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ア レコ問題に関する一提言

彰

15億円は青森県の財政規模か ら考えても小 さいものではない。 したがつて、そ

れだけの巨額を投 じた作品について、 さまざまな角度から議論 され るのは当然のこ

とであろ うし、それによつて、芸術 文化に対する県民の理解が深まれば歓迎すべ

きことと言える。 しか し、Int状 では必ず しもそのよ うな方向に向かつていないよう

に思 うのが、わた し独 りの思い過 ごしてなければ幸いだ。建設的な議論を行 うには、

大所高所に立った見識がなくてはならないことは言 うまでもない。

青森県が県立美術館設立を計画 し、その日王 となる作品を必要 としたのは充分に

頷ける。いや しくも一か ら県立美術館 を建設する以上、その創設のシンボル となる

作品を求め、県内外に強 くア ピール したいとい うのは、何 も行政だけの思いではあ

るまい。まず中核作品をすえて、その後の収集計画を実行に移 してい くとい うのは、

大変わか りやすい。なによりも青森県の文化振興に資するところ大なるものがある

からだ。

しか し、そ うしたプロセスを振 り返 ると、いくつかの点でいささか拙速にすぎる

との誹 りを招 くことがなきに しもあらずのようだ。中間報告にもあるように、「アレ

コJの取得が検討 されていた時期、美術品収集において、なぜ この作品でなければ

ならないのか、とい う必然性の議論を深め、論理 を構築 してい くべき大t■lな 時期に、

その中心的な役害」を担 うはずの学芸員が配置 されていなかつた、 とい うのはいきさ

か軽率であつた。一見些 l llな ことσつようだが、これひ とつを指摘するだけで 1)、 美

術館の中核作品を選定 し、購入 してい く重大きに対す る認識が、行政サイ ドに欠け

ていたのではないかと非難 されてもlJ方 あるまい。少 しきつい言いかたをす 11′ ば、

行政 レベルでの手続きとしては瑕疵がない としても、文化理解に対す る行政の底の

浅 さをは しなくも露呈 しているのである。県民サイ ドか らすれば、なぜ 「アレコ
J

なのか、とい うことに一抹のわか りにくさがつきまとうことはやむを得まい。

「平成 6年度第 1回 青森県美術資料 l17集評 llh委員会の開催に係わる諮問につい

てJの 中で 「ア レコJ取得の意義について、こう説明されている。 1美術的、音楽的、

演劇的要素を念頭 に置いて制作 された本作品は、美術 との F_5連 の中で音楽 演

'1等
に関わる総合的な芸術の提示 を掲げる本県美術館の基本的性格を象徴するにふさわ

しい。また、モニュメンタルな規模 をもつこの作品 〔「ア レコJ〕 は、シヤガールの

一作品、美術館の収蔵作品 とい う枠組みを越えた今世紀の芸術活動の歴史的な記念

宏
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碑であり、青森県の恵まれた 自然の中で 「芸術文化の森」の拠点たる総合芸術パー

クのシンボル としてもふ さわ しい作品である。」

「アレコJが美術 音楽 演劇を総合するシンボルで、
「芸術文化の森」の代表す

る作品にふ さわ しい、とい うことが簡 Hllに 述べ られている。 しか し、美術・音楽

演劇の総合 とい うこととが、呆たしてそれほ ど簡単なことなのだろ うか、具体的に

はどうい うことなのか、 とい う批判 もあるだろ う。が、それ以 上に、美術・音楽

演濠1の総合 とい うテ~ゼがそ t)そ も青森県にとつていかなる意義があるのか、さら

には、今後の美術館のllT7集 とどのように有機的な連関があるのかが見えてこない。

それは、この説明文の長 さとは無関係である。購入経過にかかわる種々の資料の行

間か らも、そのはつきりとしたイメージが浮かび上がつてこないのである。美術

音楽 演濠1の総合 と言われても、漆などの工芸や版画芸術、津軽三味線な どの伝統

音楽 とその現代性にこそ独 自性をもつ と考 えるのが県民感情の多数ではないか。 さ

すれば、そ うした県民感情 と県側 との意識 にはなお埋めなければならない距離があ

る。一歩下がつて、か りにそ うした諸芸術の総合に大きな意義があることに理解を

示 しても、その役割 を果たすのが、なぜ シヤガ~ルでなければな らないのかがll然

としない。 こうした溝が生まれた要因は、やは り作品購入 とそれが投げかける意義

について充分時間をかけて説明 してこなかつたことにあるのではないか。法律的な

手続き論に終始 し、守 りの姿勢に徹 してきたか らではないか。大切なことは、政治

的な視点や法律論か らではなく、芸術 文化論 としてなぜシヤガ~ルだつたのか、

を想起 し議論 を煮詰 めてい くことだ。そ してその議論をわか りやす く県民に広告す

ることだ。それ以外に県民の信頼 をかちえてい く道はなく、逆にその積み重ねこそ

が背森県の文化的財産になる。

なぜ美術・音楽 演劇の総合が青森県において必要なのか、その意義はなにか ?

そのためにどうしてシヤガ~ルなのか
' 

この問題に十分に説明がなされてこな

かったことに苛立ちを示す県民の声がオンブズマンとい うlrを 借 りてあらわれたの

である。その意味でオンブズマ ンが 「ア レコJ問題を提起 した意義は決 して小 さく

ない。また、その問題提起をめぐつて県が調査をし、県民の視線か ら懇話会がそれ

を検証す る、 とい う手続きを踏んだことは看過できない。 しか しくり返すが、肝要

‐ なことは、「ア レコ」問題を政治的な視点や法律論か らではなく、文化論 として展開

することだ。それを通 して、 日本人の精神の古層を形成す る縄文文化の一人拠点で、

豊饒な文化を内包 している文化県青森の、 21世 紀に向けた理想 を語るべきだ。魅

力ある北東北の中心 として意義ある提案をしてい くべきだ。「アレコJにはそれだけ

1 の価値がある。そ うでなければ県内外の心ある人たちの理解はとうてい得 られまい。

一委員 として今半年にわたる懇話会の議論の過程を振 りiiつ てみて、「ア レコJ間
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題の重要性を再認識 した。 しか しその問題 とは、未来に向けたものであつて、 くど

ぃょうだが、政治の駆け引きや法律論議ではない。「ア レコJ問題はこの作品をどの

ように将来に生かすか、その責務を果たすために、わた しは一つの提案をしたい。

まず 「アレコJを一般公開すること。昨秋 11月 、「ア レコJを実見 し、その芸術

性の高 さにふれることができたことは大きかつた。 これだけ質の高い芸術作品を前

にして、われわれがや るべき議論は、後ろ向きであつてはならない。「アレコJを公

開することで、われわれのや るべき議論 は未来に向けたものだ とい うことが、多数

の県民に理解 されることだと信 じる。

その作品の魅力をわかつてもらつた上で、同時に学芸サイ ドを中心に 「アレコ」

の学術的調査研究のプロジェク トを発足 させ、その成果の一部を公表 しながら「ア

レコJが投げかける文化的な意義をめぐり、芸術、F_史、哲学、文芸、民俗学など

学際的な研究者 を結集 したシンポジウムを開催 してはどうか。そ して 「ア レコJの

歴史的から現代的意義をくり返 し議論す ることを切に望みたい。公開で行われる議

論の積み重ねが、「ア レコJの価値 と解釈になっていくからだ。

作品の解釈の積み重ねを行い、県民に十分な説明がなされていく地道な努力をつ

づけていつてこそ、巷間取 りざた されているような 「ア レコJ問題 ――価格が高い

とか安い とか、手続きが曖味だ とかいつた ― は、いかに真の 「ア レコ」問題の核

心をはず したものであるかが、誰の 日にも明 らかになるに違いない。逆にいえば、

そ うした議論 を経なければ、行政的手続きによつて価格は正当だ と主張 しても、県

民の納得 は得 られないだろうし、なによりも、オンブズマンlllと 今 日戦わされてい

る議論は木 を見て森 を見ずの印象があ り、傑作 「アレコJを 冒涜す ることになる。

「芸術Jの わか らない青森県 とい う・
llり を受けては、県民は大いに迷惑だ。今後、

オンブズマンの真摯な努力は、「ア レコ」の学術的、文化的意義を明 らかにしていく

とい う方向に向けられ ることを切に願 つてやまない。われわれにとつて欠 くべか ら

ざることは、高き理想 を掲げ、未来に向かつて議論 し、なすべきことを敢行する勇

気 と玲持をもつ ことである。文化 とは、いまだ存在 しないより高いものに向かつて、

それぞれの個人がこだわ りを持ち続けることからしか形成 されないのである。
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