上に、デ、パート全体をライフスタイル提言の場として顧客にイメージさせる
ということが狙し、であった。この計画にしたがって陳列棚、売場構成を抜本的に改革した。
こうしたライフスタイルをイメージさせる方針展開の中で西武百貨店は、最も大きな塊として

の大衆層をねらった従来の「家族= 大衆」型を捨て、とりわけ「若者= 趣味」型を事業の一大部
門として位置づけていった。このことは他のテ、パー トとは大きく異なる特徴で、あった。1975年に
西武美術館が開館する 2年前、既に 1973年には渋谷屈が「若者対象J と「文化・美術戦略」を中
核に据えて大々的に改装されており、その
成功から池袋本庖にも臨時せずこの方針を
取り入れた( 由井前掲 pp.275-381) 。
美術展や美術館は、このライフスタイル

提言の一要素として位置づけられているの
である。1975年当時のコピー「西武は新し
い街街を歩くと美術館がある。公園があ
る。広場がある。J が端的にそれを示して
し、る( 由井前掲 p.322) 。東京主要デノぐー
ト月IJに開催された展覧会の来館者数の推移
(1970-90年) によれば、 1975 年の開館か
ら2年間は都内首位の来館者数を記録して
おり、 1981 年に日本橋三越、丸の内大丸に
次いで 3 位を記録すると、その後は 80 年
代後半まで安定して都内のテゃパート上位の
来館者数を記録している( 浅野前掲添付資
料) 。このように経営上もある程度の成功
を納め、結果として、表象される総合的な
ライフスタイルの中に美術館や美術展が位
置づけられることで、若者を対象として積 写真 1 西武美術館開館時の様子 (永江朗 2010)
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写真 2 西武美術館の展覧会入口の様子
(セゾン美術館編 1999 )  

極的に現代美術が取り入れられて
いった。
第二点目は、日本のデパートで
初めて「美術館J を名乗ったこと
である。西武は 1975年、デ、パート
美術展を革新しようと展示空間を
常設した。旧来型のデ、パート展は、
新聞社と共催の持ち込み企画の貸
し会場機能しかなく、 1974 年に
は劣悪な展示環境で美術品の危険
を感じた文化庁がデパートでの国
宝 ・重要文化財の展示を禁止した
ほどだ、った。これを受けてデパー
ト展がまともな美術展とみなされ
ない状況を打破するため、池袋 ・
西武は 12 階フロア全てを使って
日本初の「デパート美術館」とし

て西武美術館をオープンした。
西武が「美術館J 化した意義とは、第一に主体的な企画を中心とした点にある。一節で述べた

ように、新聞社との「共催」展という内実は、実質上は新聞社の持ち込み企画で、ある感が強かっ
た。西武美争防官はおよそ半数が主催の企画であり、予算面で共催としづ形式をとるものの、海外
との交渉なども彼ら自身で、行っていた。なお、共催相手には朝日新聞社が多い。
第二に、 1975年という開館のタイミングにはデ、パー トにおける美術展一般の意義が変化してい

たことがある。戦前からそれまで利益還元の集客事業および小売の場としてそのほとんどが入場
無料だ、ったテcパート美術展が、内容の充実と共に経費が増加したため、 60年代後半から徐々に有
料化 して 1975 年の聞にほとんどのデパート展がチケット販売に踏み切っていた( 浅野前掲
pp.209-210) 。美術館化していなかった時代にも、西武は既に「現代美術の源流J (1971) など
で現代美術をいち早く取り上げていたように、そもそも若者という一部の対象に向けて、経費を
かけて主体的な企画を行うときの費用対効果を考えれば、単純な来場者数はそもそも大衆型に敵
うわけもなく一部の先鋭的な人々を対象に企画してイメージ戦略を取るほうがよい、とし、う判断
で、あった。これまで、無料だ、った入場料がかかるようになったのであれば、集客面で大衆的展覧会
に太刀打ち出来ないのはなおのことである。そして、西武美術館として リニューアノレした後、堰
を切ったように現代美術展の勢いが増す。 開館記念の「日本現代美術の展望展J (1975) を皮切
りに、 [" Art Today '77 J  (1977) 、 「ジョーンズ展J (1978) 、 「荒川修作展J (1979) 、 「デ
ュシャン展J (1981) 、 「ボイス展J (1984) と、大規模に国内外の現代美術を次々と紹介した。
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元館長の難波英夫が、当時まだなじみの薄い現代美術の社会認知には「美やf ，j ' 館」としづ権威的
な命名が不可欠だ、ったと述べるように、彼らには現代美術を社会に認知させようとする明確な意
図があった( 難波英夫 1999 p. 7) 。また西武の文化経営のリーダーシップをとった当時の社長堤
清二は、 1975年の開館時の挨拶において、従来の美術館が海外から一部の指導者たちがもたらし
た教養として美術を紹介してきたことが、自身の身近にある同時代の表現を正当に評価すること
を阻害していると批判し、美術館の理念を、 70年代に現れてきたいくつもの流れを「多様なまま

き上
にそれを受け入れる J ための「時代精神の線接地j と位置づけ、 「日本現代美術の展望j と題す
る日本の現代美術展から企画を始めた( 紀国憲一 1999 p. 8) 。彼はその経営方針の三本柱を、①
時代精神の具現である現代美術の紹介、②純粋美術の枠を超えたクロス ・ジャンルな表現活動の
紹介、③既に美術史で評価が定まった古典、文化遺産の再評価と位置づけたように、現代美術と
いう未だ開i I 染みの薄かった美術を社会に認知させるためには、 「美術館」 化することで展示を充
実させ、また権威化することが戦略として必要だったのである。具体例を見ても、全 184の展覧
会のうち、①現代美術関連が 86件、②クロスジャンルが 64件、③古典再評価が 31件と、現代美
術が主な柱であったと言える。のちには多くの公立美術館で取り扱われるように現代美術は、デ
パー卜としづ商業施設の文化経営戦略において若者に特化したマーケテイ ングに乗ったこと、そ
して「美術館j という「神殿」に展示されることが普及の契機となったのである。
ここで注意しておかなければならないのは、西武美術館は収蔵作品を一切持たない美術館であ

ったという点である。 The International Council of Museums  (ICOM) による「蒐集 ・保存J r調
査 ・研究J r教育・娯楽j の活動を担う機関であるとしづ原則、また、博物館法による「収集・
保管( 育成) J  r教育的配慮の下の展示J r教養 ・レクリエーションJ r調査研究J の原則に則

• • • • 
Gallery: 713.6 m '  

• • • • 
匹目行ce I  TI町、sparenl Wall 
邑圃ーー- i I 圃. ...... 一一一一. .= コ Entrance
M u s e u m  Shop 

図 1 西武美術館展示室図面 (セゾン美術館編 1999)
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れば、西武美術館は「美術館j という名を冠せども、定義上は、市場原理に基づいた「教育 ・娯
楽j ないし「教養 ・レクリエーション」に特化した展示場であり正式なミュージアムではないと
いうことができる(13)。すなわち、西武美術館において使われた「美術館」としづ語とは、権威づ
けの為のラベルという側面が強かったといえる。

4 .  iアメリカ消費文化」としてのアメリカ現代美術
上で見たとおり、西武美術館を牽引した堤清二は海外からの輸入主義による日本の美術界の状

況を批判していた。にもかかわらず、現代美術が認知されるきっかけを作った彼らの展覧会には、
アメ リカ消費文化への憧憶が垣間見える。流行の最先端を紹介する方針から西武美術館が取り上
げられた対象にはアメリカの現代美術が目立っていた。本節では当時の日本の「アメリカ文化」
観が展覧会にどのように表れたのかを確認してみたい。
開館当初から閉館まで学芸課長や副館長を務め、西武美術館の企画者の中心人物だ、った森口
陽は、アメリカ人のアーテイス 卜、ジャスパー ・ジョーンズの 1965年の来日を回想し、 「ヨーロ
ッパ的なもののなかには、もはや新しい考えは底をついている J i若いアメリカの芸術家のあい
だに、エネノレギーが解き放たれているJ として、ヨーロッパとアメリカを峻別しつつ新興の「ア
メリカ美術」を極めて肯定的に語っている( 森口陽 1999 p.44) 。そこでは「ジーパンとシャツ
姿のジョーンズは、旧大陸の芸術家像とはおよそかけ離れたものであり、ヨーロッパ的なコンテ
クス 卜からは発想しえない、 ドライな感性をもったニューヨーカーであったj として、ジョーン
ズのカジュアルな服装などを旧大陸的な芸術家像と対比させて「芸術家らしくなしリと印象づけ
た上で、 「日常的環境に対するアーテイス卜の深い関心」や「美術を大衆文化の中に位置づけたj
と評価しているように、当時のアメリカ文化はより大衆的なものであり、だからこそ先進的だと
イメージされていたのである( 森口前掲同所) 0  1999年に彼が西武美術館での企画全体を振り返
ったときのエッセイが「現代美術
紹介の軌跡アメリカ美術を中心
に」と題され、アメリカ美術を中
心に西武美術館展覧会史を描いた
ように、開館時よりアメリカの現
代美術を極めて強く志向していた
のである。
また、アメリカ的なイメージは、

美術領域を超えてそのソースが求
められ、かっ美術と関連づけなが
ら紹介されていた。1975年 5月の
「ホログラフィの幻想、」展では、
マサチューセッツ工科大学におい

写真 3 iホログラフィの幻想J 展展示風景
(セゾン美術館編 1999 )  
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て開発された三次元再現光学装置であるホログラフィを「欧米では積極的に芸術表現に使用し始
めているアーテイストも登場している」として紹介している( セゾン美術館編 1999 p.38) 。当
時の日本では、吉見が議論したように、豊かさの象徴である家電や大阪万博アメリカ館の「科学
開発展J に見られるとおり、産業・科学技術が「アメリカ」と結びつけてイメージされていたの
である( 吉見俊哉 1997 p.188) 。

年 展覧会タイトル

1976 アメリカ美術の 30年

1977 アメリカン・パッチワーク・キルト

1977 流政之展

1977 アベドン写真展< 時代の肖像>

1978 アメリカ現代美術の巨匠たち

1978 ジャスパー・ジョーンズ回顧展

1979 アーテイスト・ブ、ック・ u.S.A.
1979 荒川修作展

1982 ジョージ・シーガル

1982 レッド・グノレームス

1982 岡田謙二

1988 クリスト

1990 現代美術の神話

1991 カリフオルニア・アート・シーン

1991 グッゲンハイム美術館名品展

1995 リチヤード・タトル展

1996 イサム・ノグチと北大路魯山人

1996 ジョージ・シーガル

1996 抽象表現主義一一アメリカ現代美術の黄金期

1998 ポップ・アート一一20世紀の大衆芸術革命

1998 現代アメリカ版画の 40年

1998-1999 アルヴァー・アールト
表1 西武美術館・セゾン美術館アメリカ関連展覧会一覧

※『西武美術館・セゾン美術館の活動:
コピーなどの点でアメリカに関係づけて語られているものを選別した。
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以上のように、美術作家の来歴だけ
でなく、欧州|に対するアメリカの「カ
ジュアルさ」や産業 ・科学技術など、
当時日本においてアメリカ的であると
イメージできる対象が積極的に評価さ
れる傾向にあった。表①は西武美術館
で開催された美術展のうち、作家の国
籍、作品所蔵館の所在地、紹介文のコ
ピーなど何らかのかたちでアメリカに
関係づけて語られている美術展の一覧
だが、 1975年から 1999年まで 24年間
のうち 22 固と、単純数としても非常
に多い。

タイトノレやコピーでは、「アメリカ」
というだけでそれが植し、文句にすらな
っていた。 1977 年の流政之展では、
「アメリカでは日本でよりも先に認め

写真④ rレッド・グルームス」展展示風景。
マンハッタンの街全体をハリボテ製の作品で再現
する展覧会。展示室に地下鉄が再現された。

( セゾン美術館編 1999 )  
られたが、日本ではなかなかその作品
に接する機会がなかった」として、アメリカにおける評価が規範となっているような表現を用い
ている( 森口前掲 p.62) 。なお、同時開催は「アメリカン ・パッチワークキル卜展J であり、当
時、建国 200 年を契機に本国アメリカで流行したモチーフのキノレ卜が紹介された。さらに 1979
年の荒川修作展のサブタイトノレ「アメリカ在住 18年、現代美術の最先端を拓く。J において、在
アメリカが「現代美術の最先端J と結びつけられるように、現代美術においてもアメリカは日本
が目指すべき理想とされる( 森口前掲 p.85) 。彼らが描き出した「アメリカ」とは、精査されて
厳密に描かれたものではなく 印象的で恋意的なものであり、だからこそこうしたアメリカでの評
価や居住といった言い回しが暖昧にコピーとして通用していた。
さらに興味深いことには、現代美術としづ範l蒋でない美術については、それほどアメリカ美術

へ眼目が注がれているわけではない。このことからも、いわば実体ではなく印象としての「アメ
リカ」が重視されていたことがわかる。例えばこの時期、アメリカ近代絵画の代表とも言える 19

世紀のハドソンリヴァ一派が日本の大型企画美術展で紹介されたという事例は見あたらない。当
時の西武にとっての「アメリカ文化J や「アメリカ現代美術」とは、あくまで戦後の同時代的な
「現代」なのである。
こうした漠然とイメージされる「アメリカj への憧れが、西武美術館の企画に強し、影響力を持

っていた。彼らの企画がこれほどにアメリカ偏重で、あったことからは、開館時の堤の理想とは裏
腹に、西武美術館は海外の美術を日本へ紹介する窓口としての側面が強く、旧来通りの欧米文化
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輸入の「現代美術= アメリカ」版として機能していたといえるのではないだろうか。戦前、欧州、!
とりわけフランス美術に向かっていた日本のまなざしが、若者からの現代美術の普及によって「ア
メリカ」へと移行していったのである。

5. rカルチャー」の一翼を担う「美術= アート」
また別の特徴として、西武美術館が差異化のイメージ戦略で紹介した対象は美術を超えて多岐
にわたり、結果的に隣接領域と美術が融合したことも確認できる。西武が古典や文化遺産と並列
に現代美術を紹介したり、 「純粋美術の枠を超えたクロス・ジャンルな表現活動の紹介」も旨と
したことなどにも現れているが、美術史的な価値づけとは別の独自の基準を設けたりしたために、
厳密な定義や文脈化の必然性が失われたからである。
西武美術館の現代美術中心の方針は 1989 年に隣接ビルに移転拡大してセゾ、ン美術館に変わっ
た後も存続されたが、彼らは「純粋美術の枠を超えた」表現を取り上げ、また「古典・文化遺産
の再評価」もまた柱としていた。例えば、 「日本の眼と空間 もうひとつのモダン・デザイン」
(1990) では日本建築、書、陶芸、染物など「伝統工芸」として語られてきた対象を「デザイン」
と名指して紹介している。同様に、宝飾品を「ジュウリー・アート」として言い換えたりもして
いる。また別の例では、 「アーテイス卜 ブック USAJ (1979) においては、 160 年代以降、
現代美術におけるメディアの多様化の流れのひとつとして、 『芸術家自身による本の制作』とい
う新しい形式のアートが登場しているJ として現代美術を「アートJ と言い換え、宝飾品やキル
ト、レコード、雑誌、ポスター、ブ、ックデザイン、カレンダ一、 TVCM、科学技術、自動車、笑劇
なども「アート」という同じ言葉で一括りにしている。ここに見て取れるのは、様々な領域を横
断的に発信する彼らの姿勢である。

このように文化経営においてジャンルの暖昧化が意図的に牽引された結果、美術展形式で紹介
される対象は次第に拡張していった。このときコピーなどでしばしば用いられたのが、「アート」
「デザイン」といった暖昧で範囲が広く、かっ新しくファッショナブ、ルで、便利なマジックワード
だ、った。これらの用語は当時、カタカナ用語が爆発的に増加し、語感・ファッション性が重視さ
れたことを背景に急速に流通した一種の流行語である。岡本が外来語の歴史を総覧した研究によ
れば、戦後、 1970年代後半からファッションとしての積極的なカタカナ使用が常態化したとされ
る( 岡本佐智子 2004 pp. 51-63) 。また、野村による「現代用語の基礎知識」の 1960 年版と 1980
年版を比較した語葉調査によれば、後者で追加された語の 58.2% (1093 語) が外来語であるとい
う結果が出ている( 野村雅昭 1980 pp. 215-225) 刷。 1アート」とし、う言葉に限って言えば、 70
年代を通じて急速に普及した言葉である( へ
こうした文脈で、相対的に言えばこれまでは一部の愛好家によってのみ理解されていた現代美

術が、よりマイナーであるがゆえに目新しさを生み、先進的でファッショナブ、ルなものとして取
り上げられたのである。しかし一方で、普及のために使われたこうした暖昧な用語は、その領域
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を暖昧にもしていった。文化産業の拡大の波は、現代美術と美術展の対象の拡張を引き起こし、
その他の芸術 ・文化領域とないまぜにしていった。西武美術館の活動はその典型であったといえ
る。
また、西武美術館の他にも類似施設が登場していることは、 こうした傾向が単に彼らの活動独

特なもので、あったというよりは社会状況を反映したものであることを示唆している。1982年、森
ビル系列のラフォーレ・ミュージアムもまた、美術展をクロスジャンルに扱う展示施設として商
業ビルの最上階にオーブ。ンした。当館は、当初からテョイレクターに、出版企画の提案を行うイン
ディベンデントエディター鶴本正三を迎え、 「ニューヨーク・アート・ナウJ (1985) などの現
代美術展と同時に、 NASA の宇宙開発の図面原画展など美術史では通常扱われない作品の展覧会
を数多く企画した( 鶴本正三 1982 p.11) 。演劇なと、パフォーミ ングアーツ中心のイベン ト性の
高い企画や、それを展示と組み合わせた複数のメディアを合わせたイベントなとやを行っていたよ
うに、クロス、ジャンルがその趣旨だ、った。
例えば、ここに挙げた写真⑤は、ラフォーレ ・ミュージアム原宿で催された、ボディビルダ一、
リサ・ライオン (Lisa Lyon) によるパフォーマンス ・イベン 卜のポスターである。絵画の一部と
してポージングさせることによってボデ、イビノレを「美術= アート」として表象していることがわ
かる。
企画カタログによれば、プロデューサーの鶴本はこう紹介文を締めくくっている。 i日々厳し
く鍛え上げたリサの肉体と精神は、より強し、ものになろうという意思を持って、 世界を前にして
裸で立つ。これがアー トのエッセンスなのだJ (野村梓編 1984 p. 1) 。同書の別の記事で、ファ

写真 5 リサ ・ライオンパフォーマンスイベントのポスター
(野村梓編 1984)
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「 ツション評論家海野
弘は、 「その生き方
を、表現として示し
たい。ボディビルダ
ーであること、パフ
ォーマンス ・アーテ
イストであること、
女であることはいか
に一つのものとなる
のだろうかJ i彼女
の意味は、サブ ・カ
/レチャーとアートの
聞に回路をつくりだ
したことにある」と
評した。別稿の村田
真による美術評論で



は、シュノレレアリスムの自動記述やジャクソン ・ポロックのアクションベインティングなど美術
史の系譜として彼女の評価を試みている( 海野弘 1984 p.2; 村田真 1984 p.2) 。また、ブルー
タス編集部による「単なる肉体美ではない、リサは個性あふれるアーテイストだ !J やぴあ編集
部の IBody is  ArtJ などのコピーなどを配し、 「アー トJ とし、う暖味な言葉を介して現代美術史
への接続を試みているところに、意味を暖昧にしつつ領域を拡張させようとする鶴本らの編集意
図が読み取れる( 野村ー梓編 1984 p.8) 。
またこの企画は西武流通グノレーフ。の協賛で、カタログには西武とラフォーレの広告が同サイズ

の誌面で掲載されているように、 両グループ。は文化発信の趣旨を同じくし、協力関係にあったこ
ともわかる。
彼らは美術展で扱う対象を拡張し、 「アー トj などの巧みなレトリックを用いて、それらに娯
楽的な印象を与えつつ、ひとつの領域のように見せながら展覧会を行っていたのである。 Iアー
トj といった|慶味な言葉が多様化した対象を括るために与えられたのである。しかしその内実は、
現代美術の紹介に加え、ボテ守イビルの例にみられたように芸術表現としての再文脈化や、 「工芸」
とも呼びうる対象を「デザインJ と言い換えて印象を変えただけだ、ったように再評価に近いもの
であり、一貫性のない極めて暖昧な基準で、展覧会を行っていたようである。そのため、ボディビ
ルについて様々な角度から評論がなされていたように、 「美術」 それも「現代美術」のよう
な新興のものではなく、シュノレレアリスムなど過去の権威ある美術- ーのような評価基準が既に
存在する文脈に依存する必要があったのである。

6  追随するデパート「美術館」の意義
西武美術館という「美術館っきデ‘パートj の登場は、 一見すると多数の追随を生んだように見
える。例えば、
これ以降美術館
を設置したデパ
ートは、新宿 ・
伊勢丹美術館
(1979年開館) 、
横浜・ そごう美
術館 (1985) 、
渋 谷 ・東急
Bunkamura  
(  1989  ) 、東
京・ 大丸ミュー
ジアム (1990)、
新宿 ・三越美術 写真⑥: 東京・品川の原美術館術離景

広い庭に設置された作品も一つの目玉だった。 (原美術館編 1985)
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館 (1991)、池袋・東武美術館 (1992) 、新宿・小田急美術館 (1992) 、千葉・そごう美術館 (1993)
と次々に登場した。これは西武主導で、現代美術を扱った文化経営のイメージ戦111各が一定の成果を
出したことの波及効果であろう。各デ‘パートもプランディング ・イメージの戦略として美術館を
積極的に利用し始めたのである。
他のデ、パート と比較してみれば、西武/ セゾ、ン美術館の行った「美術館j 化としづ意義がより

の開館から 2年間は首位を記録、 1981年に日本橋高島屋、新宿伊勢丹に次いで三位に安定後、 80
年代後半閉館まで常にその位置を保つ( 浅野前掲 p. 349) 。西武はその他のデパー トをして美術
館設置に踏み切らせる影響力を持ったにもかかわらず、高島屋などと比較したとき、動員数とし
てはずば抜けた来館者数を記録したわけではないのである。これは端的に、上位 2館が、西武美
術館のような明確な企画方針と主体性を持たず、従来通りの集客数重視、大衆志向で箱貸し型の
展覧会を続けていた結果である。事実、 1位の高島屋などは 2011 年現在まで未だに「美術館J 化
していない。そもそも大衆的な展覧会のみを開催するなら美術館化は必要なかったので= ある。
数で言えば「若者j 層は従来のマーケティング対象の家族層より少なく、数値化できる集客 ・
宣伝効果が少ない。村田が「シャワー効果」ではなく「噴水効果J と評したように、ライフスタ
イノレ型の西武美術館のイメージ戦略は、 ( 最上階の) 美術館に来た客を買い物に導くというより
は、当時、 日本一の売上の誇った池袋西武に来る買い物客を対象に、そのなかから自分たちの主
体的な企画へ関心を持つ人々を導くとし、う方法だ、った(村田前掲同所) 。
西武が目指したイメージ戦略についても、 他のデ、パートと比較すればそれほど成功したわけで
はないということもわかる。イメージ戦略を大々的に採り入れた 1968年の九期計画後の調査では、
「新鮮な老舗j を; 齢、デパート美術館を設けた西武百貨庖のイメージは、 「一流J r高級J r伝
統J としづ老舗イメージでも高島屋や三越に遠く及ばず、 「洗練されたJ rセンスのある J rフ
ァッショナブルな」という項目でも伊勢丹に負けて
いる( 由井前掲 p.328) 。若者層を対象とする現代
美術を扱うこととは、 美術展の裾野を広げる文化的
意義を有したもので、あった一方で、西武百貨庖を利
用する顧客全体には影響力が弱し、としづ経営的リス
クを背負ったものでもあったのだ。このことは、美
術館というデパー卜の一事業が経営方針といった不
安定な基準からその存命を左右される危険性に常に
晒されていることでもある。
とはいえ彼らの教育性と先駆性が日本の美術界に

大きく貢献したこ とは疑いない。西武美術館は先進
的に現代美術への入口となって、その価値を社会に
位置づけなおすことに成功した (16)。短期的に見れ
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写真⑦. 東京・六本木のストライブ
ハウス美術館展示室

(ストライブハウス美術館編 2000)



ぱ経営を度外視したようなイメージ戦略を取ることができた背景には、西武百貨庖全体の売上が
メセナ事業のような活動を行うことができる程度あったこと、文学者という顔も併せ持つ経営者
堤清二が文化経営に主体的に関わる意，思を持っていたことも挙げられる。
しかしその構造としては、西武美術館を始めとする「デパート美術館」は開館当初から、蒐集・

保存( 保管) 、研究、教育普及のプロセスが一体となって収集品の価値を担保・安定させ、知識
を伝達するといった類の「ミュージアム」ではなかった。それぞれの美術館はコレクションも有
さず、単なるラベルとして「美術館」の命名が使われたに過ぎない。西武美術館の意義としては、
「美術館」という言葉が権威づけのラベルの役割を果すことによって、従来、他では積極的に取
り扱えなかった、大衆化とは相性の悪い現代美術を消費文化として、一定の層すなわち「若者」
へと対象を切り開いたことがし、える。しかし、他のデノ号ート美術館を見れば、美術館化すること
と、西武のように文化的意義が高い活動ということに関連性がないこともわかる。現代美術につ
いて言っても、若者に特化した差異化のマーケティング戦略をとらなかった他のデパート美術館
では取り上げる必要もなかった。
すなわち、美術館化することとは、西武の活動では結果的に美術展に現代美術という新たな領
野をもたらす意義を有したが、集客数重視の従来型のマーケティングでは一一明治期以来のイメ
ージ戦略同様に一一デ、パートを権威づける方法論として普及したのみであり、とくに実質的な活
動内容を更新したわけではなかったのである。

7. 現代美術のプライベート・コレクションの増加
西武美術館の活動が切り開いた現代美術展は、公立美術館より先に同時代の私立美術館の活動
がし、ち早く反応していたようである。先に見たラフォーレ・ミュージアムもそのひとつである。
西武美術館と連動して企画を行ってもいたそれらの活動からも、現代美術の消費文化化と大衆化
の兆しが見て取れる。
日本初の現代美術を専門とする私立美術館が起業家による個人コレクションであったことは

それを象徴する出来事であろう。 1979 年に開館した原美術館は、パウハウス様式の邸宅を改装
した施設を用い、建物と庭スペースを生かして敷地内にコレクションを常設した。上述したとお
り、デパート美術館では持ち込み企画の「箱貸し」がまだまだ一般的だった当時、自主企画を持
つ運営自体も斬新だった。国営で現代美術専門の「国立国際美術館」の開館が 1977年のことだか
ら、それとほぼ同時期、開館に踏み切ったことからは、日本における現代美術の普及がいかに文
化の消費経済と並行関係にあったのかが窺える。
そのことは館の経営方針に反映されている。併設の飲食庖やミュージアムショップの充実を
図ったことが開館当初よりひとつの「売り J であり、展示を観る目的に限らず、休日に時間を過
ごす場所としても人を集めたことが、当時の『美術手帖』や、 『ポパイ』などの若者向け雑誌で
紹介されていた。ここで「気取引があって敷居の高い従来の美術館と明確に対比されていたよ
うに、文化的な娯楽として作品鑑賞をイベント化し、娯楽的消費としての美術館経験を生み出し
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たという ( IP.  P.  B.  POPEYE POP BOOTHJ  1980; Iス トライプハウス美術館、原美祢f館J 1982) 。
この評価は、アート・ ツーリズムが流行する現在から考えると 自然なことのように思えるが、従
来の「美術館」から意図的に「神殿」としての印象を拭い去ろうとしているという点で大きな変
容であった (1;)。

さらに、ミュージアムが「神殿」から娯楽的展示施設へと変容してきたことを示す例として、
現代美術専門の個人コレクターと、彼らが有する展示空間が増加したことが指摘できる。1981年、
六本木に開館したストライプハウス美術館は、個人のコレクションを数ヶ月ごとに企画仕立てで
無償公開するやや広めのギャラ リースペースである。この時期続く私立現代美術館の開館とは、
現代美術に特化したコレクターの登場を意味していた。コレクションを無償で公開するという行
為は、ブラン ド物の服を着て
周囲に見せびらかすのと同様
に、消費による自己実現なの
である。
こうしたコレクターの 「美

術館」は、公共に公開される
スペースとして確認される上
述の 2件以外にも、数多く存
在していたようである。1980
年の雑誌記事では、10 数名も
のさまざまな現代美術専門の
コレクターが紹介されている。

いわゆる“家庭" は郊
外に持っているのだけ
ど、なぜか六本木にマ
ンションの隠れ家を持
っている男。そこにあ
るのは小さな書きもの
机とソファ、それに若
いころから収集してい
た絵のいくつか・・・・・・。
彼の仕事? ある商社
の、エレクトロニクス
担当の、いわゆる超エ
リー トなのです( ・・) で

、.

一一一一

n  

図 2 ブルータスの記事における現代美術コレクタ一特集記事
(  r愛おしき“実用品" としての現代美術。J 1980 p.78)  
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も彼はコレクターではない。好きな作品を集めるだけで満足。そういった作品に固まれて
過ごすこと、それだけでもう、気分なのだ u愛おしき“実用品" としての現代美術。 J 1980 
p.78) 。

ここでは「ニュー・コレクターj という言葉が使われている。つまり、この記事は彼を、従来
型の堅苦しい美術史的思想体系からではなく、単に「好きな作品j とし、う基準から娯楽として美
術品を蒐集する新興のコレクターとして表象しているのである。このような「消費J としづ作法
を有した個人コレクターが現代美術を専門に蒐集をおこない、それを自身の「美術館」において
宣伝したこととは、西武美術1強富に見られたのと同様に、学術的な基準以上に「趣味J を重視する
展示空間が「美術館」というラベルを獲得したことを意味している。彼らは経営的な方針ではな
く自己実現の手段として、娯楽として美術品を恋意的に紹介しているのである。
六本木という都心において無償で展示されていたことも現代美術の普及の度合いを示唆して
いるが、このような現象は現代美術の娯楽的なリテラシーを観客に伝達したとも考えることがで
きる。つまり、現代美術はデ、パート展で「自分でも観ることができる」存在となったのに加えて、
ここでは「自分でも集められるJ 存在になっている。西武美術館やその他のデパート美術館など
の企業の展示空間としての「デ、パート美術館」によって日本で普及のきっかけをつかんだ、現代美
術は、個人コレクターの恋意的基準による紹介のための展示空間としての「私立美術館J におい
て娯楽と蒐集の対象としての認知が進んだのではないだろうか。
先の記事で紹介されているコレクターのプロフィールを見てもよくわかるように、 「商社の超
エリートJ でマンションを六本木に持っていたり、葉山に現代美術展示用の別荘を持っているよ
うな人物が、ここで紹介されるコレクターの典型である。そうでなければ、アルバイト生活を続
けながら給与を全て絵画に投げ打つ人物などが紹介されている( 前掲記事同所) 。つまり、ここ
で現代美術は、 「誰でも評価する対象ではあるが蒐集には経済的にかなりの余裕が必要な対象」
として認知されているようであり、所有者の社会的ステータスを顕示するには最適な対象で、あっ
たのだ。現代美術は「趣味が合う j ということだけで消費可能な存在とされつつも、手の届かな
い憧れの対象として理解が普及していった。私立「美術館J の増加とは、現代美術の娯楽化と普
及を反映した現象であったのだ。

結論
本稿では、西武美術館を中心にデ、パートの文化経営における現代美術導入の事例から以下のこ
とを示した。明治以来のミュージアムおよびデパートの歴史を確認すると、日本においてはとり
わけデパートが美術展覧会場として大きな役割を果して来たが、集客手段としての美術展という
位置づけが支配的であった 1970年代頃まで、は、未だ一部の愛好家向けだ、った現代美術はとりあげ
られる機会が少なかった。美術展で現代美術が一般的に展示されるようになるきっかけとなった
のは、消費主義的社会におけるデパートの文化経営戦略と若者に特化したマーケティングだった。
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これを牽引したのが西武流通グループによる西武美術館である。消費市場の多様化と個性化に主
眼を置いて、とりわけ若者を中心にライフスタイルを提案した彼らの文化経営戦略では、現代美
術はよりマイナーであるがゆえに先進的でファッショナブ、ルなものとして位置づけ直され、消費
文化として隣接領域と一緒に紹介された。また、このとき強く志向されたのが日本でイメージさ
れる「アメリカ」だった。
西武の文化戦略とは、アメリカ型の大量消費文化を批判するような前衛主義美術を、基準が暖
昧で漠然とした「アメリカ文化」を軸に大量消費文化として普及する、というある種のねじれを
抱えたものであった。その一方で、西武流通グループの文化事業で育った人材がのちには多く文
化領域で活躍しているように、その先駆性と教育性は極めて高かったと言える( 18)。いわば一時的
な見世物の展示場である西武美術館は、情報消費型であるがゆえにその身のこなしの軽さや失敗
を恐れぬ攻めの姿勢で企画が立てられたのである。その後、多くの公立美術館が現代美術を扱い
始めたことから、西武/ セゾン美術館の活動によって現代美術が一般に認知されたことによって、
公立美術館の多くが現代美術を「安心してj 扱えるようになったと推される。近年では公立でも
コレクションを持たず、また、企画展を重視する美術館が増えている。この点でも西武/ セゾン
美術館は、ミュージアム運営における劇場性という利点を周知させたことで、公立美術館の役割
を更新したのではないだろうか。西武美術館がしばしば現代美術展覧会における先駆であるとい
う観点から語られる事実はそのことを象徴している。
しかし、そこで使われた「美術館」とし、う用語が現実には前衛主義を大衆化させるためのラベ

ルに過ぎなかったように、このミュージアムは保存、継承という機能を持つに至らなかった。モ
ノが蓄積されないがゆえに情報消費型の文化発信だ、った彼らの活動自体は、後続するミュージア
ム活動へと受け継がれることはなかった( 問。活動から強い影響を受けた人物も多く間接的な波及
力が高い一方で、一企業の活動であるがゆえに経営方針がインフラや人脈の存続・維持へと直接
に影響してしまう不安定さは否めない(20)。研究活動に支えられた柱あるコレクションを持たなか
ったことがその脆弱な継続性の一因であろう。同様に、個人コレクターの展示場とし、う側面が強
い当時の私立「美術館」でも保存や継承機能の脆弱さは否めない(2九
冒頭、マースティンによる近代ミュージアムの類型を援用し、また、過去の研究で明らかにさ

れていた戦前まで、のデ、パート展の特徴を考察することで、日本特有のデ、パート美術館とは「半聖
堂= 半市場原理」であるとし、う仮説から議論をはじめた。ここから本稿が明らかにしたのは、デ
ノ号一ト美術館は「聖堂j 型ミュージアムの持つコレクションの研究・保存機能が脆弱だというこ
と、その一方で、、 「市場原理J に基づくために社会と市場に強く影響されるとし、う特徴を持つこ
とである。
つまり、第一にデパート美術館とは市場原理に基づいた産業型のミュージアムとして理解する
ことができる。さらに、クンストハレのようにコレクションを持たず展覧会開催に専念する、展
示および教育普及に特化した「劇場J 型ミュージアムであると特徴づけることもできる (22)。西武
美術館とは、市場原理に基づくデパート展の伝統の上にあって、とりわけ消費主義的社会の段階
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でこの劇場型がうまく機能した事例であると評価することができるだろう。西武以外のデパート
美術館を考えれば、デパート美術館は単なる貸し会場となる虞もある (23)。
「デパート美術展」の固有性とは、日本の近代化におけるミュージアム制度移入および商業施

設展示の歴史的文脈に由来するものである。また「デパート美術館」とは、消費主義社会の文化
経営を契機として考案された権威化の装置である。そしてまた、両者はいずれも展示および教育
普及の機能に特化した、モノ持たぬ「劇場」型のミュ} ジアムなのである。

小売 意味 対象

明治期・勧業博覧会 。 ソフトパワーの顕示 国家国民

美術愛好家
明治期・デパート肉画廊 同時代美術( 初期) 直接販売の場

( 当時美術はかなりの高級品)

明治大正期・児童博覧会など 。 見本市/
直接販売の場

家族、こども、婦人
( 理想の生活)

家族、こども、婦人
明治大正期・デパート肉博覧会 × 集客の手段/ 販売所

( 理想の生活)
大衆( r家族J rこどもJ )  

戦後期・デパート美術展 × 集客の手段
/ 若者( 現代美術、 「アートJ )  

集客の手段/ 大衆( r家族J rこどもJ )  
戦後期・デパート美術館 × 

新興文化の普及 / 若者( 現代美術、 「アートJ )  

表 2 日本のデパート美術展分類
※本稿で確認した、明治期以降の日本のデパート美術展の特徴のまとめ。筆者作成。
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註
(1) 英語の「ミュージアム (museum) j および日本語の「美術館j r博物館J とし、う用語は、訳語として前
者と後者が対応するわけではなく、また、時代や文脈に応じてそれぞれの用法も変化する極めて暖昧な
ものである。例えば「博物館J と呼称されない記念館や文学館、科学館なども博物館法の上では博物館
の一つに分類される。あるいは動物園や水族館なども「生態園J とされ、博物館法の坪内にある。( 佐々
木・亀井・竹内編 2009 p. 203) また、国立博物館というときの「博物館」は美術館を包摂しており、い

わゆる「美術博物館J としづ呼称と同様に、 「博物館」は museumの訳語でもある。こうした多様な語法
による混乱を避け、かっ、日本固有のデパート美術館の事例を欧米圏のミュージアム・スタディーズの

文脈に位置づけるために、本稿では、 The International Council of Museums (ICOM) による定義に

基づいて「ミュージアムJ という用語を用いる。 ICOMは、近代におけるミュージアムの概念を規定・更
新しつつ世界規模で各ミュージアムを包括するような地位にある組織であり、欧米圏のミュージアム・
スタディース理論において参照点となることも多いためである。また本稿における「博物館j および「美
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術館』の用語は、 「ミュージアムj に包摂された一つの類型を指すものとし、同時に、文脈に応じて固
有名調および日本語の慣例に従って使用している箇所もあり、 「ミュージアム」に統ーしていない箇所
がある。

(2) その他の二つの特徴は、 「文脈内部でオブジェの意味を理解すること」および「鑑賞者から極めて多様
に受け取られている事実に留意することJ である。 (Macdonald 2006 p.5) 

(3) これら近代以降のミュージアムの類型は、順に、 「聖堂」型とはメトロポリタン美術館に代表されるよ
うな、蒐集されたコレクションが一種の聖性を帯びるようなものである。建築上の構造からも特徴づけ
られる。第二に「市場原理」型とは、グローバル展開するグッゲンハイム美術館のように、極めて戦略
的に市場経済との均衡を保ち、その経営やコレクション・ポリシーに市場原理を明確に打ち出している
もの。第三の「植民空間J 型とは、大英美術館のように、帝国植民地時代の拡張政策と文化的器物の略
奪を成り立ちの起源に持つもの。そして第四の「ポスト・ミュージアムj 型とは、近年とりわけ増加す
る、単に知識を不特定多数の聴衆に伝達する代りに、さまざまなグループがミュージアムに関わる論議
に参加するよう促すタイプのミュージアムである。スタッフの立場も透明なものではなく、展示の伝達
プロセスに積極的に参与するものとされ、訪問者は受動的ではなく、その構成者となる。具体的には、
インディアン・サウスウエスト・パーク( マウント・ワシントン) などが挙げられているが、ここでは
人類学者のダイアナ・ウィルソンがネイティヴ・アメリカンとともにその展示を訪れて論議を醸したこ
とで知られている。こうした文化の表象/ 再現 (representation) の政治学が起こるミュージアムのこ
とを指す。 (Marstine 2006 pp.8-21) 

(4) こうした美術の価値論と、消費ないし状況論の対立は混迷を極める。主に前者が「アート= 芸術( ない
し文化) とはこのようにあるべきだ」ということを主張するのに対して、後者が rWアート』とはそう
呼ばれるものがアートでよいのだから、それでよい」として議論が暁み合わないようなことを度々目に
してきた。( 例えば 2010年 5月 14 日に開催された「緊急シンポジウム現代の表現と社会との関係を考
える」でも、研究者や批評家、美術家たちを交えた議論でこの点ですれ違いが終始保たれたままで、あっ
た) 私見では、 fアート」という言葉がその概念の包括性によって議論自体を暖昧にしていると考えて
おり、その歴史的萌芽が五節で扱う西武美術館などの用法にも確認できる。

(5) 以下に記すように、社史などのま撮からは 1908 年が最も早い時期のように思えるが、村田による「いずれも開

庖早々から庖内で美術展を開いていた」という簡潔な記述もある ( 村田真
http://www.dnp.co.jp/museum!nmp/artscape/serial/0012/murata.html) 。山本のデパート美術展研究、
吉見の博覧会研究ではやはり 1908 年の三越大阪での展示が初とされるが、浅野の記述によれば、日本
初のデパート三越百貨底は 1904年の開庖二ヶ月前の三井呉服底時代に「光琳遺品展」を、高島屋も開館
年に京都・大阪庖それぞれで「現代名画百福画展」を行なったとされている( 山本真紗子 2011 p. 323; 吉
見俊哉 1992 p.161; 浅野敵一郎 1997 p.76) 0  1904 年から 1907 年の聞に小規模でも美術が展示され
ていたのかどうかは、三越や高島屋の社史などの資料からは確認できなかった( 高島屋美術部五十年史
編纂委員会編 1960; 三越本社総務室広報担当・資料編纂担当編 2009) 。

(6) 本論文では「高級文化J という言葉を用いたが、浅野はこれを「文化性」という言葉で表現している。
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彼が当時のデパートに求められた要素として指摘した「文化J とは、いうまでもなく人聞の精神面での
向上を示す言葉としての「文化」概念であり、マシュー・アーノルドが『文化と無秩序』で使用したよ

うな、いわゆる高級文化を指してのことである。これは六節で述べるように、戦後の美術展の変容とは、

その「文化」概念が阻館をきたした社会の潮流へと対応するものであったと言える。本稿では言葉の混
乱を避けるため教えてこうした用法を使う。( 浅野前掲 p.77; Arnold and Garnett 2006 pp.32-52) 

(7) 浅野( 前掲 p.75) による新聞社とデパートの関係についての整理。
(8) 日本初の私立美術館については、定義によって諸説あるが、大倉集古館( 虎ノ門、東京。 1917 年一)、
大原美術館( 倉敷、岡山。 1930年一) が早い時期のものとして挙げられる。

(9) 浅野( 前掲添付資料) による「美術展デ} タベースJ の値。

(10 ) 内閣府のウェブサイトに公表された「国民生活に対する世論調査」の集計結果による。
(http://官官官8. cao.go.jp/survey!index-ko.html) 

(11) 国立社会保障・人口問題研究所および総務省統計局による統計データに基づく。 1975 年に高校進学率
は 9 君事lを突破し、その後横ばいになる。 1975 年の大学進学数は約 200 万人である。( r人口統計資料
集 (2011) 表 11-3 性別高等学校・大学への進学率 : 1950 2010 年 j

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2011.asp?chap=11&title1=%87蜘開87T揃1
附88'両国間l出0 %88阻7 ;  r人口推計資料 No. 76 我が国の推計人口 大正 9 年~ 平成 12 年」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000090004&cycode=O) 

(12) 商武流通グ‘ループ( 現・セゾングループ) は、実業家堤康次郎を中心とした開発業「コクド」、武蔵野

鉄道( 現・西武鉄道) および武蔵野デパートを前身とした小売流通業およびサービス業を中心とした企

業である。堤康次郎の死後、子息、堤清二による本グループとその弟堤義明による西武鉄道グループに

分離独立した形になる。その事業範囲は多岐に渡り、西武百貨庖を中心に西友、パルコ、ファミリー

マートなどの流通業を始め、金融・保険業、外食産業、地域・都市開発、航空事業や製造業、ホテ

ル・サービス業、化学工業などが挙げられる。
(13) ここでいう f正式なミュージアム」とは、 The International Council of Museums (ICOM) および日本

の博物館法が規定する「調査研究J r教育普及J などの活動を担う機関であるという説明に則ったもの
である。 IC仰によれば、 「ミュージアムとは、研究、教育、娯楽に資するために、人聞とその環境に
関する物的根拠を蒐集、保存、調査、伝達、展示するべく、公共に開かれ、社会とその発展に奉仕す
る非営利の恒久機関である (HA  museum is a  non-profi t  making， permanent insti tution in the service 
of society and of its development， and open to the public， which acquires， conserves， researches， 
communicates and exhibits， for purposes of study， education and enjoyment， material evidence 
of people and their environment. H) J とある( 拙訳) 。また、博物館法によれば、 r  W博物館』と
は、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管( 育成を含む。以下同じ。) し、

展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資す
るために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関の
うち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人
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が設置するもの」と定められている。西武美術館も収蔵作品を持たない美術館であった。

("rCOM Definition of a  Museum" http://www.museum.or.jp/icom-J/definition.html ;  
「博物館法J http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26H0285.html )  

(14) 野村の調査は時事問題を解説する用語集を分析対象にしているため、 1960-80 年頃の社会一般の変化
を鋭敏に反映していると考えられる。

(15) 国立国会図書館の蔵書検索 (NDL-QPAC) のデータベースを用いて、 5年間隔で雑誌・単行本タイトルを
集計した筆者独自の調査によれば、 「アート J rアーテイスト」および「アーチス卜j としづ言葉は
1976-80年の時期にもっとも大幅に増加している。例えば、単行木に「アート」という言葉が使われた
のに顕著だが、 1961-65年には 6件、 1966-70年に 9件に対して、 1971-75年には 25件、 1976-80年に
80件、 1981-85年に 150件となり、その後 2001年までしばらくは緩やかに増加する。

(16) 1981 年には軽井沢の古美術部門に現代美術の展示を加えて「高輪美術館」として (1990 年「セゾン現
代美術館J と改称) 若年層を対象に圏内リゾート旅行と美術鑑賞を結びつけて集客を図ったように、こ
こ数年開館が続く地方の大型現代美術館のように、現代美術を観光資源として扱った先駆といえる。

(17) 近年では、観光と美術鑑賞がセットになって語られることが一般化した。圏内で見ても、妻有アート
トリエンナーレ (2001年一) や瀬戸内国際芸術祭 (2010年) などの野外型美術展および地域社会との協
働制作の手法をとるコミュニティアート (community-based art) の社会への普及、それらに企業メセ
ナが積極的に助成を始めている。例えば、コミュニティアートへの助成で最大規模のアサヒビールに

よるアサヒ・アート・フェスティパルの 2010年のテーマは「アート・ツーリズムで行こう! Jである。
またそれに呼応して、観光雑誌や美術雑誌は、金沢二一世紀美術館や十和田市現代美術館などへの「巡
礼Jを次々と特集を組んでいる。例えば、アサヒビールによる最大規模のコミュニティアートへの助成
アサヒ・アート・フェスティパルの 2010年のテーマは「アート・ツーリズムで行こう! J である。

(18) 西武・セゾングループで勤務して、かなり近い場所から西武/ セゾン美術館を見ていたものに、文学
者の保坂和志、阿部和重や、映画・音楽評論家の佐々木敦などが挙げられる。

(19) 軽井沢セゾン現代美術館( 旧・軽井沢高輪美術館) は、西武グ‘ループの創業者堤康次郎による古美術中
心のコレクションの上に、財団法人セゾン文化財団 (1987年一) で集め始めていた現代美術のコレクシ
ヨンが統合されたものであり、ここにおいて、セゾングループはようやく劇場型ではない現代美術館
を開館したということになる。

(20) 西武美術館閉館後、学芸員たちは SAP ( セゾン・アート・プログラム、 1999-2004年) に参加した。こ
れはセゾン文化財団とは別組織で、他館やギャラリーでの企画展、講座や出版事業など、を行ったが、

およそ五年ほどでその車郎裁も解体した。その後 SAP はセゾン現代美術館の活動に吸収され、セゾン文
化財団と併せて美術関連の事業はセゾン現代美術強官に一元化されている。

(21) ある「美術館」と呼ばれる施設がどういった意味で美術館とされているのかという聞いは、本稿で確認、
した私立「美術館j にも、テーマパークのアトラクションや観光地の展示施設などの「ミュージアム/
美術館」を名乗る数多くの娯楽展示施設にも当てはまる。さらにこの間いは、し、かに来館者がミュージ

アムやその展示を利用し、意味づけ、受容しているのか、すなわち、コミュニケーションの空間とし
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てミュージアムはどのように機能しているのかという、あらゆるミュージアムに関係するより大きな
聞いへと通じている。それぞれの施設が人々によってし、かに「ミュージアム」として認知されているの

かについては、個別の検討が必要であろう。

(22) ドイツ語圏から起こったクンストハレ (Kunsthalle) は広義の美術館およびミュージアムに含まれるも

のであるが、恒久コレクションを有する狭義の美術館とは別に、展覧会企画に専念する利点、から西洋

には広く普及しているものである。日本では、水戸芸休務官現代美術センターや国立新美術館( 両者とも

に一部コレクションは持つ) がこれに当たる。

(23) 本稿が論じたように、こうした劇場型のミュージアムであることを商業施設であることとの関連性に
おいて考察することが肝要ではないだろうか。例えば、高度に経営的な視点、から運営され、数多くの

各国からの巡回展を催す森美術館および森アーツセンターギャラリーなどは、日本における世界規模
での現代美術展覧会の先駆けになったと言え、その意義の検証が待たれる。
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