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第 1 回 

事業仕分けに関する助成金フォーラム 
 

参加者・賛同者の意見 
 
 

2009.12.22／国際舞台芸術交流センター作成 
 
 

--------- フォーラム申込時（12 月 7 日以前）にメールで寄せられた意見 --------- 
 
 

 
助成金のおかげで、いままでより赤字を減らし、キャスト・スタッフへの報酬も支払えるようになった。そ

れでも、赤字ではあるのですが・・。 
（石井琴子／劇団東京ヴォードヴィルショー） 

 
 
 
言う迄もなく芸術というものは数値で現すことはできませんし、利益の追求が目的では有りません。芸術に

関しては、他の事業の仕分けと同様に短期の審議で仕分ける事は絶対に難しいものであるはずです。 
創造活動をすること、そして継続していくことは、これ迄においても、また今日の環境下でも容易では有り

ません。 
 
私たちは地方で公演をする場合、地方の助成についても申請経験もあります。しかし、地方においても芸術

に回る予算は圧倒的に少なく、また市民団体等と同じ枠であることが多いですし、審査の基準、質も全く異

なります。 
 
わたしどもの活動においてそういった経緯もあり、継続して作品を発表すること、また水準を保ち、また新

たな試みに挑む事が日本芸術文化振興基金の支援によってなされて来ました。ある意味公演活動の基盤とも

いえるかも知れません。 
 
芸術はただ自己表現だけでないはずです。よい作品はその表現を通し社会に還元させているはずです。是非

とも数字だけでなく、これまで採択された団体、作品に目を向けて頂きたいと願います。 
 

（アンサンブル・ゾネ制作 伊藤愛） 
 
 
 
演劇に限らず芸術に関する取り組みが、社会や子供たちにとって必要であり大事だということは強く感じま

すが、現実はスポーツなどの他分野に比べて、とても限られた中での循環になってしまっているように感じ

ます。単純に、劇場に足を運ぶ習慣のある人の割合はとても低く、舞台製作側は数少ない観客を取り合う形

で観客動員に苦しむ状況があるといえると思います。 
 
そうした中で、新規の観客を開拓し裾野を広げていく取り組みの一つとして「割引」を実施しています。苦

しい中での「割引」ですので、助成金があってこそ実施ができていると思います。 
 
（私たちの芝居は装置や衣裳が特殊なことが多く、どうしてもお金がかかってしまいがちで、そうするとチ

ケット料金も高くなってしまいます。本当は引き上げたいチケット料金を、値上げせずに且つ、芝居そのも

ののクオリティを下げることなく多くの人に楽しんでもらえているのも助成金のおかげです。） 
 
とはいえ、今回の事業仕分けで明らかになったように、芸術創造活動に携わる一部の人にしか、その必要性

は感じられていないようです。そのことそのものに問題はないのか、疑問を感じます。芸術創造活動への助

成そのものを否定し、廃止それきりで、日本の芸術は、芸術家たちはどう育っていけるのか。そんな憤りを、

多くの国民は本当に感じているのか、そう感じる日本人であってほしいと思います。 
 
そうした意識レベルでの舞台芸術の広がりの為には、芸術創造団体そのものへの助成金給付だけでなく、も
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っと根本的に芸術が根付く為の教育政策などにお金を回しても良いのではないかと思います。例えば国立の

劇場では、子供たちに向けた体験型ワークショップを学校側との連携が取れる形で定期的に開催するなど。

（そのためにも、自主制作のクオリティの高い作品つくりは続けてほしいと願います） 
 
また、分配の方法を検討し、団体ではなく劇場への助成金を増やし団体が借り受ける時の劇場費を安く、さ

らにはチケット料金を下げるなど、いろいろな可能性があると思います。 
 
何事も言うほど簡単ではありませんし、個人的な意見で浅はかかと思いますが、多くの人で考えたいと強く

思います。 
 
そうして一団体は、ひょっとしたら今は苦しくなろうとも、将来的にもっと舞台芸術がやりやすく、分かち

合えるものになっていくことを願います。 
（内山容理子／花組芝居） 

 
 
 

芸術文化振興基金からの助成を受けたことによって自主公演を実現することが出来た。特に地方での上演は

助成無しでは実現できなかった。特に地方での上演は助成無しでは実現できなかった。僕のように、地方（山

口県）出身で文化芸術に慣れ親しむ環境には育たなかった人間にとって、国家からの支援は文化芸術への意

識を広めるためには必要不可欠なものであると思う。 
（大橋可也／大橋可也&ダンサーズ） 

 
 
 

現代舞踊協会では、主として人材育成のための公演事業がなされており、協会の発足当時から地道な活動が

なされている。舞踊家を育成するに当たり、個人の研究所での研鑽だけでは文化芸術の普及、振興、発展は

進んでいかないというのは半世紀前に提唱されており、国家レベルの支援による、海外派遣の研修がなされ

ることにより、多くの舞踊家が輩出され、後進の指導、文化芸術への寄与がなされているのは今日の舞踊界

の動きを見れば明らかである。 
  
成果についての評価は一点を見るだけでは不十分と思われる。 
  
当協会では、在外派遣で研修を受けてきた者は、海外舞踊界の動向を研究発表し、舞踊テクニックのワーク

ショップを講師として担当をする。また、公演での作品発表も行い、新人舞踊家への牽引力となっている。 
このサイクルは、長年にわたり作られておりこの積み重ねが大変重要である。個人レベルでは到達できない

国際交流、海外研修の道を閉ざすようなことは文化の衰退となることは明らかである。 
  
文化庁の人材育成支援の公演 A では、新進舞踊家の育成として、舞踊技術の向上はもとより、舞踊創作にお

いて研究会を開催や公演終了後には発表作品についての評論会を開催するなどして、質の向上にも努めてお

り、その成果は作品の質として見られている。支援がなければ、公演事業を取り巻く環境は悪くなりばかり

か新進芸術家の活躍する場がなくなる。支援公演 B では、東京の一極集中にならないように、全国的な舞踊

活動を活性化するための事業展開がなされ、その事業への支援がなされることにより地方での舞踊家の層の

厚みと幅が広がっている。支援公演 C では、より高度な作品創作、作品発表を行い、芸術活動を通じて豊か

な文化的な社会への寄与がなされている。 
  
公演事業 A、B、C についての特徴、成果を漠然として述べたがこの ABC がリンクしあい、その波及効果が

もっとも重要であり、その波及を起こすものの中に、在外研修を受けたり、国際交流を行うことで、パワー

アップされていく。芸術活動は個人レベルで楽しめ、自己責任でやっていけという風潮だが、ここに関係し

た者は、教育場面で、地域貢献の場で、生涯学習、介護医療、障害者医療の場でと多方面で関わり活躍をし

ている。 
 
一点をみての成果ではなく、波及効果として見ると大変な広がりがあり、成果として見てもらいたい。 
（全てを検証し追跡していけば、具体的な数字や事項が分析され報告ができるかもしれないが残念ながらそ

れを出せと言われるとない。モデルケースとしてなら実証できるかもしれない。） 
 
舞踊に接する者の人口は多い。踊ったことがないというものはいないはずである。２～３歳ごろ聞こえてく

る音楽、リズムに合わせて無邪気に身体を動かす、舞踊は生命に近いものであるから、地球レベルで存在し

ている。舞踊がより土着的な国と舞踊がより芸術的でありその芸術活動が盛んな国を比較すればその国の文

化レベルがわかる。舞踊を見れば国がわかる。日本は優れています。しかし、残念ながらひとつのバランス
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が崩れると立つこともできなくなってしまうでしょう。 
 
売れるモノだけしか作らない。売れるモノが優れている。という民族、国家を想像すると今後の社会、教育

現場はどうなるのでしょうか。科学者のみならず、芸術家も海外流出（すでにしていますが）していきます。 
 

（蔭山けい子／（社）現代舞踊協会 事業部統括部長／劇的舞踊集団 Kyu） 
 
 
 
＜東京の夏＞音楽祭（1985 年第 1 回～2009 年第 25 回を開催）の第一回から文化庁、国際交流基金から助成

金の補助があるが、大きなプロジェクトでは民間企業および自治体（東京都）などからも補助を必要とする。

その規模は文化省の機能しているヨーロッパの国とは比べ物にはならないが、文化庁や国際交流基金からの

助成金はすべからく有意義に活用され、事業後には詳細な報告書を提出するシステムになっている。今回の

「仕分け」の際、結論づけられた「内容の成果が見られない」ことは決してない。したがって、縮減の結論

はもってのほかである。 
（加藤恭子／（財）アリオン音楽財団 広報部） 

 
 
 
申請をしても、まだ助成を受けたことがないので分からないが実際に受けたことのある団体のうち、申請通

りに補助金を使っていないという声を多く聞くので、非常に問題意識を持っている。 
 

（鯨 エマ／海千山千・かんじゅく座） 
 
 
 
芸文基の助成金を得て年２回の自主公演を行っていますが、特に観客層にろう者が多いためチケット代を安

価に抑えたく、助成金は不可欠なものとなっています。  
 

（小池紀子／社会福祉法人トット基金日本ろう者劇団） 
 
 
 

通年、演劇制作を主体にイベントの企画制作に従事しております。助成はこれまで作家の個人ユニットで海

外公演、国内では劇団モダンスイマーズをレギュラーとして年間２回の公演を採択いただき、表現者である

作家、演出家、出演者の創造性を常にはぐくみ、次回に反映して、新しい顧客を増やすことでも成果はあが

っていると認識しています。なにはともあれ、助成金によって初めて実施が可能となるということが何より

の成果と考えています。現在の文化に対する助成は日本は決して多くはないと思いますが、これ以上に芸術

に携わるものに助成が少なくなるということは商業ベースにすべて準じていくことになり、良質で小規模な

ものが消滅の危機にただでさえあるのに、将来有望な青少年にもその道を絶つことになりかねません。せめ

て現状の維持を望みます。 
（神野和美／Habanera） 

 
 
 
毎年何らかの助成を受けています。海外公演に関しての意見に限らせて頂きますが、私たちの劇団では１～

２年に１回のペースで海外公演を行っております。近年は、二国間交流事業に応募しておりますが、他の国

際交流事業も同じような扱いにして欲しいと、切望しております。一過性の二国間交流ではなく、継続した

海外交流は非常に重要だと思いますが、対象経費が少ないため、現実的にかなり実現が厳しいです。 
 
また、私たちは現代日本人のありのまま、もしくは現代日本人の視点を通した現代演劇を上演しており、各

国での公演で、「日本人に対する認識が変わった」という意見を多数寄せて頂いております。庶民レベルでの

交流に非常に有効だと考えます。実際に鑑賞してもらえる人数は限られていますが、ネットで感想が配信さ

れたり広がりも持てていると思います。 
 
また、すぐに公演に結びつけることは難しく、在外研修制度や、今は廃止された芸術家の招聘も、将来にむ

けて両者の交流に非常に有効だと思っています。 
（田辺素子／劇団銅鑼 制作） 
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2007 年度アヴィニヨン演劇祭への参加。正式な形の招聘公演ではありましたが、演劇祭からの補助金、劇団

の自助努力のみでは参加することは出来なかった。 
 

（澤田麻希・谷口幸子／江戸糸あやつり人形 結城座 制作） 
 
 
 
助成金はもちろん継続していただきたいのですが、仕分けの意見にあった「スポンサーを見つける必要性」

などについても、こちら側で考える必要があるかな？と思っています。これは自分たちの前の世代はやって

いたのではないか？（少なくとも、チラシのスポンサー広告取りや、チラシポスターの置き作業）あるフラ

ンス人俳優の例として、彼は自分がやっていることをアピールすることで友人などからもお金を募っていま

す。演劇に対する考え方が見る側もやる側も根本的に違うので、参考にはならないかもしれませんが。ただ、

例えば町の飲み屋なんかはその町に住む仲間の落とすお金で成り立っている。それが大前提。そうやって生

活をしている。芝居で生活をすることも同じではないのか？などと考えたりもします。 
 

（永井秀樹／東京タンバリン） 
 
 
 

特にオペラでは、助成金無しの上演が困難です。助成金が税金であり、それによってしかオペラが成立でき

ない現状は改善させるべきですが、まだ自律した運営ができる環境ではないと思います。 
 
2009 年の兵庫芸文、二期会、愛知芸劇でのカルメンの成功は、文化庁の大型助成の成果であると思います。

そうした大きな企画を立ち上げることで、歌手、スタッフ、そして観客が育成され、オペラというマイナー

な分野が、市場にインパクトを与えたと思います。文化行政が行ってきた長年の成果がこのカルメンであっ

たと思います。 
 
これまでのように、助成金に頼るだけのオペラ運営ではいけないでしょう。しかしまだオペラというジャン

ルは、現在、脆弱な基盤に成り立っており、このカルメンをビジネスモデルとしての範例にすることで、オ

ペラというジャンルが更に市場にインパクトを与えていけると思います。 
 
従って、現在はまだ助成金を打ち切るという時代ではありません。打ち切れば、今までの助成を続けて育て

てきた成果を無にしてしまいます。現在は、助成金漬けの時代から、脱助成金時代への過渡期と見るべきで

しょう。 
（中村康裕／フリーランス［オペラ演出］） 

 
 
 
（1）個人では、平成 14 年度新進芸術家海外留学制度（アートマネジメント部門）１年派遣 
→アメリカで芸術を支えるさまざまな NPO が組織として活発に活動していることを見聞きして刺激を受け

たことが、芸術家のくすり箱の立ち上げにつながった 
 
（2）組織では、平成 20 年度文化庁芸術団体人材育成支援事業（「ヘルスケアセミナーvol.4」） 
→かさむコストを補っていただくことで、参加費を低減し、現場の芸術家の参加のハードルを下げることが

できた 
 
【その他意見】 
・助成した事業に関しては、報告をウェブなどでも閲覧できるようにしてはどうか（報告が簡単に閲覧でき

ないままでは、何に使われているのかと疑問をもたれても仕方が無い） 
・助成に関する決定の遅れ、申請から交付までの事務手続き、支払いの遅れなどが散見されるため、助成事

業の予算の一部を、その助成制度を運営することにまわしてはどうか（その事務的な効率の悪さは、多くの

芸術団体の運営にダメージを与えているのが現状。事務改善は、手間さえかけられれば、難しいことではな

く、それによって助成金がより効果的に使われ、芸術団体の運営側の疲弊を軽減することができる） 
・助成金の対象費目の制限を見直してはどうか（特に、事務局スタッフにかかる人件費の算入が認められな

いのは、マネジメントスタッフの育成を政策として行う一方で、その先の活動の場を塞ぐという政策内の矛

盾でもあり、それにより現場の制作サイドが疲弊し、結果芸術の質の低下につながる）。 
・「文化芸術基本法」第６条に「政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。」とあるが、今回の仕分けに関しては法律違反にならないだ
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ろうか？ 
（福井恵子／芸術家のくすり箱） 

 
 
 
○ 兵庫県立芸術文化センターにおける自主制作オペラ上演実績 

2005 年 11 月 オープニング・バレエ・ガラ（ニジンスキー版「春の祭典」蘇演）2 回 
 2005 年 12 月 ヘンゼルとグレーテル（鈴木敬介演出）    3 回 
 2006 年 7 月 蝶々夫人（栗山昌良演出）      8 回 
 2007 年 7、8 月 魔笛（エマニュエル･バステ演出）     8 回 
 2007 年 12 月 ヘンゼルとグレーテル（再演）     4 回 
 2008 年 3、4 月 蝶々夫人（再演）       7 回 
 2008 年 6、7 月 メリーウィドウ（広渡勲演出）    12 回 
 2009 年 6、7 月 カルメン（ジャン＝ルイ･マルティノーティ演出）  15 回 
 2009 年 12 月 ヘンゼルとグレーテル（再演）     3 回 
 
○ オペラ公演平均入場率 90％超。観客動員累計約 12 万人。アンケートによるオペラ初心者平均 50％超。

レクチャー、ワークショップ、公開リハーサル、プレイベント等により地域社会への広がり。 
オペラ文化を様々なレベルで地域社会へ提供し、芸術鑑賞者の拡大、地域出身芸術家の起用や地域団体と

の協力等による地域の芸術活動の活性化に貢献。 
200 億円の建設費を伴うセンター構想は、県民に支持され、震災後の復興と並行して維持された。 
日本総研の試算による経済波及効果は、開館後当初２年間で 769 億円、継続的効果として毎年 128 億円。 
（過去、関西におけるオペラ上演は少数の任意団体・劇場・音楽大学等による国内レベル・中小規模・１

～２回の公演がほとんどであり、首都圏に対して 30 年遅れていると言われていた。センターの事業は水

準と規模・社会認知度・観客層の拡大の点で目に見える変化をもたらしている。） 
 

○ 兵庫県立芸術文化センターとして文化庁からは平成 18 年度以降、上記の「蝶々夫人」「魔笛」「メリーウ

ィドウ」「カルメン」を含む 125 事業 215 公演に支援を受け、上記の活動を支えられている。 
 
○ 私自身、平成 13 年度文化庁芸術家在外研修（アートマネジメント部門１年派遣）にてボン市立歌劇場（ド

イツ）で劇場運営・オペラ制作を研修。 
 
○ 帰国後、2003 年より財団法人兵庫県芸術文化協会・芸術文化センター推進室に所属。2005 年開館の同セ

ンターにおいて自主制作オペラ及びその関連事業の制作に携わっている。 
 
○ 文化庁による人材育成助成と、事業助成が相乗的に活用され、地域のみならず全国レベルのオペラ文化の

拡大と活性化に大きく寄与している。 
 

（古屋靖人／兵庫県立芸術文化センター 事業部［オペラ制作］） 
 
 
 
私の職場では、 お蔭様で、今年度まで、様々な助成金をいただき＜東京の夏＞音楽祭を開催してきましたが、

今年で音楽祭も終了することとなり、私を含め、複数の職員が退職することとなりました。このことは、直

接的に基金や助成金が理由ではありません。が、今まででも、決して多くないと思っておりましたが、更に

今後、文化的な事業への助成などが減ってしまうのは、言語道断！（私たちの事業のこととは関係なく）も

っと、もっと、公的に助成すべき事業がやまほどあります。普通の市民たちが、より文化的なものに触れる

ために、出演者、主催者が助成を受け、それによって聴衆が安価な入場料で質の高いものを鑑賞することが

できる権利があると思います。それなのに、これ以上、減ってしまうということとなれば、これは、日本に

とっての本当の意味での危機だと思っております。何らかの形で、文化の分野からも意見を言わねばならな

いときだと思います。このピンチを、真の文化政策を打ち立てる機会にしていかなければならないのです。 
 

（丸山真樹／アリオン音楽財団） 
 
 
 

毎年 7 月の定期公演では、文化庁から助成金をいただいています。定期公演では、助成金なしで公演をする

ことができません。そのほか、本物の舞台芸術鑑賞事業などがあります。地方での公演は初めてバレエを知

ってもらう意味で、大変意義のあるものでした。 
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（宮路昌美／（財）井上バレエ団） 
 
 
 

経済が冷え込んでから、入場料収入が頭打ちとなっている。特にクラシック音楽の業界では甚だしく、助成

金無くしてはコンサートを成立させるのは困難に近いと思う。もちろん、助成金を得ても自己負担は大きく

あるのが現状で、助成金がなくなると、若くて意欲のある芸術家の活動がかなり抑制されてしまい、若い才

能の発芽と育成に影響が起きると思います。 
（宮田康子／(株)東京コンサーツ） 

 
 
 
文化庁の国際交流事業は、私にとって、また劇団にとっても有意義であり、新たな演劇創作の可能性を切り

開いています。世界の演劇に目を向けること、世界の演劇人たちとの交流は、日本の演劇を活性化します。

国家や言葉を超えた作品づくりこそ、行政が取り組むべきこれからの課題です。 
 

（宗重博之／劇団黒テント） 
 
 
 
この 20 年、助成金なしでは多くの重要な事業がやってこられなかったであろう。そしてそれらは（自分たち

がアーティスト本体ではないので）いかに多くの日本のダンスアーティストに大きな影響を与えてきたか、

そしてそれが次のステップへ繋がり、日本の文化の発展に、海外との交流に大いなる意義があったか……思

えばその重要さと価値を改めて感じています。そしてそのすべてをやってきた私としては無視できない状況

です。 
（盛 裕花／株式会社アンクリエイティブ 代表取締役） 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

行政刷新会議「事業仕分け」への意見書 
 
(総論) 
現在行なわれている行政刷新会議の「事業仕分け」は、まだまだ判らないところがありますが、新聞、テ

レビ等の報道から察せられることは、真に「仕分け」が必要な事業と、継続発展させなければいけない事業

とが混然としているのではないかという印象を受けざるを得ません。 
ただ、私たち演劇人にとって全体の「事業仕分け」について論じることは荷が重い論議ですので、芸術に

関する事業番号 3-4、及び 3-5(1)(2)(3)の評価シートに記載されたコメントに対して、意見を申し上げたいと

思います。 
評価コメントを読ませていただきましたが、評価者の皆さんは、「芸術」や「芸能」を真に理解しているの

でしょうか。驚くべきコメントで「日本の文化」はどうなってしまうのだろうかという危惧を抱かざるをえ

ません。 
評価者には直接的な利害関係者を加えないということは理解できますが、何故、「芸術」「芸能」に造形の

深い学識者、作家、新聞記者等の文化人を参加させなかったのか、真に不思議です。 
わが国の優れた作家、音楽家、画家、演劇人等が時の権力、政府に働きかけ、「芸術」に対する理解を求め

て、やっとささやかな文化、芸術に対する助成が認められ、発展できるやもしれないという矢先に「生活を

守る」という命題で政権を取った民主党政権主導で文化助成を廃止、または縮減されることは真に皮肉なこ

とだと思います。 
「生活を守る」という事は「精神生活」をも守るということでもあり、衣食住だけでなく、文化、芸術、

芸能も大切にするということの筈です。 
ところが「事業仕分け」の実態は、この大切な文化、芸術、芸能を軽視しているのではないかというコメ

ントが多く、我々日本人にとって大変な悲劇であり、世界のもの笑いになるのではないかと思われるほどで

す。 
イギリス‐0.23%、フランス‐0.86%、韓国‐0.79%、中国‐0.40%(文化庁資料)……これは、現在の先進

国の国家予算に占める文化予算の割合です。日本はたかだか 0.12%にすぎません。それをまた縮減するとい

うことになるのですから、日本は完全に文化的後進国に落ち込むことになるのではないでしょうか。（アメリ

カは 0.03%ですが、GDP に占める寄附の割合が 1.67%と極めて高く、国の事情として参考にはなりません。） 
文部科学省、及び文化庁が少ない予算でまかりなりにも日本の文化、及び地域の文化の格差の是正、より
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精神生活を豊かにするための芸術の育成、又、その根幹ともいうべき人材の育成、そのための若き頃からの

情操教育等々の努力も無に帰する程の内容です。 
また、文化、芸術を育成する事業は、地方、地域に任せるべきだというコメントが多くありますが、これ

らのコメントも現実の社会の実態を理解しているとは思えません。 
現在の疲弊しきった地方の自治体に、そのような経済的余裕があるのでしょうか。また、地方での経済的

格差や文化の理解度の格差が広がり、演劇に関していいますと、産まれてから一度も芝居を見たことがない、

シェイクスピアもチェーホフも木阿弥も近松門左衛門も知らない人たちが増え、文化行政に積極的な地域の

人たちとの文化度の違いが膨らみ、日本全体の文化度はどんどん低下していくことでしょう。 
いずれにしろ、国としての文化政策はいずこにあるべきなのか、今一度、行政刷新会議の方々に考えて頂

きたいと思います。 
それでは、次に各論に入りたいと思います。 
 
(各論) 
事業番号 3-4(独)日本芸術文化振興会関係におけるコメントの疑問点 
① 基金(政府分)は廃止 
現在、(国 541 億円、民間 112 億円)の運用益により助成事業がなされていますが、541 億円が減少され

るとするならば、残りの金額の運用益で一体、何が出来るのでしょうか。これは芸術文化振興基金の事業

をほとんど廃止するということと等しいことになるのではないでしょうか。 
② 子どものための優れた舞台芸術体験事業の廃止 
総論でも述べましたが、優れた芸術、芸能を生み出すためには｢才能のある人｣が必要です。 
そのための育成は不可欠でまさに子どもの頃から、鑑賞眼、感受性を育てる必要があります。この様な

大事なことを地方自治体のみに委ねていいのでしょうか。国も積極的に関わり、日本の文化の質の向上に

努力すべきではないでしょうか。評価者のコメントでは、「マッチングは文化庁か民間でも可」と述べてい

ますが、実務的側面の援助のみでは疲弊した現在の地方自治体ではまかないきれず、経済的援助は絶対に

必要だと思われます。 
③ 芸術創造・振興事業の廃止 
日本の芸術文化活動水準の向上を図り、国民全体が文化芸術に触れ、参加できる事業で、精神生活を豊

かにし、まさに「生活を守る」事業を廃止していいのでしょうか。 
多くの芸術団体はこの助成の恩恵を受け、優れた舞台を作り出している実態を、評価者の皆さんは理解

されているのでしょうか。事業仕分け資料 11/13 午後分資料の 83 ページの「事業、制度」の必要性を今一

度、評価者の方々に読んで頂きたいと思います。 
④ 文化振興は国の責務か民間中心で行うか議論が必要。すべて地方へ集中 
文化庁の資料にある通り、先進国のほとんどが国としての文化助成が行われており、すべて文化助成を

地方に押し付けるようなことはしていません。国としての文化政策を真摯に考えていただきたいと思いま

す。 
⑤ 「助成の効果説明が不足して、ばらまきの批判はおさえられるものではない」等のコメント。 
芸術、芸能というのは評価者の方も数値では計れないものだと認めていますが、ここでいう効果説明と

は何を意味するのでしょうか。「数量」でないとするならば「内容」か「社会性」ということになりますが、

「内容」には主観的要素も強まりますのでおいておきますが、「社会性」ということになると、これも色々

と問題で、社会的活動性なのか、マスコミに取り上げられ、評判と人気を取るというものなのか、もしそ

うであるならば、ポピュリズムに陥る危険性があり、スノッブ（無理解者）、及びミーハーが喜ぶような作

品がもてはやされ、質の高い「芸術」「芸能」がなおざりにされる危険性があります。今ですらそういう状

況が生まれており、助成というのは、その様な風潮に対抗すべきもので、真の芸術家、芸能人を助成して

いくものだと思います。 
 

事業番号 3-5(1)におけるコメントの疑問点 
① 成果を具体的に評価すべき、成果の評価法を改善するまで削減すべき等のコメント 
まず、評価の基準を評価者の皆さんはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。観客動員数のよう

な数値なのか、先に述べた社会性なのか、 も大事な内容なのか、それをお聞きしたい。今までは助成を

受けた側は、文化庁へ「内容」「社会性」「数値」についての報告が義務付けられており、きちんと履行さ

れていると思いますが、それ以上に何を望んでおられるのでしょうか。 
② 芸術は自己責任。日本独自の洗練された文化レベル・芸術性が通用するのであれば、しっかりしたマ

ーケティングで興行可能 
このコメントが も評価者の芸術に対する無理解を表しています。 
音楽、絵画もそうですが、能、狂言、歌舞伎等はパトロン、スポンサーがあって初めて興業が成りたっ

た芸術、芸能などです。その歴史をご存じないのでしょうか。「アーティストとしての自立性」と「自己責

任｣とは違う概念なのです。「造る事」に関してはあくまでも自己の責任においてなされますが、作品の販

売、興業とは別物ということを、評価者の皆さんは混同していらっしゃるようです。又、「興業」というの
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は営利を目的としたもので、洗練された文化レベルの芸術性とは全く別物で、商業主義的作品とは次元の

違うものです。「芸術」と「興業」の違いも分からない人が評価者になっているというのは驚きを禁じえま

せん。 
③ 人材育成は不要。各コンテストの副賞等で有望な人は留学している。交流事業については外務省と重

複しており、国全体としては縮減すべき 
このコメントも驚くべきもので「人材育成は不要」は論外ともいうべきもので、総論、前段の各論にも

書きましたが、「芸術」「芸能」は「才能ある人」を育成する事が も大事なことです。これは何も芸術に

限ったことではありません。政治、一般社会でも同じことで 後は「人」なのです。そのための教育がど

んなに大事なことかという事は歴史をみてもわかる通りで、ここでは多くを述べないことにします。 
また、音楽や絵画では、各コンテストの副賞等で有望な人は留学していることもあるでしょうが、演劇

界ではまったくありません。実態をみてコメントしていただきたいと思います。 
 
 

以上、「コメント」の反論という形で意見を長々と述べましたが、日本文化、芸術のため、「事業仕分け」

のご再考、宜しくお願い致します。 
 

劇団俳小 代表 斎藤真 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

日本の室内オペラ活動の現状と将来 
 
１、日本オペラのあゆみ 
日本のオペラ上演史には、1903 年オペラ「オルフォイス（オルフェオとエウリディーチェ）」（グルック作

曲）全曲が日本人によって初めて上演された。この公演は東京音楽学校奏楽堂において同校の歌劇研究会に

よるものである。しかし当時の文部省は「風紀を乱す」との理由で戦後 1951 年同校（現、東京芸術大学）

にオペラ研究部が設置されるまでオペラの上演を禁止した。その後山田耕筰（数百曲の歌曲を作曲し日本歌

曲の礎となった）が、研究団体「日本楽劇協会」（1920）を組織し自作のオペラ「堕ちたる天女」（1930）、
オペラ「黒船」（1940）等を上演した。しかし当時の日本の洋楽界は、先進国欧米の音楽を吸収することに

専念した時代であった。音楽評論家秋山邦晴は『昭和初期から第二次大戦までの日本の作曲界の展開を通観

してくるとき、「歌曲の分野からもう一歩前進して、器楽曲、オーケストラの分野をきりひらいた」（深井史

郎）ばかりか、その二十年間にあらゆる意味で作曲の急速な発展をとげた』と述べているように、オペラの

本格的な音楽活動が始まるのは戦後を待たねばならなかった。 
戦後、藤原歌劇団の公演が堰を切って上演を開始。また、1946 年には「知盛」（広石徹作曲）等の日本の

オペラ作品の上演も始まった。1950 年代以降、日本オペラは藤原歌劇団青年グループ、教育オペラ研究会

（現・日本オペラ協会）、東京室内歌劇場そして創作オペラ協会等が室内オペラ、日本オペラの未紹介作品の

初演の活動を活発に行った。 
現在、全国に 200 以上のオペラ団体や制作団体が存在している。またこれまでに日本オペラ（主に室内オ

ペラ）が作曲・初演された作品数は 600 曲以上に上ると報告されている。かつてオペラ「夕鶴」の年間上演

回数が 1996 年までは 多であったが、1997 年以降は「オペラシアター・こんにゃく座」のオペラ「森は生

きている」（林光作曲）、オペラ「ロはロボットのロ」（萩京子作曲）、オペラ「どんぐりと山猫」（林光作曲）

の公演は、日本全国の学校を対象にした公演ではあるが、それに取って代っている。因みに 2003 年のオペ

ラ「どんぐりと山猫」の年間公演回数は 63 回、「オペラシアター・こんにゃく座」の総公演数は 213 回であ

った。 
 
２、東京室内歌劇場のオペラ活動の現状 
 現在、東京室内歌劇場は日本国内において も活発に室内オペラの活動を続けている団体のひとつである。

東京室内歌劇場は 1969 年（昭和 44 年）９月、畑中良輔、栗山昌良、若杉弘、三谷礼二、杉田村雄の諸氏を

中心に約 90 名の同人によって創立され、「古典と現代」の室内オペラ作品を対比的に取り上げ、既に世界初

演、日本初演を含め百数十本のオペラ作品の上演を重ねてきた。1994 年からは若杉弘芸術監督のもとに、ま

た 2007 年からは専門委員会を設置、創設期のポリシーを踏襲、発展させるシリーズ性のプログラム・ビル

ディング体制を整えた。「バロック・オペラ・シリーズ」、「実験オペラ・シリーズ」、「古典的名作シリーズ」、

「エンターテインメント・シリーズ」、「日本オペラ・シリーズ」などである。これらの公演に対しこれまで

三菱信託音楽賞など多くの実績を上げている。 
 
３、東京室内歌劇場の韓国公演とその成果 

東京室内歌劇場は近年、「日本オペラ･シリーズ」による海外交流公演を盛んに押し進めている。東京室内
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歌劇場の 初の海外公演はイスラエル国際フェスティバル参加公演（1982）であった。その後、ジロー・オ

ペラ賞の創始者故沖 広治氏のコーディネイトにより日韓オペラ交流が始まった。日本語の台本に韓国人が作

曲するオペラ制作の構想は、当時としてはなお時期尚早と抵抗する向きを尻目に実業家らしい実行力で沖氏

はオペラ「人はしらず－おたあ・ジュリアの殉教－」（1991）、オペラ「超越」（1995）、オペラ「愛の輝き」

（2000）の 3 作品を生み出した。日韓交流の大きな成果には、ISCM 世界現代音楽祭ソウル公演（1997）で

上演されたオペラ「超越」は倍音を極限まで生かした難解ではあるが極めて美しく仕上がった作品であった。

また、2001 年の韓国国立オペラ団との共同制作公演のオペラ「春春春」とオペラ「虎月傳」、2003 年の韓国

国立オペラ団とドイツ・マグデブルグ州都歌劇場との三者による日韓独合同公演としてオペラ「リｩ・トｩン

の夢」とオペラ「裏切る心臓」が両国で上演された。 
 余談ではあるがジロー・オペラ賞の創始者故沖 広治氏は韓国ソウル郊外のハンセン氏病施設の聖ラザロ村

に寄付を続ける一方、日韓の音楽交流に力を注ぎ、数多くの日韓のオペラ歌手、音楽学生に援助の手を差し

伸べ、10 余年に亙って日韓オペラ交流の要として貢献された。氏の追悼公演は韓国オペラ界が 2002 年３月

14 日「沖晃司追慕音楽会」を催し、我が国のオペラ界では日本を代表するジロー賞受賞者を中心に、「ジロ

ー・オペラ賞記念コンサート」～沖 広治さんを偲んで～を、その年 7 月 5 日新国立劇場中劇場に於いてその

功績を追悼した。 
 

2001 年、韓国国立オペラ団と東京室内歌劇場との日韓共同制作公演 
韓国国立オペラ団との日韓共同制作公演は日本オペラ「虎月傳」と韓国オペラ「春

ボン

春
ボン

春
ボン

」が日韓両国で上

演された。オペラ「虎月傳」は日本の著名な作家である中島 敦の「山月記」を題材に中村栄が台本化、田中

均が作曲した。1980 年の初演以来数十回の公演回数を重ね日本オペラの名作として定着している。一方、オ

ペラ「春春春」は作曲家イ・コンヨン氏が日本滞在中に狂言に触発され、韓国では馴染みの民話「春春」が

オペラ「春春春」へと生まれ変り、緊張感の高いオペラ「虎月傳」に対し、韓国の素朴な農村風景を小編成

ながら、打楽器群を多用した韓国伝統音楽の音階やリズムを生かし、新鮮な現代感覚のおおらかさを歌いあ

げて成功した喜劇作品である。この公演は、日韓両国のオペラ作品を各々自国の歌手が上演する一方、韓国

人歌手が日本語で、日本人歌手が韓国語で各々相手国のオペラ作品を互いの母国語で上演した。当時韓国に

おいては日本文化が解禁される直前のことであった。 
当初共同制作の過程で相互の入れ替え上演には、日本側上演には消極的であった。しかしいざ取り組んで

見ると、日本人歌手の日本語表現に比して韓国人歌手の力強い響きの演奏に接した時、思いがけない輪郭の

美しさに日本語の本来あるべき姿を再認識することとなった。 
 
2003 年、韓国国立オペラ団とドイツ・マグデブルグ州都歌劇場と東京室内歌劇場の 3 者による日韓独合同

公演 
韓国国立オペラ団とドイツ・マグデブルグ州都歌劇場と東京室内歌劇場の 3 者による日韓独合同公演はオ

ペラ「裏切る心臓」とオペラ「リｩ・トｩンの夢」が上演された。エドガー・アラン・ポー原作のオペラ「裏

切る心臓」はマグデブルグ州都歌劇場宮廷指揮者の称号を持つオペラ作曲家天沼裕子（現、ヴュルツブルグ

音楽大学オペラ科教授）の作品、オペラ「リｩ・トｩンの夢」は韓国を代表する世界的現代作曲家尹伊桑の作

品で、共にドイツに活動の基盤を置いた日韓の作曲家の作品を取り上げた。オペラ「裏切る心臓」はポーの

犯罪文学を簡素な舞台に押し込め、強い集中力の演奏で成功を収めた。中国の寓話を骨太に表現したオペラ

「リｩ・トｩンの夢」の上演では、知的な表現に徹した日本側の演奏に対し韓国の聴衆の真摯な評価が印象的

であった。また共催団体のドイツ・マグデブルグ州都歌劇場のスタッフ・キャストの練習に向かう真摯な態

度にドイツにおける音楽の位置付けを垣間見る合同公演であった。 
 

４、日本における室内オペラの将来 
 日本国内では多様化する音楽情報の中で、オペラやクラシック音楽の低迷が危惧されている。二期会、藤

原オペラと共に東京室内歌劇場でもオペラファンの減少に頭を痛めている。この現象は音楽大学の学生減の

問題とも連動しているのが日本の状況である。 
 これに対し日本の文部科学省では小・中・高生に芸術文化を鑑賞、体験させるために、大幅な予算増を行

って、全国の学校に芸術家たちを派遣し始めている。また一方で、先年大地震に見舞われた神戸地区では、

近年、指揮者の佐渡裕氏を中心に 2 万人規模（12 回公演）のオペラを上演している。これは佐渡氏の音楽は

地域に元気を与えるものとの信念が確実に実った例である。 
 東京室内歌劇場では、今日の難しい状況の中、ホール・オペラの可能性を追求している。本来のコンサー

トホールの音響の良さを生かし、小規模に舞台装置を簡素化することで、経済性と密度の高い舞台空間を目

指している。 
さて、現場に目を向けたとき、日本オペラや日本語訳オペラが急激に衰退している。ここ 10 年の新国立劇

場やメジャーオペラ団体の上演は字幕つき原語上演の傾向が顕著となっている。音楽重視の名のもと、より

完全なオペラ表現を求めた姿として、日本のオペラ界がより完成をめざした証のひとつと言えるのだろう。

翻って日本オペラの上演実態はどうであろうか。「日本語を歌うと声が出なくなる。」等と今なお言われ続け

ながら、日本オペラは上演されている。日本オペラの確立なしには日本のオペラ自体が存在し得ない中、ス
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タンダードオペラの日本語訳詞上演を含めて、日本オペラの日本語演奏方法について見直す時期が来ている

と思われる。 
（東京室内歌劇場 代表 竹澤嘉明） 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

第 1 回事業仕分けに関する助成フォーラム（2009/12/7）に寄せて（メモ） 
 

嶋根智章 
 
1 「文化芸術」そのものは概ね必要性が認められているとの前提 
2 助成の必要性 

(1) 助成（ないし公的支援）は、特に舞台芸術では構造的に不可欠（ボウマンの研究）。また公的支援

を受けるべき根拠については、周知の通り専門的研究も既にある（例えば、後藤和子『文化政策学』

2001 では、再分配（平等性）、外部性（社会的便益）、資源配分の効率性が挙げられている）。 
(2) 特に海外公演については、パリ日本文化会館での経験から、渡航・滞在費を考えるなら公的助成な

しは考えられない。 
イ 民間の支援は、一部の熱意ある企業をのぞいて極めて限定的（スポンサーあるいは CSR の対象と

しての広報効果の問題か？）。 
ロ 欧州の劇場・フェスティバルが招聘する場合も、渡航費まで招聘者が負担することはあり得ない。 
ハ 歌舞伎のパリ、NY 公演も文化庁助成があった。 
ニ 特定の企業が文字通りスポンサーになるケースもあるが、完全にスポンサーの持ち出しであり、海

外の招聘者側がすべて負担するケースはあり得ない（日本文化に人気があるならマーケティングで

興行できるという発想はあまりに現実離れ）。例外は山海塾くらいだが、日本の劇場との共同制作

であり、日本企業のスポンサーもある。 
3 成果・評価について 

(1) 評価基準を考える前提として、文化芸術そのものの価値（内在的価値）とその社会的価値（外在的

価値、「芸術文化の正の外部性」、社会的便益（後藤前掲書）を峻別して考えるべき。 
イ 内在的価値に関する評価基準例：アンケート結果、批評内容、受賞如何、再演如何、次作への協力

者の確保、など。 
ロ 社会的価値に関する評価基準例：アンケート結果、観客数、報道件数、上演地への影響（地理的格

差の是正、都市の活発化（文化・経済）、など）、など。 
4 インターカルチュラリティの視点の提案 

(1) 定義（仮）「異文化を背景に持つグループや個人が、平等な立場で関わり合う中で、異文化と接す

るリテラシー（文化的リテラシー）を通じて、新たな文化を創造すること」 
(2) ヒトの移動が活発化し異文化を背景に持つグループや個人との接触が日常化する中でそれに対応

し、且つ創造性が競争力となる時代に必要な資質。 
(3) 異文化間交流を想定しての概念ながら、「文化」を「考え方」「世界観」と読み替えると、文化・芸

術に触れる・参加することで養われ得る資質といえる。特に文化的リテラシーについては「価値観、

世界観の異なる他者と、価値観を摺り合せていくための真のコミュニケーション能力」（平田オリ

ザ『芸術立国論』）とほぼ同じ。 
(4) インターカルチュラリティの視点に立った場合、芸術家の国際交流について、以下の場合に成果が

認められる。 
イ 当該芸術家の文化的リテラシーの向上があった場合 
ロ 当該芸術家による新しい芸術創造があった場合 
ハ 当該芸術家と接触した外国人（芸術家、観客、等）に影響を与えた場合 
ニ 当該芸術家の帰国後に日本人（他の芸術家、観客、等）に影響を与えた場合 

(5) 補足 
イ 芸術家の育成が必要、との前提 
ハ、ニ 芸術家に影響を与えるとは、前述 3(1)イの内在的価値に関する評価基準に相当、観客に影

響を与えるとは、前述 3(1)ロの外在的価値に関する評価基準に相当 
 
 

（以上はすべて私見であり、国際交流基金の意見ではありませんのでご留意ください。） 
 

嶋根智章 
国際交流基金 日本研究・知的交流部 欧州・中東・アフリカチーム長補佐 
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（元パリ日本文化会館公演担当） 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
「舞台芸術の国際交流の成果とは何か」 
 
私は 1985 年より様々な形で舞台芸術のマネジメントとその国際交流に従事してきました。1991 年からは米

国に移り、日本と米国の舞台芸術交流を中心に非営利セクターで仕事をしています。今回、日本の行政刷新

会議による事業仕分に際し、「舞台芸術の国際交流の成果とは何か」と問われて、日本においてはまず、舞台

芸術自体、そして国際交流自体が社会においてどのような「公益」があるのかを明確に提示することが必要

だと思いますが、これは芸術、文化そして国際交流を支援する専門助成団体や日本の当事者にお任せし、こ

こでは私自身の経験を踏まえた意見を簡単に述べるにとどめます。また、今回の論点が芸術家個人の育成で

はなく、観客を介した社会への還元であることも踏まえ、後者を焦点に意見を箇条書きにします。 
 
・異なる文化を楽しむことで、新たな視点を得ることや、異文化理解へのきっかけとなる。 
・舞台芸術作品の文化的背景への興味が喚起される。また、上演作品のプログラム・ノート、アフタトーク、 
レクチャーなどを通してそのような文化背景の解説の機会が生まれる。 
・インターネットにより情報にボーダレス社会となった現在において、生身の人間が時と場所を共有しては

じめて可能となる舞台芸術は、それが他国からの芸術表現である場合、なおさら人間同士の深い交流の場と

なること。 
・ワークショップなどを通した一般に公開された「参加」の機会がある場合、成果は倍増する。 
・国際共同制作やレジデンシーの場合は特に、長期的なネットワークや「絆」が結ばれる。 
 
また、この場をお借りして、私の存じます限り、日本では文化科学研究所や PARC（国際舞台芸術交流セン

ター）が、舞台芸術やその国際交流に関する記録や成果について記録、検証、出版されていますが、文化芸

術活動の成果の数値化の方法を含めた研究や記録、出版を含む一般への公表に関しても、それが奨励され、

公私の助成が検討されてしかるべきだと思います。 
 

日米カルチュラル・トレード・ネットワーク（CTN） 
吉田恭子 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

意 見 書 
 
 私が制作者として携わっているセッションハウスのレジデンス・ダンス・カンパニー“マドモアゼル・シネ

マ”はこの 11 月、周年事業・日ドナウ交流年の「二国間交流公演」として文化庁の助成を受け、『不思議な場

所』という作品を携えてオーストリアとブルガリアで巡回公演を実施してきたばかりである。その体験から

芸術の国際交流の大切さを痛感してきたことから、現在進行中の仕分け作業に際して、商品として消費する

ものとして定義出来得ない芸術活動に対する助成の意義を改めて強調したいと思う。 
 
 今回の巡回公演は、ウイーンの民間が運営するオデオン劇場とソフィアの国立演劇映画アカデミー（大学）

の劇場で実施したもので、ダンス・シアターの手法を使った私たちのダンス作品に対する観客のレスポンス

（応答）はそれぞれの違いはありながらも、一様に積極的かつ熱狂的なものがあり、舞台芸術が人間生活に

とって欠かせないものであり、必要とされていることを再考させられる機会となった。 
 
（１）ウイーン公演 
 公演を行ったオデオン劇場は、第二次大戦中はナチス・ドイツの親衛隊に占拠されていたという歴史の刻

印が色濃く残ったゴシック風な建物の中に設えられた客席は 274 席だが、舞台は円柱にかこまれた大きな空

間で、恒常的に現代的なダンスや演劇などが実施されており、劇場の多いウイーンの中で特異な位置を占め

ている。 
そこで 2 回にわたる公演を実施したが、日本大使館の日本オーストリア国交樹立 140 周年という周年事業

の一環として行われたこともあって、一般客の他に多数のオーストリア政府関係者や諸外国の外交官も多数

来場するなど、国際都市ならではの雰囲気の下で行われた。公演中舞台を見つめる観客達の集中力はダンサ

ー達に高度なテンションをもたらし、カーテンコールでは床を踏みしめるゲルマン特有のスタンディング・
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オーベーションが巻き起こり、私たちを驚かせた。終演後には多数の観客から声がかかり、オーストリア外

務省からは再訪を望む声やポルトガル大使やリトアニア大使からは招待したいとの意志表示もなされている。

その意味合いから省みてみると、私達の公演は現在の日本の舞台芸術の一端を紹介することで文化的側面か

ら何がしかの外交的役割を果たし得たと同時に、将来の諸外国との文化交流への布石にはなったと思われる。 
 
（２）ソフィア公演 
 ソフィア公演は在ブルガリア日本大使館の毎年実施している日本文化月間の一環として招待されたもので、

2002 年、2004 年に続く 3 回目の訪問となるものだった。公演を行ったブルガリア国立演劇映画アカデミー

（NATFA）は、次世代の舞台芸術を担う若者が学んでいる大学で、これまで訪問の度に同アカデミーで学生

達にワークショップなどを実施、2005 年には教師、学生 10 名を日本に招き日本の学生ダンサー達と交流さ

せるなどの積み重ねがあったことから、同アカデミーの劇場を快く提供され公演が実現してものであった。

キャパシティ 450 席の劇場がほぼ満席となる盛況で、子供達、学生達からお年寄りまでさまざまな年齢層の

観客が集まり、場面、場面で笑いあり、かけ声あり、拍手ありの舞台と観客の間で熱いレスポンスが行き交

う公演となった。この公演実現には日本大使館に加えて同アカデミーの学長、教授陣や学生達の全面的な協

力があったが、教授陣や公演を見たアーティスト達から今後の交流継続への意思表示がなされている。 
 
◆国際交流公演の意義と今後の課題 
１．日本人ダンサー特有な身体性と動きから、日本の現代舞台芸術への理解を促進することが出来たこと。 
２．今回両国で上演した作品が“家族”をテーマにしたことから、異文化同士の人間が舞台芸術を通して共通す

る価値観を発見し、相互理解を深めることが出来たこと。 
３．現代の舞台芸術を紹介することで、文化面から外交的な役割を果たすことが出来たこと。 
４．オーストリアへ初訪問であったが、ブルガリアとは繰り返し交流することで、共同創作の提案がなされ

るなど相互理解が深化したことから、国際交流には継続性が求められる必要があること。 
５．今年度は日・ドナウ年の周年事業として助成を受けての公演で、周年事業がそれぞれの国と交流するき

っかけとなり大きな波及効果を持つことを確認することが出来たことが、継続交流（海外公演、招聘公演）

に際しても更なる支援方法が考慮されることが望ましいこと。 
（注）これまでブルガリアでの公演は 2002 年にはフランス、ドイツとの巡回公演で実施し、国際交流基金

からの渡航費一部助成を、2004 年には文化庁の海外公演の助成を受け、後は少なからざる自己負担で賄っ

て実施してきた。 
６．助成を受けることは国民の税金で舞台芸術に取り組むことであり、国内公演、海外公演を問わずアーテ

ィストは観客へ還元出来る作品の創出を目指す社会的責務を負っていることを改めて自覚する必要がある

こと。 
 

                       2009 年 12 月 6 日記 
     

                       マドモアゼル・シネマ 
制作担当：伊藤 孝 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
事業番号５ 芸術家の国際交流、学校派遣事業 
 
１．芸術家の国際交流 
 
この分野への助成は、元々多くありません。 
 
我々個々の実演芸術家は、お金でなく志で動く人だと思います。従って、プロジェクトの多くを、自腹を切

って、渡航費やその他の経費を払い、国際交流を行っているのが現状だと思います。 
 
私も派遣などで他の仕事をし、そのお金で今までのプロジェクトの殆どを遂行してきました。今までは、そ

れでも、プロジェクトが出来た事がありがたかったと思います。しかし、今派遣の仕事も少なくなってきま

した。 
 
国際交流基金は、一度だけ大英博物館のプロジェクトを行ったときに助成を頂きましたが、これからこの国

際交流基金さえ削減されるとなると、多くの個々の芸術家の負担が更に増え、芸術活動の停滞につながると

思います。志だけでは限界があります。 
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２．伝統文化こども教室事業、学校への芸術家派遣、コミュニケーション教育拠点形成事業 
 
この分野の予算削減は、世界の教育の潮流と反し、日本の教育（特に、子供達の自発性、創造性の欠如）の

問題を、更に増徴させることになると予測します。 
 
1990 年代にアメリカでは、公立学校への芸術家の派遣（授業内、又は放課後）を増やす他、ニューヨーク・

シティー・バレエ、アルビン・エイリー・スクール等、大きなダンスカンパニーが、児童に無料で観劇をさ

せたり、特別クラスを設けて子供たちに芸術に触れる教育を始めました。 
 
この潮流の理論的根拠が、ハーバード大学の教育心理学、ハワード・ガードナー博士の「Multiple Intelligence 
多元的知性理論」がアメリカの教育界で広く受け入れられたためです。 
 
人間の知性は、IQ で計れる、言語や数学能力だけで成り立っているのではなく、その他、身体能力、空間能

力、音楽の能力、対人能力、自分と対話する能力、自然と対話する能力、等の能力の複合体であり、それら

を包括的に伸ばすのが、芸術教育であるのです。 
 
私は 90 年代アメリカの NY で、課外授業を派遣芸術家として担当し、子供達に日本語をダンスで教える活動

をしてきました。体当たりでしたが、子供達が異文化である日本語をからだで動いて覚えようとするキラキ

ラした目に感動して、やりがいもありました。 
 
2000 年に日本に帰ってきたときに、同じ事を日本でやりたいと思い、文部科学省に、「アメリカで派遣芸術

家をしてきたものですが、日本の学校で英語をダンスで教えるには、どういう仕組みがありますか？」と問

い合わせましたら、「あなたにお子さんが居れば、地域の学校に直接掛け合ってみてください。でも予算はな

いと思いますよ。」と言われました。結局、つてもありませんし、芸術活動を続けるためのお金が必要なので、

派遣の仕事をとりました。その時点では諦めざるを得ませんでした。 
 
ただでさえ、日本の芸術教育は足りません。 
私は 1990 年代に、アメリカのダンス大学院に自費で留学しました。そこに来ていた、韓国、台湾、中国、

南アメリカ、ギリシャ等世界各国のダンサー達は、皆自分の国の踊りや音楽が多少なりとも出来ました。そ

れは、「小学校の時に学校で習ったから。」だとの事でした。全員が多少なりとも、自国の芸術教育を受ける

のです。「日本は、遅れている」と恥ずかしく感じましたが、後に、自分でお能と日本舞踊を勉強しなおしお

すきっかけとなりました。 
 
私は、小、中、高と公立学校の教育を受けました。時々お能や、ミュージカルの観劇があったりするだけで

したが、そういう機会が、後々の興味につながりました。これだけでも、ありがたかったと思います。 
 
この分野の予算削減は、これからの子供達にその機会さえ提供しなくなるという事ですね。個々の自治体や

学校に任せては、衰退するばかりです。予算がないと、結局動かせないのですから。 
 
「知育、体育、徳育」が本来の教育です。 
この３つをバランスよく伸ばすなら、こころとからだの両方に働きかける、芸術教育に対する予算を削減し

ないで下さい。 
日本は、今までの教育でさえ、近隣の韓国、中国に対しても、この分野は立ち遅れています。 
 

（イサドラ・ダンカン国際学校 水芭蕉庵  佐藤道代） 
 

 
 
 

----------- フォーラム開催後（12 月 8 日以降）に寄せられた意見 ----------- 
 
 
このフォーラムの結果を文化庁なりに提言するのはもちろん必要なことですが、こういう場に文化庁や芸振

の方にオブザーバーとしてでも出席していただき、皆さんの生の声を聞いてもらった方がいいのではないか

と思います。 
 
文化庁にしても芸振にしても限られた人数で数多くの申請書や報告書に取り組んでいるのですから、この方

達がなかなか舞台芸術の現場に触れることは難しいのはよく分かります。しかし、セッションハウスに文化

庁や芸振の方がダンス公演を見に来てくださったこともあり、その時は心から楽しそうにしていたのが印象
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に残っています。この方達だって現場の空気に触れたなら、自分達のやっている仕事の意義を感じることが

出来るはずです。 
 
そうした人達が普段は事務処理的なレベルだけで見られていては、疎外感にとらわれ自分達の仕事を他人事

と思ってしまうのも無理からぬことでしょう。そうではなくこの方達を自分達のパートナーとして捉え直し

たとしたら、舞台芸術の成果を一般の人に分かりやすく語りかける言葉の発見や助成金の在り方を一緒にな

って考える場を作ることが出来るようになるかも知れません。仕分け人に舞台芸術への助成の必要性を語る

時にしどろもどろになる官僚が多いというのも、普段から舞台芸術を自分のこととして考えていないためで

はないでしょうか。そうした意味合いから今後このようなミーティングには是非この方達の参加を求めては

と考えた次第です。 
 

（マドモアゼル・シネマ 制作担当 伊藤 孝） 
 
 
 
助成金による成果について 
 
 舞台芸術の成果を考えるにあたり、これまで舞台芸術が一般社会にあたえてきたものは何かを考えてみま

した。 
 日本の舞台芸術は能から始まり、江戸時代には歌舞伎が民衆から生まれました。それから現代まで、能は

時代の権力に守られてきましたが、歌舞伎は民衆の支持で栄え、現代演劇、舞台芸術につながっています。

日本文化は農耕文化といわれており、民族色が強く、つまり一般社会がつくりあげたものです。この民衆の

エネルギーはとても強く、歌舞伎では、社会を風刺した演目が多くなり、その時代を反映しています。また

舞台によって民衆は明日へのエネルギーを作ります。舞台芸術は、民衆のエネルギーの現れであり、またエ

ネルギーの源でもあったのです。 
一方、ヨーロッパでは、芸術は王室が育ててきたと考えます。美術などももちろん、舞台芸術は王室がま

もってきたものです。 
 私はクラシックバレエに携わっているので、その観点からしかみられないかもしれませんが、現代ヨーロ

ッパで国がクラシックバレエを保護し、ダンサーの生活が保障されているのは、こうした歴史のためであっ

て、私たちがヨーロッパの形態を日本に望むことは無理があるのではないかと、かねてより考えてきました。

伝統文化を保持していかなければならないにも関わらず、歌舞伎を守っているのは民間企業です。 
 さて、現在、なぜ赤字が続きながらも公演を続けていくか、という疑問を投げかけてみたとき、私は、継

続して公演を続けてくことで、観客を一人ずつでも増やし、長年の結果としてクラシックバレエを定着させ

ていくことを目的としているからだと答えます。もちろんダンサーの活動の場を少しでも増やすことも目的

でありますが、観客を増やすことが活動の場を増やすこと、クラシックバレエの普及、繁栄に繋がっていく

と考えています。つまり、助成金の成果は、観客を増やす、舞台芸術を繁栄させることにつきるのではない

でしょうか。これは、一回の公演では成果がでるものではなく、10 年単位のものです。 
 これを踏まえて、文明国として欧米に並ぶことができるようになった日本が、なにができるのかを考えて

みると、ヨーロッパのように国が守っていくことができないということがわかっている以上、助成金で少し

助けるという手段しか、今現在考えられることはないのではないでしょうか。ここで助成金を打ち切ってし

まうのは、日本では文化が必要ないと公示していることであると思います。 
 国の情勢が逼迫している中、助成金が削減されるのはやむをえないこととは思いますが、先日の意見にも

あったように、助成の制度を見直すことが、必要なのだと思います。 
 

（財団法人 井上バレエ団 宮路昌美） 
 
 
 
１．アーティストに対する助成は、その成果を数値や指標で示すことは困難である。なぜなら、アートは、

人間にとって、もっとも大切な価値にもつながる愛情、友情、喜び、憧れ、悲しみといったことに関わ

る営みであるからだ。また、そのような性格から、本質論が論議されることなく、表面的に助成金がア

ーティストの「生活保護費」と揶揄されることも事実である。 
 

しかしながら、今回の仕分けは、税金の無駄を考えることが目的になっており、その点からすると、文

化行政で膨大な数のハコモノの建設費とその管理費、外郭団体の管理費など助成金の占める割合は、ご

く少額に過ぎないことをまず押さえておきたい。今回、時間的余裕がないことは、承知しているが、枝

葉の金額にしか過ぎない助成金だけでなく、これを契機として、根源的な次元での議論を今後深めるこ

とが重要だ。 
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２．私は、欧州文化首都活動に関わって、１８年になるが、この間、各国政府の文化省、自治体の文化担当

者や公的芸術機関と共同作業に取り組むなか、「国際交流」という言葉を耳にしたことがない。日本の行

政でいまだに「国際交流」というプログラムが存在するのは、「交流」という行為そのものに重点が置か

れているからであり、対象費目も、多くが旅費滞在費等の直接的経費といった「ハード」に対するもの

であり、「ソフト」についての経費は、ほとんど考慮され ていない。 
 

たしかに、国外のアーティストを招聘することは、「モノと人の往来」を意味する「交流」に当てはまる

が、「交流」が目的ではなく、その行為の向こうに何を期待するかということが問われているのである。 
 
３．私どもの活動は、ヨーロッパ各国の公的機関との共同の関わりがベースにあるが、そこで日本大使館や

国際交流基金の関与はほとんどない。私が現場で、長年にわたって、痛感してきたことは、海外におけ

る日本の大使館や文化会館では、現地の社会に対して活動の重点が置かれるということよりも、あくま

でも日本の本省や国内事情に呼応して活動している点である。 
 

たとえば、パリには４０近い外国の文化会館が存在し、お互いが情報交換を行い、様々な協力関係を築

いているが、「日本」だけがこのネットワークから距離を置き、儀礼的なことを除き、日本の参画や影響

力はほとんどないというのが現実だ。 
 

「国際交流」において、助成したアーティストが、その体験からどのようなことを学び、成長するかと

いう点が重要であることは当然だ。しかしながら、ここで欠落しているのは、相手国の存在である。何

のために、何を目指して海外へ行くことを助成するのかが問われている。現地での聴衆や芸術関係者に

とって、その公演や活動がどのようなインパクトや   影響があり、それが、その後どのような広がり

と深みを持って行くかという視点は、従来から日本の行政には欠落している。単年度の視点でしか、対

応できないというシステム上の難点はあるものの、税金で助成する以上、この点は行政が決して忘れて

はならないのである。 
 

今回、助成金による成果を、アーティス側だけに問いかけて、受け入れ国側の意見を聴取しないとすれ

ば、この仕分けは、近視眼的な欠陥をもつ作業となる。 
 
４．再度繰り返すが、グローバル化が進む中、「国際交流」は死語といっても過言ではない。日本だけで通用

する言葉であることを認識してもらいたい。アーティストの活動には、もはや国境はない。現代、海外

においても、驚くほど多くの日本のアーティストが、各地で活躍しているし、国内でも、海外のアーテ

ィストが地域社会に溶け込んで活動している例は、数多い。 
    

行政が毎年しっかりと予算化しているのは、芸術活動そのものではなく、それに関わる行政側や外郭団

体の組織を維持する管理費であり、アートの現場における長期の取り組みに対しては制度上、行政の関

与がきわめて難しいことが現状だ。今回の仕分けで、助成金が削減されても、多くのアーティストは生

き残ってゆくことは間違いない。その事態で、もっとも打撃を受けるのは、いま存在意義が問われてい

る国際交流基金をはじめとする税金を使って活動してきた公的機関であることは明確である。 
   
５．そもそもアートには国境はない。ゲーテは大変含蓄のある言葉を残している。 
 

「愛国的な文化や学問は存在しない。それらは、いずれも世界共有の財産であり、お互いの刺激によって、

未来へと発展してゆくのである」 
 

フランスの政府機関 AFFA(フランス芸術活動協会）は、国境を越えて、文字通り世界を舞台に活動を

展開しているが、   戦前、設立された際、外務省と文化省が中長期の視点で、合意し、両省が密接に

協力して発足してその後、長きに多くの実績を残している。 
 

翻って、日本の国際交流基金は外務省の所管であるが日本人にとって、海外が夢のような存在であった

頃の１９７２年設立された。情報もすくなく、物理的にもアーティストにとって、海外へ行くことが困

難な時代に、「国際交流基金」は大きな役割を果たした。 
 

しかし、現代においてのアート活動は、国内、国外の区分けは困難である。時代の流れで、国際交流と

いうこと自体の存在意義が薄れ、今後、「国際交流基金」の組織そのものが仕分けの俎上に載せられるこ

とになることが予想される。 
 

今回の助成金フォーラムには参加名簿上だけでも１０名、その他にも関係者あるいは民間に天下りした

いまも多大な影響力を持つ方々が参加されていた。他省庁の予算の案件であるにもかかわらず、日常の
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アート活動の現場ではほとんど顔を見せることがない国際交流基金の関係者が、大挙して、このフォー

ラムに押し掛けてきたことは、想像できたことであるが、それだけに、今回の議論が、本質的な問題か

ら目をそらし、税金による利害関係者の省益の生き残りをかけたつばぜり合いとなることだけは避けた

いものである。 
 
６．文部科学省、文化庁、外務省、国際交流基金、在外公館といった官庁で文化担当者と接する機会に、い

つも痛感するのは、彼らが把握している芸術文化に関する情報があまりにも限定的で質量とも貧しいこ

とである。前述したように、国内外でのアートの現場に通い、活動の実態を自分自身の眼で確認すると

いうことは、きわめてまれである。また、助成金交付対象者が、あくまでも申請者に限られることから、

担当者のアート活動の情報は、申請者から得られるものに   限定されるきらいがある。 
 

とりわけ、縦割り、内向きの日本の行政システムの弊害により、官庁の担当者自身が、芸術文化の実態

を俯瞰することなく、単年度の期間と限定的な情報に基づく判断で文化行政を展開している点はこの機

会に、再度、官民共同で向き合い議論を深めてゆく必要がある。 
 
７．今回の仕分け作業で、透けて見えることは、官庁の担当者が、助成金の存在意義に関する追及に正面か

ら、向き合っていないことである。そもそも助成金制度は、アーティストや国民世論の高まりに呼応し

て、設けられたものでなく、ハコモノ同様、官僚の手によって、いつの間にか誕生したのである。それ

だけに、仕分けに際し、助成対象者のアーティストの意見だけでなく、行政としても、確固たる論拠を

示すことを期待するものである。 
（EU・ジャパンフェスト日本委員会 事務局長 古木修治） 

 
 
 
① 国としての文化的指針をまず問いたい。全て地方公共団体だとしたら国としては何も文化政策を持たない、

という先進国としては憂慮すべき事態になります。国際的に通用する企業人にしても自国の文化・芸術に

対する教養は必須です。今後各芸術団体や教育の場での文化部門に関する助成を縮減するとすれば、国際

人の育成という場をも奪うことになりかねない。 
 
② 仕分け委員会からの意見として「文化の振興という数値では図れない事業の必要性は否定しないが、効果

説明が不足でばらまきの批判をおさえられるものではない」とありますが、助成を受けた団体は報告書の

項目に従って数値だけでは測れない効果、実績についても多くの紙面を割いて報告しております。委員会

の方々はまずこれら観客動員数から、メディアの反応、現地の観客の声までを目を通していらっしゃるの

か、をお尋ねしたいです。 
 
③ 国の助成金がどのように使われているのか、提出報告書に関しては当然開示されるべきだと思っておりま

すし、また劇団からの持ち出し分がどこまであるのかといったことを知っていただく意味でも白書にして

一般に知らしめていく必要があると思います。 
 
④ 海外で行われる主要芸術祭への日本の芸術団体の参加は、日本の文化を世界へ知らしめていくという効用

から、重要な事業の一つであると思います。 
 

私共結城座の２００７年に助成を受けたことで実現した第６１回アヴィニヨン演劇祭において正式招聘に

関しまして例に挙げさせて頂きます。 
 
 私共結城座は江戸時代から約３７０年続く江戸糸あやつり人形の劇団であり、国の記録選択無形民俗文化

財及び東京都の無形文化財に指定されております。現在は古典の人形浄瑠璃の継承・普及とともに、現代の

作家との新しい作品作りや国際共同制作を行い、日本及び世界各国へ日本文化を紹介していく事業も積極的

に行っております。その結城座の活動が評価をされ、国際共同制作演劇『屏風』のオープニング及び古典公

演『本朝廿四孝』『綱館』が正式招聘されました。 
 
 アヴィニヨン演劇祭は世界の三大演劇祭のひとつと言われています。ソフト・コンテンツ・ビジネスの買

い付けという点からも、一般観客だけでなく世界各国からのディレクター・プロデューサーが下見に訪れ、

殊にアヴィニヨンに正式招聘された作品は非常に評価が高く、その後世界展開を行うケースも非常に多いと

して知られています。また作品を上演するだけでなく、このフェスティバルでの出会いで、新たな世界マー

ケットを見据えた芸術作品が作られる機会を生み出しています。 
 

私共はここアヴィニヨンで公演をしたことが、イタリアのスポレート演劇祭のプロデューサーの目に留ま

り、来年３月に日本初演を行う『宦官提督の末裔』（作/クオ・パオクン、演出/フレデリック・フィスバック）
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の共同制作に参画が決まり（作品立ち上げのための制作金を負担するということです）、５年かけてのツアー

を行うことに繋がっていきました。 
 

そして国際共同制作演劇『屏風』、その後１２月にドイツのベルリンの演劇祭に招聘される効果もありまし

た。 
 

また『屏風』７ステージを終えたあと、日本伝統文化の紹介として人形浄瑠璃作品『本朝廿四孝』『綱館』

という４ステージ作品を上演し、メディアからも観客からも高い評価を受けました。ヨーロッパにおいても

人形文化は盛んですが、日本の伝統的人形芝居の人形の操演技術の高さのみならず、舞台美術、衣装、音楽

等も含めた、総合芸術としての水準の高さに観客から賞賛と驚嘆の声が上がりました。また、古典作品だけ

ではなく、日本の伝統的作品を継承している劇団が、同時に現代演劇の演出家と世界マーケットをターゲッ

トとした国際共同演劇作品『屏風』を作り上げ、世界各国で上演したということに対して、メディア及び観

客から、日本の文化の特徴とも言われている他を取り入れながら新しいものを生み出していくという柔軟な

多様性を高く評価されました。 
 

それは大変にうれしい体験でしたが、同時に初めて日本の人形文化に触れた観客が殆どであった事に驚き、

もっと世界各国で上演をしていかなければ、舞台芸術における日本文化への評価は高まっていかないと実感

しました。 
 
国際社会において日本が世界へ誇れる文化を発信していくことは文化芸術の振興という観点のみだけでは

なく、日本という国が経済・商業分野において発展していくに当たっても有用なことと確信しております。

またその展開において、直接的に芸術がソフト・コンテンツ・ビジネスとして世界で成立させていくという

ことも視野に入れて考えていくべきではないでしょうか。 
（江戸糸あやつり人形 結城座） 

 
 
 
私は 40 年以上パントマイムに携わって参りました。舞台表現としてなかなか認められないマイムを、舞台芸

術の一分野として認めて頂けるよう、国内外で公演を重ねてきています。以前（この国が高度経済成長で経

済的な力があった時期）は幾たびか海外公演に際し国際交流基金に助成して頂くことで、海外に作品を持っ

て行き文化の異なる方たちに観て頂いたり、あるいは当地で多くのアーティストとの交流を得る事を通して、

以降の活動に大きな力を得させて頂きました。 
 
この十数年は助成を受ける機会がないまま、海外からの経費負担して頂ける招聘と、自費での参加という形

で活動を維持してきました。バブル崩壊後、明らかに文化芸術に対する経済的な支援が減少していることを

実感して参りました。ただでさえ文化に対する真の支援に欠ける我が国の文化行政です。ヨーロッパは勿論、

お隣韓国のマイミストたちの話を聞く度に、文化に対する行政のあり方の差を痛感してきました。皆さんの

多くのご意見にもありますように、私たちの仕事は単なる経済的な効率だけで考えることは出来ない仕事で

す。そして利益を得ることが目的の仕事でもありません。 
 
公演活動、人材育成も含めて短期間で効率よく成果を出す、という事は私たちの仕事のあり方とは大きくか

け離れた考え方です。私たちの仕事には何よりも時間が必要です。そしてその時間を維持する経済が必要で

す。その経済を自ら支えながら経済的ではない仕事を続けていくことは至難の業です。 
 
物を作ることでは行き詰まりに来た現在、これから特に力を入れて行かなくてはいけないことは人材の育成

のはずです。教育を充実させることは勿論必要です。と同時に豊かな想像力、柔軟な心、多様性を持った眼

差しなどが「人間」を育てていくうえで、私たちの担う役割には大きな物があると思います。そのためにも

あらゆる分野の芸術表現に対する認識と理解を、「仕分け」する方たちにも深めて頂きたいと願っています。 
 
今回の「仕分け」はとりあえずすべてを一度削り、改めて必要不可欠な事にお金を廻す、そういう考えの基

に為されていると信じたいのです。ならばぜひ、改めて文化活動の持つ意義の大きさを評価し、旧に倍する

支援を願っています。 
 
ただし、これまでの支援のあり方については改善の余地もあると思います。私自身、積極的に支援を得る為

の活動をしてこなかった所為もあるでしょうが、支援先が一部に偏っているのではという印象もあります。

特に団体に対してはそのような印象を覚えます。個人や団体を直接支援する方法も必要でしょうが、劇場を

はじめとした活動のための施設、あるいは海外公演等に助成のために、交流基金以外の各都道府県や地方自

治体に受け皿を増やしたり基金の助成をするなどの方策もあるのではないでしょうか。 
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中央では無名であっても優れた活動をしている人たちや団体など、これまで恩恵を受けずに来た多くの人が、

その制度を利用出来る制度を考えて頂きたいと思います。 
 

12 月 13 日 
パントマイミスト 清水きよし 

 
 
 

舞踊家の脇川海里と申します。仕分け事業については、たとえばこれまでの評価基準があいまいであった

という批判などがあり、私はそれに部分的には賛同しますし、これまでの助成制度に問題がなかったとはい

えないと思います。ただし、たとえば「芸術は自己責任」であるとか「芸術は文化産業であるがゆえにもっ

と民間の力を得たほうがよい」というロジックだと、それはおよそ芸術なるものへの無理解によるといいた

くなります。たとえば本日の複数の方の発言にありましたように、芸術をコンテンツ産業ないし文化産業と

してみなし、輸出される文化商品として国家は事業を助成すべきだというお話がある。しかし、その文化産

業のロジックだと、売れるものこそ助成の対象になるべきだという展開になり、そうなると、舞台芸術より

もっと売れているアニメだとか漫画への助成という風になっていくのではありませんか？同じ芸術でも、複

製可能な媒体を持つ芸術と、舞台芸術のようなライブアートといいますか、なまの媒体を必須とする舞台芸

術とを貿易商品としてくらべると、どうしてもコスト面からいってプライオリティが劣る。わたしがいいた

いのは、文化産業のロジックだと、舞台芸術への国家による助成は正当化できない、すくなくとも、困難で

あるのではないか、ということです。「売れるもの」を基準にするということは、動員数の多いものから順に

助成の対象にしていく、ということに論理上はなる。そうなると、助成の必要のないほど興業として成功し

ているエンターテインメント的な事業をさらに強化するための助成ということになる。舞台などよりも、テ

レビを助成せよ、みたいな話になる。文化産業論の観点からすると、芸術などよりスポーツの方がもっと効

率的に、文化的生活の向上が図れ、かつ国際的にも、日本の「国力」を明示できる、というふうになる。こ

れは実際に、現在の文化行政の明らかな方針となっていますよね。しかし、これは私は違うと思うのです。

これはたとえでいうのですが、クリスチャン・ラッセンの絵と琳派やゴッホの絵とはどちらが芸術性におい

て価値があるのでしょうか？このへんを個別に論じていくときりがないのですが、つまり、やはり問われる

べきは芸術性であって、その芸術性、つまり芸術とはなにか、そこを論じていかない限り、助成削減の論理

には対抗できないと思われます。 
 

それでは、数値価できない、「販売数」ではない基準とは、つまり文化産業の観点ではない基準とはなにか？

これについては、結局、さまざまな審美上の議論や相互批判や、精緻な分析などが求められるわけで、気が

遠くなりはしますが、とりあえず私は芸術を、科学や技術やテクノロジーと同等の価値があるような人間の

基本的な文化活動だと考えております。芸術なしに人間の文明の発展はありえなかったわけですし、あるい

は科学やテクノロジーを不要と考えることはできるでしょうか？もし科学や技術の発展が日本国内で衰退す

ると、どうなるでしょうか？それとまったく同様に、人間の社会、国家、文明にとって、芸術は不可欠だと

私は考えます。そもそも、ひとによってばらばらでしょうが、芸術と特別な出合い方をしたからこそ、われ

われは芸術なるものに関わっています。そういうふうに言えばこの間ノーベル賞科学者の人たちが記者会見

をされたように科学と同様芸術は「文化」また「国力」の根幹にあるといったことを訴えるとどうでしょう

か。まあ、あの時鳩山首相は「基礎研究を妨げるようなことはしない」と発言しておりましたが、そういう

言葉を出すようにわれわれも動かないといけないのだろうと思うわけです。で、そういうとき、やはり芸術

とはなにか、その定義はさまざまありますが、そこから議論を組み立てていかないといけないだろうと。た

とえば衣服であるとか住居であるとか、あるいはまた料理であるとか、そういう「 低限の生活」といわれ

る領域のものも芸術ということが当然できる。そのような生活とより直接的な関係を持った芸術とくらべる

と、いわゆる「芸術」が専門的に特化されて、表現の形式も無数に多様化して、「一般社会」と乖離してしま

ったとはよくいわれる芸術批判であります。しかしそれは応用科学であるとか科学の基礎研究だって、同様

に乖離しているわけで、その乖離それ自体をもって、芸術の価値を否定することは不可能です。仕分け作業

では、別に芸術の価値が否定されたわけではなく、国家の事業として芸術を支援する必要はいかがかといっ

ているのかもしれません。しかし、たとえばデザインの領域を考えるとわかりますが、西欧の都市にいくと、

驚くほどデザインが行き届いていたりします。もちろん、日本でもいいデザインのものはいくらでもありま

すが、つまり、結局は都市、社会それ自体もデザインされたものであって、歴史家のブルクハルトがいうよ

うに、国家そのものも芸術作品である。さきほど芸術を科学と比較しましたが、科学が人間の知性を発展し

開発していくものであるとすれば、芸術は感性を開発し、発展させていくものです。それ自体が芸術である

国家が、芸術はいらないというとき、むしろそれは自己否定とさえいってよく、みずからの感性を不要とし

たとき、結果として知性も衰えるのではないか。 
 

結局、芸術とは何かという議論をやはりやっていかないといけないし、そうした原理的な観点からの検討

および評価がすくなくとも十分には行われてこなかったと、私は思います。それはここにいる皆様方とも、
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じっくり話していけば、必ず、互いに意見が食い違うこともあるし、闘争になるかと思います。しかし、そ

れはやはりやらないといけない。そうした厳しい過程を通過しないことには、日本の芸術の未来はないとさ

え、いいたくなります。とはいえ、芸術は死んでもまた復活すると私は思います。坂口安吾のいうように必

要あれば必ず復活する。なぜなら芸術は生きているものだからです。制度的な助成なしに、いわば自生的秩

序のなかから発生してきた芸術も、歴史的には無数にあります。いまはそれは端折りますが。 
 

このような観点からすると、今後、芸術助成はどのような制度であるべきなのでしょうか？どのような芸

術を助成すべきなのでしょうか？国家という主体からすれば、やはり日本国民がどのように国家をデザイン

するか、ということからはじめなくてはならないのだろうと思います。予算でいえば、軍事費がどこまで必

要かとか、他の費用と比べて、文化行政にどれだけの費用を認めるべきか。文化国家のビジョンがもはや成

立しないという言い方に対しては、観光立国論の観点から、より日本の諸都市を美的に再構築していくこと

が必要となる。たとえば西欧への観光というとき、行くのは古城やレストランだけではなくして、美術館で

あったり、劇場であったりするわけです。亡くなったピナ・バウシュの舞台を見に行くために観光旅行もか

ねて海外に行く人もいる。それで、日本の舞台芸術界にバウシュほどの評価を受けたひとはあっただろうか

となると、これも相当な闘争になるかと思いますが、土方巽や大野一雄がそのような評価を得たわけです。

ブトー（暗黒舞踏）への批判というのもいやというほど私は聞いてきましたが、独自性や芸術性という観点

からすれば、かれらアンダーグラウンドないしアバンギャルド芸術は、西欧のダンスを素朴に模倣しただけ

のものより、やはり価値がある。これについては多くの研究や、諸外国の研究者や芸術家がなぜ舞踏に関心

を持つのかが証左になるかと思います。西欧 古の大学ボローニャ大学には大野一雄アーカイブまでできま

した。オペラ、という話がありましたが、でも、オペラは西洋の新しい演出家のものなら見たいというのが

私などはありますが、日本固有のオペラである歌舞伎だったらともかく、はたして素朴な西欧の模倣である

ようなオペラがどこまで「必要」でしょうか。 
 

まあ、とにかく、仕分け事業にも一定の正当性があるとともに、問題点があって、仕分け事業への対抗論

理としては、文化産業の論理では弱いということ、それに対しては、むしろ、正面きって、芸術という文化

活動の価値をあらためて訴えるしかない。それは科学や技術と同等の価値がある。それから、芸術といって

も、絵画や映画や文学とかいろいろありますが、舞台芸術固有の価値もある。まあ、ここは、舞台芸術に関

わるひとそれぞれが、なぜ舞台に関わるようになったか、とか、そういう各人の経験を集成していけば、舞

台芸術の存在理由はいくらでも力説できるかと思います。で、こう考えていったときに、舞台芸術への助成

というのをどう考えればよいのか。すでに発言にもあったように、これまでの助成金制度の問題を再検証せ

ずに、たんに反射神経的に仕分け事業に応答したところで、なんの説得力もない。やはり今後、助成金制度

はあらたに変わらなくちゃならない。で、問題は、助成の基準、助成対象の評価基準をどう再構築するか。

それに対して私は、動員数とかそういうよくわからない「客観的な数値」よりも、芸術性、それから、その

具体的な基準としては、やはり他国にはない、独自性や斬新性とか実験性とか、まあ、これも延々議論を重

ねないといけないのでしょうが、そういう基準を練っていくしかないと思います。 
 

（舞踊家 脇川海里／イマージュオペラ） 
 
 
 
● 舞台人が集まり、発言するということ、それ自体が社会的／政治的な行動（アクション）であるという認

識をもっと持たなければいけない。 
● 成果を語るときに、求められる基準（たとえば数値的なもの）に沿った提示も必要だが、われわれ自身が

成果を測る評価軸をもち、それを提案していく必要がある。それによって、継続的、長期的な活動に対す

る評価を求めることができる。 
 

（鳥の劇場 齋藤 啓） 
 
 

芸術家の国際交流等の内の芸術家の国際交流：成果および評価について 
 
現在、平成 20 年度新進芸術家海外留学制度にて英国 Assembly Festival 事務局にて研修しております。行政

刷新会議による事業仕分けに対し、本研修につきましても成果報告すべき義務があると考え、意見を提出さ

せていただきます。 
 
はじめに、本研修員が英国にて留学している成果について 1)一次的成果、2)二次的成果の二つの項目に分け

てご報告する旨ご説明したいと思います。以後、本研修員が直接携わった事業およびその事業の直接的受益

者を 1)一次的成果、事業から二次的に派生して生まれた成果および受益者について 2)二次的成果とします。 
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1) 一次的成果 
・ 研修員個人の経験・知識の蓄積 
・ 研修先での情報交換および将来的プランの知識共有 
現在研修中であるため、現段階で提示できる成果は上記となっております。しかし、今後将来的に期待

できる成果として以下の項目を挙げたいと思います。 
・ 本研修制度によって培ったネットワーク、情報資源、方法論による新規文化事業の企画・製作。 

→ 国内観客および社会における文化的インパクト。 
・ 研修先での情報共有により国内アーティストの海外公演の機会創出。 

→ 英国における日本の文化および知識・哲学の認識を向上。 
 
本研修の直接的成果は個人の経験および知識、技術の向上であり、その獲得によって将来的事業の生産性に

貢献し、その成果は製品やサービスの投資とは異なり決して減価償却するものではなく、年月を追うごとに

成果の向上および広がりが認められる性質のものです。本研修員が今後文化事業に携わる限りにおいて、全

ての事業は今回の研修経験の延長上にあるものであり、成果であると考えます。 
 

2) 二次的成果 
・ 研修により培ったネットワークにより生まれた文化事業（研修員が携わっていないもの）。 

→ 実際に研修というかたちで海外に滞在することによって、国内にいては不可能であったネットワ

ーク形成が可能になります。ネットワークの広がりによって研修員の直接的範囲でない部分におい

ても新しい事業が生まれる機会を創出します。 
・ 日本－英国の文化交流におけるその他産業へのインパクト。 

→ 一次的成果として挙げた本研修後の文化事業の企画・製作について、人的、物的交流が伴い

両地域の産業に寄与することが期待されます。また、文化交流とは日本に対する概念を常に更

新するものであり、日本という国および世界が流動的である限り、継続し続けていかなければ

ならないものです。このような日々刻々と変わる現象・知識の共有があり、はじめて貿易その

他産業が国境を越えて展開することが可能になるのではないでしょうか。 
 
上記二点について本研修員の意見として提出させていただきたいと思いますが、芸術家の国際交流における

成果は短期的に測量する性質のものではなく、また定量的成果以上の成果、目に見えない受益者が無数にい

るという点について、改めて強調し、共通認識としていただきたいと思います。 
 

塚口麻里子 
国際舞台芸術交流センター 

平成２０年度新進芸術家海外留学制度（1 年、演劇）研修員 
 
 
 
・1990 年代以降の公共劇場の創設によって、舞台芸術の創造と受容の環境は大きく改善した。日仏間の舞台

芸術交流を例にとるなら、1965 年のコメディ＝フランセーズの来日公演（大阪）では、朝日新聞社が関与し

て実現したものの、演劇を見るには巨大すぎる 3000 席のフェスティバルホールにおいて、 高額 4000 円（現

在ではその 10 倍に相当しよう）で観客に作品を提供していた。1979 年のフランス国立民衆劇場の来日公演

（国立劇場）も、現代演劇の上演には適さない歌舞伎の劇場でおこなわれ、入場料の 高額は 7000 円であ

った。1987 年のセゾン劇場におけるピーター・ブルック演出『マハーバーラタ』の上演も、より演劇の上演

に適した劇場での公演であったが、9 時間の大作とはいっても入場料は 30000 円という高額であった。2002
年に世田谷パブリックシアターがフランス国立コリーヌ劇場と共同制作したフレデリック・フィスバック演

出『屏風』は上演時間は 4 時間に及んだものの、入場料は 5000 円にとどまった。現在、助成金の減少とと

もに、入場料金は再び上昇する傾向にあるとはいえ、公共劇場の整備、税金の投入とともに、ようやく海外

から招聘した作品が適切な上演と受容の環境において観客である市民に供されることになったのである。ま

た、この時期に、国外の国立劇場や演劇祭との共同制作作品が、密接かつ対等な立場からなされていったよ

うに、税金の投入は、脆弱と言われ続けてきた日本の舞台芸術の創造環境においても、作品として実を結ん

だだけでなく、国境を越えた人脈を豊かにし、共同作業のノウハウの蓄積を可能にした。 
 
・また、フランス政府による芸術家レジデンス施設であるヴィラ九条山の開館（1992 年）、フランスにおけ

る日本年に合わせた、本格的劇場施設を備えたパリ日本文化会館開館（1997 年）などに代表される交流の支

援基盤の充実は、日仏間の舞台芸術交流を強く下支えした。日仏間の舞台芸術交流プロジェクト数は、1990
年から 2007 年に至る間に 4・5 倍に増加し、日英・日独間にも及ばなかった水準から、日米間と並ぶ、もっ

とも緊密な二国間関係となったが、それは公費を投じて環境が整備されたことによる部分が大きい。今日で

は、パリ日本文化会館は、ヨーロッパの主要な芸術祭のひとつであるフェスティヴァル・ドートンヌの会場
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にもなっているように、単なる外国文化紹介施設を超えてパリの文化環境の欠かせない一部として認められ

てきている。そうした公金投入の成果はもっと強調すべきである。 
 
・その一方で、現行制度が舞台芸術の環境整備に真の意味で寄与しているかどうかには疑念が残る。もちろ

ん天下りポストの人件費は削減が可能であろうし、まず文化庁・芸術文化振興会・新国立劇場運営財団・国

立劇場おきなわ運営財団の間の役割分担を、より透明かつ明確なかたちで再設計する必要がある。助成制度

も、単年度予算の制約から、助成の可否の決定から作品の創造と公開に至るまでの期間はあまりに短く、多

くの作品の発表が年度末に集中し、また助成金が手元に渡る事業終了後数か月先まで、芸術家が全額の立て

替えを余儀なくされ、脆弱な経営基盤は逆説的にもさらに不安定になっている。また、新進芸術家海外研修

制度のように、人材養成に投入される資金がその後に創造・普及の基盤強化に確実に寄与するような仕組み

になっていないことについても、芸術専門教育の所管を文部科学省から文化庁に移し、「養成」や「研修」と

称されている事業を「教育」として、文化政策の中に「創造」・「普及」と並んできちんと位置づけ、再編す

る中で、抜本的に再設計する必要がある。 
 

藤井慎太郎（早稲田大学 文学学術院 准教授） 
 
 
 
ヨーロッパでも芸術家は国からの援助なしでは生きていけない状況にあります。 
芸術の国と呼ばれるフランスでさえもそれが当たり前です。芸術家のお陰で文化の国として栄え続け、国益

をもたらす、子供達の育成にも大きな良い影響を与える・・・等々の良い事だらけの結果がすでにあるから

こそ国は文化に対して力を注ぐし、その“文化力”が多大なエネルギーとなって利益をもたらしている訳で

す。不況だからこそ今までの積み重ねを辞めてしまっていては、それこそ「税金の無駄遣い」です。国の援

助がなくなればどの位の芸術家達が職を失い、そして芸術家の中でも格差が広がり、たくさんの芸術に関わ

っている人達も職を失い、子供達や大人達、つまり国民全員が芸術に触れてしか得る事の出来ない“想像力

と創造力”“喜び”“生きるエネルギー”を失ってしまう事でしょう。これらを養ったり得たりするにはどう

すればよいのでしょうか？ 助成金大幅削減により国民の芸術に触れる機会や選択枠が“さまざまなもの”

から“限られたもの”へ転換してしまって良い結果があるでしょうか？ 
 

（演劇カンパニー「ア・ラ・プラス」蔡恵美） 
 
 
 
グローカルなコンテンツ産業の育成における助成金の戦略的意義： 
演劇カンパニー・チェルフィッチュの国境を超えた活動をモデルケースに考える 
 
 
急速にグローバル化する世界において、日本独自のコンテンツを創造し輸出していくことの重要性がますま

す高まっている。舞台芸術、特に実験的な舞台芸術の場合、日本で継続的に活動を続けるための数少ない生

存手段として、海外進出するという道がある。近年、助成事業が充実し始めたことによって、日本を拠点に

して、海外の劇場と共同制作をすることで制作費を捻出し、国内外でツアーを行うことによって、演出家・

俳優・テクニシャンが舞台芸術だけで生計を立てられる可能性が現実のものとなってきた。しかしながら、

今回の事業仕分け作業で、助成金が削減・廃止されるという事態は、日本の舞台芸術の数限られた活路を取

り返しのない形で閉ざすものである。 
 
確かに、これまでは助成金を受けとる側であるわれわれは報告書を作成する以外に、助成プログラム担当者

に対して直接成果報告を行ったり、積極的に助成システムの改善を求めてこなかった。この点は反省する必

要がある。現場のインプットをもとにした制度のアップデートが必要なことは歴然としており、無駄な支出

はカットするなど、助成金を有効に活用していくために具体的な議論をしたい。現場側としては、（いまここ

で書いている意見書も含めて）誰に要望や意見を伝えたら制度が改善されるのか、顔も見えないまま効果も

見えないままの作業を繰り返している。日本の舞台芸術界の将来の為にも、よりよい日本社会の未来のため

にも、芸術家とその周辺組織（NPO、研究所、大学、行政、協会、助成団体）などの役割分担を勉強会など

を通して明確にしていきたい。 
 
この意見書においては、劇団チェルフィッチュの国境を越えた活動が、日本舞台芸術界の発展／生存のヒン

トになると考え報告することにする。そして、助成金の削減が与えるインパクトについても警鐘を鳴らした

い。 
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１．チェルフィッチュの国際的な活動 
 
1997 年に立ち上がった劇団チェルフィッチュは、ブリュッセル（ベルギー）で毎年開催されているクンステ

ン・フェスティバル・デザールという著名な国際演劇祭で 2007 年に海外デビューを飾った。ベルギーで高

い評価を受けた結果、50 を超える海外の劇場及びフェスティバルからも続々と招待を受けた。それ以後の３

年間、2008 年には 20 都市へ、2009 年には 5 都市、2010 年には海外 18 都市のフェスティバル／劇場に招

聘され、日本の劇団として世界的な躍進を遂げ認知度を着実に高めてきた。 
 
 
２．国際化の中で：グローバル社会における日本の無形文化財・観光資源として現代日本文化・芸術をプロ

デュースすることの意義 
 
小劇場を中心に活動してきた劇団が海外に進出することの 大の意義は、海外における日本文化・芸術に対

する興味・関心を低予算で効果的に高めることにある。2007 年から 2009 年の 3 年間で、チェルフィッチュ

が欧米及びアジアの 27 都市に招聘された結果、他の日本の劇団も、海外のフェスティバル／劇場に招聘され

るという波及効果を生み出した。また、「クールジャパン」と呼ばれるアニメや漫画の人気と連動しながらも

独自の文脈で、われわれの海外ツアーが引き起こした複数の国での現代日本文化ブームは、演劇作品のみな

らず、音楽や批評も含め総合的に現代日本文化を紹介する特集企画という形で実を結びはじめている。具体

的には、2009 年にベルリンの Hebbel Am Ufer HAU 劇場、2010 年にチューリッヒの TheaterSpaktakel フ
ェスティバル及びバルセロナの Grec フェスティバル、さらには 2011 年のウィーン Wien Festwochen が、

日本の現代芸術・文化を特集したプログラムを組む予定である。 
 
この３年間の海外公演の結果、いまやチェルフィッチュがもつネットワークは、世界 300 の劇場／フェステ

ィバル／芸術団体に広がっている。万国博覧会など巨額の予算を投じる政府主導の大規模事業でなくとも、

小さな演劇カンパニーが外国の都市を代表するフェスティバル／劇場に招聘され、みずからの力で言語も文

化も異なる国や地域で活躍し、「日本」という国の国際的な認知度の拡大に貢献してきたことの意義は強調し

てもしすぎることはない。芸術家は、出身国から世界に出てゆけば、好もうが好むまいがみずからの国籍を

背負うことになる。アーティスト自身は意図せずとも、海外で公演する場合に、観衆には個人差はあれ「日

本」の芸術家の作品を見ているという意識が少なからずあるはずである。つまり、舞台芸術は、新聞やニュ

ースとは別の形で、現代日本を社会・文化的側面から切り取り、世界に広め、結果的に日本を PR する文化

大使的な役割を担うことになる。急速にボーダレス化・画一化する世界のなかで、報道では伝えきれない今

の日本の多様性、軍事力やお金とは異なる日本の豊かさを世界に示すことはますます重要になってくるので

はないか。 
 
東京ではわずか 3、000 名ほどの集客力しかもたない小劇団の地道な活動が、公的な助成金を利用して、こ

こまで急速に世界の熱いまなざしを浴びるようになった事実（チェルフィッチュの海外 27 都市全体での集客

力は１万５０００人を越えている）は、国民にも広く認知され評価されるべきであると考えている。海外デ

ビュー以前の 2006 年に『三月の５日間』が日本で再演された際には、海外の舞台関係者はわずか 5 名ばか

りしか来場しなかったが、海外ツアーを経て 2008 年に新作『フリータイム』が初演されたときには、世界

の著名な芸術祭の監督やプロデューサーが 30 名以上東京に駆けつけるほどにまで注目度が飛躍したのであ

る。チェルフィッチュに続く形で、日本から世界進出するカンパニーが増えれば、わざわざ訪日する観光客

もでてくるだろうし、少なくとも海外で日本の作品に触れる観客は数万人単位で増えるはずである。在外公

館が数十億円を費やして行ってきた外交と比較してどちらがより有効かきちんと考えてもらいたい。 
 
 
3．文化庁、国際交流基金などの助成金が果たしてきた役割 
 
そもそも、チェルフィッチュがこのようなめざましい成果をあげられたのは、文化庁、国際交流基金などが

日本人芸術家の世界的な活動に対する支援制度を持っていたからである。この支援制度は、日本のアーティ

ストが海外公演をする際に渡航費／宿泊費を負担するという重要な役割を果たしてきた。日本とは比較にな

らないほど予算が潤沢な欧州でさえ、劇場やフェスティバルがこちらの渡航費まで負担してくれるケースは

ない。それゆえ、芸術家の活動拠点となっている国が、その芸術家の海外進出に対して助成をするのが一般

的であり、日本もそれに倣う形でアーティストの助成を行ってきた。自国の芸術家の作品が成功し世界で注

目を集めれば、自国の PR という国益につながるからである。アーティストは国の無形文化財であり、彼ら

をプロモーションすることは、税金を投入しても行う価値があると考える国が大多数であり、日本もこれま

でこのスタンスを維持してきた。「世界の～」と呼ばれる日本のアーティストの存在は、われわれ国民一般に

夢と活力を与える。そういったアーティストを今後も輩出し、増やしていくためには助成制度を縮小するの

ではなく、むしろ強化するほうが必要なくらいである。数万の外国人が舞台を通して日本（の芸術・文化）

に出会い、結果として日本に対して興味・関心・願わくば好意を持つことが証明されているにもかかわらず、
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現行助成制度が無駄遣いをしていると誰が言えるだろうか。 
 
 
4．具体的な提案 
 
以下、日本政府、芸術文化振興基金、文化庁、国際交流基金の４つの組織、それぞれに向けた提案としてま

とめた。 
*国際交流基金については、今回文科省へ提出する意見の範疇ではないが、文化庁の助成プログラムと関連性

があるので記載する。 
 
 
【１．日本政府の文化施策に向けて】 
 
A．もし仮に、国が芸術に対して公的支援を行わない（もしくは圧縮を行う）という方針をとるならば、民

間企業・個人からの寄付金にたいして税制上の優遇措置を行い、民間による芸術支援の制度整備を早急

に行うべきである。 
 
B．舞台芸術の箱物行政からの脱却。芸術を支える 小単位は、アーティストである。アーティストが作品

を生み出さなければ、劇場の存在価値はない。劇場が億単位の助成を受ける現行の制度は、この点で明

らかにおかしい。特に、劇場が助成金で作品を製作した場合、アーティストは作品の版権を奪われてし

まい、将来、他の劇場で再演することが非常に困難になるという切実な問題がある。劇場は、アーティ

ストの作品を上演する場所であり、劇場がアーティストと助成金を奪い合い、さらには作品の権利を独

占するという悲劇的な状況を回避するためのルールづくりが必要である。 
 
C．当然のことながら、良い作品がなければ、外国へのアピールは出来ない。先鋭的な現代芸術家の仕事を

もっと評価し、世界に出て行く環境を国家が整備するべきである。芸能人を起用した商業演劇は、主に

国内のマーケットをターゲットにしており、現代の日本社会を代表するような作品を製作することはな

い。海外で評価されるような作品は、チェルフィッチュのような実験的な劇団から生まれているのが動

かしがたい事実である。商業演劇とも、海外の古典を再演するバレエやオーケストラやオペラなどとも

違い、日本の小劇場を拠点とする実験的なグループの活動は、現代にしか生まれない独自テーマと、ユ

ニークで革新的なアプローチで「日本らしさ」を表現している。この知的・文化的な資源・財産を有効

に活用するためにもはっきりとしたヴィジョンをもった助成制度を作り直す必要がある。 
 
D．当然のことながら、アーティストは在外公館のような国家の出先機関ではないので、彼らの言論・表現

の自由は守られる必要がある。作品の思想性によって安易に助成の審査から除外されることのないよう

に審査基準は第三者機関や有識者を参加させるなり、審査過程を公開するなりして、透明化するべきで

ある。例えば、ドイツではナチス時代に芸術がプロパガンダに利用された反省をもとに、芸術は政府機

関の意思決定だけに左右されないような仕組みが整備されている。 
 
E．舞台関係者の生活安定。フランスやベルギーでは、舞台芸術を支える活動は、人々に教養と知性をもた

らす重要な仕事として認知され、舞台関係者という職業が存在する。これらの国々ではキャリア・実績

による評価基準が国によって明確に定められており、舞台芸術に携わる人々のための社会保険制度すら

ある。（この保険はいわゆる失業保険のようなもので、例えば、公演と公演の間の準備期間に舞台関係者

に支給される）。これらの制度が端的に示しているのは、世界に通じる表現ができるアーティストを育

て・サポートするには国による長期的な視野にたった環境整備が必要だということである。 
 
F．アーティスト以外の舞台関係者の育成とサポート。演出家／振付家や劇作家だけではなく、俳優、ダンサ

ー、制作者、テクニカルスタッフが、技術を修得しそのノウハウを後世に残していけるような仕組みが

なければ、舞台芸術は育っていかない。日本でも２００１年に文化芸術基本法が制定され、芸術文化振

興基金の芸術家に対する助成がようやく整備され始めた。それから１０年もたたずして、芸術のインフ

ラ整備にストップがかかろうとしている。チェルフィッチュのような１９９０年代後半に発足したカン

パニーは、このような環境が整ってきたからこそ、着実に世界と肩を並べ、その活動を着実に広げるこ

とが可能となった。劇団も企業と同じように、世界に通用する作品を作っていこうと思ったら、技術・

ノウハウ・戦略を開発・蓄積し、組織力を高めていかなければならないし、その仕事に安心して従事で

きるセーフティネットが必要である。 
 
 
【２．芸術文化振興基金 助成プログラムに向けて】 
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この助成プログラムは、日本の芸術家の製作する作品に対して、舞台費、文芸費、旅費、謝金、広報費など

制作に関わる全般的な助成を行う。このプログラムによって日本のコンテンツ産業に貢献する作品が制作さ

れ、文化庁および国際交流基金の助成によってその日本コンテンツを輸出し日本の国際理解を促すという、

国内と海外の両輪を支える助成プログラムが機能しなければ、日本の芸術作品はその真価を発揮できない。 
 
A．若手芸術家の育成のための助成プログラムと既に実績のある団体の助成は別にする現行制度下では、例

えば、キャリアも実績もあり、知名度も高い７０代のアーティストと無名の駆け出しの若手アーティス

トが同じカテゴリーで審査され、助成を受ける仕組みになっているが、これはあきらかに不条理である。

年代別、もしくはキャリアに応じた複数の応募枠をつくり、多様な才能を発掘・サポートすることが公

的な助成制度の本来の目的ではないか。 
 
B．助成金を受けた公演のチケット代に上限を設ける税金でまかなわれる助成制度を利用した公演のチケッ

ト代が高額になるケースがしばしばあるが、公的な助成を受けた場合、入場料を一律（例えば）５千円

以下にしなければならないという規定を設けてはどうだろう。そうすれば、芸術を誰もが手の届くもの

にするという助成制度の目的が満たされる。 
 
 
【３．文化庁 芸術による国際交流活動支援事業海外公演助成プログラムに向けて】 
 
現在、当プログラムは、毎年 10 月中旬から末日にかけて募集の〆切がある。ひとつの芸術団体が、日本を飛

び立ってから帰国するまでの１トラベルが助成対象事業となり、ひとつの芸術団体につき年間１トラベルの

み採択される。助成対象経費は、渡航費、宿泊費、舞台費となり、人件費は対象外経費となる。 
 
A．改定案；各国の文化状況に合わせて、助成対象経費を変えるべきである。 

低限支援されるべきは、渡航費、貨物（美術）輸送費、宿泊費、字幕制作費である。特に欧米では、

大道具、小道具、照明費、音響費、衣装費、履物費、かつら費、会場設営費、器材借用費なども大枠の

「舞台費」として対象経費とあるが、この経費に対する支援は必須ではない。 
しかしながら、芸術環境の整備されていないアジア（特に東南アジア）、中東、アフリカ、南米は、事業

予算が限られており現地の通貨基準での支払では日本人のレートにほど遠いため、それら諸国への日本

文化のアピールを考える場合は、舞台費に代わって、日本人アーティストへの人件費部分を支援対象と

し国際交流プログラムを促進させて欲しい。 
 
解説；基本的に、日本人芸術家が海外で公演を行う際、上演料という芸術家／俳優／日本人スタッフに対す

る報酬をもらう。招聘元となる海外の芸術組織は、劇場（会場）、舞台機材、会場設営撤去に関わる舞台

技術スタッフ、広報などの基盤を準備し、日本人芸術家を迎える。 
つまり、大道具、小道具、照明費、音響費、衣装費、履物費、かつら費、会場設営費、器材借用費など

も大枠の「舞台費」は、基本的に現地の業者／人材／ネットワークを使った方が効率的経済的であるか

ら、特に欧米においては日本政府が支援する必要性は薄い。 
 
B．改定案；文化庁海外公演助成プログラムを、１カンパニー１トラベル限定の支援ではなく、１カンパニ

ーにおける年間の海外公演支援という風に考え方を変更するべきである。 
 
解説；欧州の有数のフェスティバルは、春、夏、秋と開催時期が様々である。北米と東アジアは１月２月３

月の冬シーズンも重要なフェスティバルが多い。 
つまり、海外公演で活躍が期待される日本のカンパニーは、年間に何度も時期の離れた重要なフェステ

ィバルに招聘されることが多く、現行のプログラムでは芸術家の国際交流に対して制約が大きい。本助

成プログラムは、日本現代芸術の外国に向けた積極的な紹介による国際社会へのアピールや国際理解へ

の貢献を第一目的と考えた時、１つのカンパニーがより多くの数の劇場／フェスティバルに招聘される

ことは効果的であり、費用対効果も高いと考えるべきではないか。 
しかしながら、年間１トラベルという規定が邪魔をし、世界的な発信に歯止めをかけている。１カンパ

ニーの計画を年間単位で募り、その年間の海外活動に対して助成を行い、どのトラベルに助成を使用す

るかはカンパニーの裁量に任せる方が、回数的な制約に縛られず発信力が高まり効果的な成果に繋がる。 
 
C．改定案；助成〆切期日を変更するべきである。 

現在、毎年１０月に予定される助成〆切を１２月に延ばすべきである。できれば、１２月と３月など、

助成時期を２度に分けることで、助成の有効性が向上する。 
 
解説；欧米は主に、９月から６月まで（７月と８月はバケーション期間）が年間のシーズンとなる。もしく

は、７月８月９月のサマーシーズン（バケーション）で行われる大規模フェスティバルも多数。彼らは、



25 

毎年年末を目処のプログラム確定を目指してリサーチを始める。つまり、１０月には重要なフェスティ

バルや劇場のプログラムに間に合わないことが多い。 
＊現状では、国際交流基金が年間３度の助成募集を行っているので、そこで重要なプログラムがカバー

されることも多いが、基金では渡航費と貨物（美術輸送）しか対象経費にならないため、文化庁のシス

テムを見直し、基金との調整を図って欲しい。 
 
 
【４．国際交流基金 海外公演支援プログラムに向けて】 
 
国際交流基金の海外公演プログラムは、年に３回の募集がある。助成の支援対象は芸術家の渡航費と貨物（美

術）輸送費である。 
 
評価点；年に３度の募集 
この理由は、上述の文化庁助成の解説（C）と同様。 
 
★文化庁の海外公演助成プログラムと、国際交流基金の海外公演プログラムの区別。 
 
両者性質が似ているため、どちらかに一本化すると良いと思う。 
文化庁の良いところは、渡航費助成に加え、宿泊費、貨物（美術）輸送費、字幕費も対象になることで、こ

の部分は芸術の国際化の推進には重要な支援であるから尊重し、国際交流基金の良いところは、年間３回の

助成期限を設けているところでその助成方法は、各国様々な年間スケジュールに対応する施策として非常に

有効であるから、これらを合体させたプログラムとして見直して欲しい。 
 
★国際交流基金が重要な点。 
 
PAJ という助成システムを持っている。 
それは北米と欧州専用の助成プログラムで、日本人芸術家を招聘する際に、該当する現地の招聘元（劇場や

フェスティバル）が申請対象者となり、日本人芸術家の上演に関わる経費の一部を助成している。現地の基

金支部が運営しており、現地の即効性の高い情報が集まるプログラムであるから助成金の有効性も高い。基

金は各国に存在する日本文化センターという施設と人的な資源を活用し、現地の芸術団体とのパートナーシ

ップを強化し、外国での日本芸術家の発信に力を入れた現地主導型の支援を重視して欲しい。 
 
 
5．おわりに 
 
以上の提案を実現するために、私も日々努力している。つい先日、有志を集め NPO 法人ドリフターズ・イ

ンターナショナルを立ち上げた。 
 
この団体の活動を通して、これから５カ年計画で先鋭的な表現を行う３０から５０劇団が、世界を舞台に活

動できる環境を整えたいと思っている。また、優秀なカンパニー・芸術家が、世界に通用する若手芸術家の

教育・育成に取り組めるような仕組みを構築していく予定である。グローバル化の荒波に揉まれながらも日

本を背負って果敢に世界に船出をしようとしている劇団・アーティストの出鼻をくじくような助成制度の圧

倒的な縮減は、日本の舞台業界にとって取り返しのつかない痛手である。現在、日本の新しい感性に注目が

集まっている。 
 
「世界に通用する日本のアーティスト」を育成・支援するこの千載一遇のチャンスを見逃してしまったら、

この先、日本の舞台芸術に未来はない。おそらく舞台業界は、一部の商業的なものを除き、閉鎖的な空間の

中で、窒息し、朽ち果ててしまうであろう。いや、よりリアリスティックに考えれば、才能のある舞台関係

者は続々と海外へ流出してしまい、二度とこの国の舞台へと戻ってくることはないという事態になるに違い

ない。そのような悲劇を引き起こさないためにも、助成金事業の継続・制度改革を強く希求する。 
 
 

株式会社プリコグ代表取締役  中村 茜 
 

担当プロジェクト； 
演劇カンパニー・チェルフィッチュ制作 

ダンスカンパニー・ニブロール制作 
振付家・ダンサー 康本雅子制作 

吾妻橋ダンスクロッシング制作 
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意 見 書 
 

争いの無い文化の交流こそが世界の異なった人々との理解を深める 善の方法と確信しています。これは、

単なる幻想ではなく３０数年に渡って私自身が積み重ねてきて実感です。 
 
１．成果について： 
 

教育、科学、スポーツ、あらゆる芸術もたゆまぬ継続が力となり成果となります。文化国家の中でも

極めて貧困な日本の芸術政策を政治家には真摯に見つめなおして頂きたいと思います。 
 

舞台芸術一つとっても日本の古典から現在に至る多様さは常に海外の関心と羨望の的です。英国女性

がオペラにしようと思っていた祖父達の苦難の歴史を、来日し、能を見た時、日本の能でこそ描けると

確信、素晴しい英語能の公演を日英米の協力で London で実現した様子を TV で観たところです。歌舞

伎しかり、落語、講談の海外公演も。舞踏は未だに大きな影響をあたえつづけています。これも多くの

フロンテイアが報われない環境の中で培い築き上げてきた成果です。 
 

私が、１９８８年に Adelaide Festival に「能・狂言」（観世元昭、関根祥六、茂山千五郎［現・千作］

氏ら）を紹介した時には３万 A$で見事な能舞台を作成してくださいました（現在シドニー大学にある筈、

これらは是非多いに活用して頂きたいです）。「なぜ日本にそんなにお金をかけるのか」と質問があった

時、転形劇場『水の駅』（太田省吾 作・演出）、岸田事務所＋楽天団『糸地獄』（岸田理生作、和田喜夫

演出）の目覚ましい「成果をふまえた信頼の上に成り立っている」と答えて下さったと聞きました。数

字では推し量れない成果を知っていただきたいと思います。 
 
２．助成金の制度について： 
 

芸術家は本来予算の少ない中でそれ以上の工夫と努力で実に多くの仕事を成し遂げようとするもので

す。国家戦略として、メセナをもっと活用できる様に、芸術を応援する企業、団体、個人に関して根本

的な税制の改正を望みます。 
 

米国の芸術政策について「国家の助成が１％で企業や個人の寄付による所が大半を占める」と聞きま

したが、税制のあり方が根本的に違います。幾ら協力を願って企業に伺っても、助成を頂けたとしても

そのお金にも多額の税金がかかるのですから、この経済事情の中で企業から広告さえ頂くことは困難で

す。 
 

もし税制上非常に有利で、文化にも理解があると名前が出れば、企業としては芸術家のサポートも喜

んでして頂け、長期的には国家としても予算上非常に有利になるのではないでしょうか。 
 
３．渡航費について： 
 

日本の立地条件からいって国際交流の大きなネックは渡航費です。我々は可能な限り安価な航空運賃

を選択しています。渡航費は必ず前金で目的地に行ける様にして頂きたいのです。文化庁も渡航費は是

非出発前に支払える様な制度の改革を御願いしたいと思います。 
 

青木道子 
劇団民藝演技部所属 

（国際交流のプロデューサーとしてはフリー） 
 
 
 
 

中川正春さま、後藤斎さま 
 
  

芸術家の国際交流等（芸術家の国際交流、伝統文化こども教室事業、学校への芸術家派遣、コミュニケー

ション教育拠点形成事業）に関し、意見を述べさせていただきたいと思います。 
本日が締め切り日ということを知り、慌てて書きましたので、乱筆、お許しください。 
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私はパパ・タラフマラの主宰者の小池博史と申します。文化庁からは３年に２回くらいずつ、何らかの助

成をいただいています。本年度も重点支援事業としての事業を採択していただきました。 
  

さて、芸術家の国際交流に関しての大きな問題点を挙げておきたいと思います。 
  

その大前提となる、 も大きな問題は、グローバル化された時代にあって、「国際交流」という名目の助成

システムしか存在しないがゆえの認識不足が生まれる点でしょう。 
  

現在、これだけグローバル化が進んでいるがゆえに、日本のような輸出入に頼る国家として必要なのは、

世界をどう見つめていくか、日本という国家をどうするのか、そのグランドデザインを明確に描くことでし

ょう。ここから先は政治家の世界になってしまいますが、私は日本のような小国は、文化的国家であること

をイメージさせつつ、同時に商品イメージを高める努力をすること。それこそが日本の生きる道と考えてき

ました。なぜなら、商品イメージは文化イメージと密接に結びつくからに他なりません。日本はすでに、低

価格商品では太刀打ちできず、高付加価値商品の販売、生産を行なわねばならないポジションに来てしまっ

ているからです。 
 

大雑把に書きますと、日本は国際間での生き残りを考えなければなりません。そのとき、日本はアメリカ

と中国の間に挟まった小国化の道を明確に辿っていることに思いを馳せる必要がある。一方、ヨーロッパは

ヨーロッパ連合で対抗しようとし、すると、日本は生き残る道が限定的になって行かざるを得なくなる。だ

からこそ、文化イメージは強く必要になっていきます。商品イメージを高め、国家イメージを高めることは

きわめて大切な国家戦略でしょう。 
 

それゆえに、「国際交流」名目での助成システムには無理があり、もはや次のステップに移る必要があるの

ではないか、と強く感じます。国際交流というのは優しいイメージです。だから、「やってあげている」「助

けてあげている」という感覚が付きまといます。しかしながら、そのレベルを一刻も早く国益のために脱す

る必要があります。それでは文化は戦略性を持った機能性を失ってしまいます。文化も国家戦略の中にきち

んと位置づけ、文化国家たらんとすることが大切です。国際交流ではない位置づけこそが本来は文化にも芸

術にも求められるのです。 
 

しかし、今、若い芸術家の多くは国内需要で満足するようになってきてしまっています。アーティストで

さえ内向きになっている。この怖さを私は強く意識せねばならないと思っています。芸術家が内向きになる

のは、非常に危険です。なぜなら後述しますが、芸術家は先端に光る避雷針の役割を果たしているからです。 
 

加えて、日本ではアメリカ通やアジア通、ヨーロッパ通はいても、国際人はきわめて少ない。アメリカも

アジアもヨーロッパも日本も均等に見ることのできるアーティストもまた、きわめて少ないのです。島国で

ある日本がいかに生きていくかを考えるためにも、国際人は近近の課題として養成する必要があります。 
  

では、文化とは何かという点です。文化とは、究極のところ、人がいかに生きているか、その全体像を表

すものです。そして芸術とは、文化の先端に立ち、次の世界を見つめる避雷針の役割を強く果たしているこ

とに思い至る必要があります。芸術は文化の一部です。しかし、文化は芸術とイコールではない。あくまで

も芸術は も大きく世界の動向や日本の動向、そして社会の人々の感じとるものを真っ先に受け止め、次の

道筋を見いだすものでなければならない、それこそが避雷針としての、非常に高い芸術の持つ役割でありま

す。 
  
次に、芸術と舞台芸術の違いを明確にしておく必要があると思います。 
なによりも舞台芸術は身体の芸術です。身体を介在させない舞台芸術はないのです。 

 
これが今、日本にとって も重要なテーマだろうと私は考えます。なぜなら、日本の多くの問題は身体の

問題から発しているからです。戦後日本は、ずっと身体を不在化させる道を選択し続けてきました。「不在化

した身体」とはなにか？リアリティが不足したバーチャル性が高まった身体のことです。今、多くの事件を

見ると、このリアリティ不足の身体に思い至る必要があります。子どもたちに接すると分かりますが、子供

の身体がどんどんダメになっています。運動が足りないし、生きるリアリティを自然から感じられない。

も身近な自然は自身の身体でもあるのに、自分の身体すら曖昧なまま、リアリティなく存在しているかのよ

うです。身体のリアリティの不足が引き起こす問題を解消すれば、日本の少子化問題をはじめとして、多く

の問題は解消していくでしょう。舞台芸術は、その芸術としての機能性と身体を介在させるがゆえのリアリ

ティを容易にもたらしうる可能性を秘めています。多くの芸術の中でも、現時点では問題がたくさんあるに

せよ、ライブである舞台芸術はダイレクトに訴えかける力を持っています。しかし、定量的、定性的観点か

らのみでは、非常に分かりにくいのが、その「リアリティ」です。「リアリティ」をどうやって測るか、それ
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は時間性が密接に絡み合います。10 年経過してみたらどうか、そのような視点がない限りは、そのリアリテ

ィの計量は非常に打算的にならざるを得なくなっていきます。 
 

打算的というのは「わかりやすさを求める」ということでもある。ただ、これこそが今の日本の文化レベ

ルを表していると言っても過言ではありません。「わかりやすい」ことの危険性はそこかしこに眠っています。

全般に芸術が分かりやすいものであったならば、世界は一様になってしまう可能性があります。なぜなら、

「わかりやすさ」は「今、私が知っているという基準値」に照らし合わせて「わかる」ということでありま

すが、芸術とはその境界を超えるところに存在意義があるからです。だから、そこには時間のファクターを

加味する必要性があります。 
  

そして、舞台芸術と舞台興業の違いについて考える必要があります。なにが芸術でなにが興業か、それを

論議するのは今はあまり意味をなさないので、割愛しますが、通常、舞台興業家ほど、舞台は興業で成り立

たせ得るものである等の発言をします。しかし、ヨーロッパやアメリカで成功を収めた西洋の舞台をそのま

ま日本に持ってきて興業として行なうものは、決して芸術ではありません。これは単なるイミテーションに

過ぎないのです。これを芸術と言っては絶対にいけないのです。芸術とはもっと、先端の避雷針の役割を果

たす、世界の、そして日本の先兵隊でなければならないからです。 
  
 以下は問題となった文言にひとつずつ答えています。 
  
  
●成果を具体的に評価すべき。 
 成果に関しては、より細かな報告書を提出させ、同時に数人のプロパーを要しての面談を行なう必要があ

るだろう。また、成果を求めるならば、その成果を書きやすくするための、明確な柱となる事象を行なうな

どのことは必要と思われる。 
 
●効果についてのフォローアップをして検証する必要あり。制度の不備。 
 これに関してはその通りであろう。ただし、制度の整備は必要だが、それはきちんとすればいいだけのこ

とである。 
  
●新進芸術家の海外研修で毎年 150 人以上派遣採択は多すぎる。 
 多すぎるかどうかではなく、効果を上げているかどうかが問われるだろうと思う。それはどういう人を選

択し、送っているかが問われるのだ。毎年 150 人行っても、効果が上がればいい。まず行なうべきは、 大

の効果を生み出すためのシステム作りだろうと考える。単に切ることは簡単である。今、問題なのはシステ

ムが旧態依然としたままだということだ。そのシステムを変え、その上で若手を育成する、国際戦略の中で、

芸術家の役割を明確化する、それなしに、単に切ることはあまり意味をなさない。 
  
●成果の評価法を改善するまで削減すべき。 
 成果の評価は簡単である。前述したとおり、プロパーを入れること。プロパーを入れ、あるいはアーツカ

ウンシル化させた組織を作り、評価方法を確立すればいいだけのことだ。やろうと思えばすぐにでもできる。 
  
●フォローアップ（検証）がなされていないなど税金投入の説明が不足している。縮減やむなし。 
 すぐにでもプロパーを入れ、来年度以降の検証のあり方を見直す必要はあると思う。しかし、アーティス

トを潰すのも文化国家を放棄するのも簡単だが、それらを積み上げつつ作っていくことの意味や大変さを認

識して欲しく思う。文化は時間を掛け、ジックリと向き合う中で少しずつできあがるものだからだ。文化に

は「時間」ファクターを含んだフォローアップシステムの整備がすぐにでも必要だろう。 
 
●これまで投じてきた税金に対する成果をまったく文化庁が把握していないことの責任は重い。 
 文化庁の責任は重いとしても、その文化庁の責任をアーティストに押しつける意味がわからない。 
  
●フォローアップを定期的に行い、効果の検証をまず行うべき。 
 その通りだ。 
  
●芸術は自己責任。日本独自の洗練された文化レベル・芸術性が通用するのであれば、しっかりしたマーケ

ティングで興行可能。 
これは認識不足もいいところであり、世界を知らなさすぎる。こういう発言こそが、日本の文化レベルの

低さを謳っているようなものだが、「しっかりしたマーケティングで興業可能」であるとは、あまりに現状を

知らない。たとえば、先進国の世界のスタンダードを言おう。オンショア、オフショアコストである。オン

ショアとはその陸地に入って以降は持ちますよ、オフショアはそこに来るまでは持ってね、ということであ

る。それが世界スタンダードなのだ。渡航費、運搬費に関しては、国家なり自治体なりが助成して欲しい、
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がしかし、自国に入ったら、当方の責任で持ちますよ、ということなのだ。加えて、これは先進国の例であ

る。これがアジアを相手にして、可能なところはあまりない。シンガポールやマカオくらいかもしれない。

なぜか。シンガポールは芸術を国家戦略的に動かそうとしているからである。他のアジア諸国は無理である。 
  
●人材育成は不要。各コンテストの副賞等で有望な人材は留学している。交流事業については、外務省と重

複しており、国全体としては縮減すべき。 
 すべて、大切なのは多様性である。外務省と重複しているのではない。選択する基準が違う。同じ選択基

準になってしまって良いことは何もない。なぜなら、アートとは多様であることに意味があるからだ。多様

性に意味をなさないような一元化はきわめて文化的ではない。 
  
●事業対象者のフォローの仕組みと評価の仕組みを構築してから今一度実行。事業自体は重要と考える。運

賃コストの見直しも必要。 
 事業を行なわないこと、それがどれほど世界的にマイナスイメージをもたらすか、認識して欲しいと思う。

今までもそうである。私たちがどこへ行ってもそれは日本の代表と見なされるのである。その代表が来ない、

というのは、日本という国家へのマイナスイメージとして跳ね返っていくということである。 
  
●分止まりを含め、何を目標とすべきか。フレームワークそのものを先に作るべき。ゴール設定がメジャー

メント可能でないので評価できない。ただし、芸術家支援そのものはしっかりやるべき。 
 フレームワークを作るのは賛成。しかし、来年度の動きはすでに世界中で出てきている。それをストップさ

せて良いことは日本にとって何もない。だから、フレームワークは一年を掛け、しっかりとしたものを作り

上げることこそが肝要と思う。 
 
 

全体に、もっと勉強して欲しいという思いが強い。 
 

下記は、私の今年のインドネシアでの作品制作をある雑誌に書いた、その一部であるが、私の思いを綴っ

てあるので、参考までに添えておきます。これは 1 ヶ月半の稽古期間を経て、インドネシア人のアーティス

トがほとんど、日本人が少々という中で行なったコラボレーションプロジェクトへの思いです。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

舞台芸術は空間、時間、身体が一体となって進行していく芸術ジャンルである。特に文化圏の違うアーテ

ィストたちと一緒に創作活動を行なうと如実に感じるのが、空間の捉え方、時間の感じ方、身体感覚とすべ

てに渡っての相違である。つまり、全感覚的に捉えつつ、当方と相手との位相を図っていかないと作品にな

っていかない。否応なしに、全身体感覚的対処が求められる。中途半端な踏み込み方をすれば失敗は必定な

のだ。相手に踏み込み、踏み込まれつつ、徐々に徐々に穴を開けて行く。その結果、強い相互理解を得て、

初めて作品は成功に導けるのである。これは今後の世界を考えると重要な示唆を含んでいると思う。他文化

の理解こそが、今のパラドキシカルな世界を少しでも住みやすくする、そして人間が生き延びていくための

大きな手だてとなるだろうということである。もちろん、簡単なことではない。 
 

今、世界は小さくなり、簡単に行き来できるようになった。一方では、圧倒的な格差社会で世界はきわめ

て大きく広がってしまった。そして憎しみを生み、テロを生む。それを回避していくための、「理解と認識」

の構造が必須なのだ。だが、通り一遍の文化輸出や輸入は単なる鑑賞でしかない。特に古典鑑賞などはその

たるものである。私がこのような創作を希求する理由は、前述したとおり、否応なしの全身体的対処が求

められるからだ。それを強く体験するスタッフやキャストはそのエッセンスを必ずや伝播させるだろう。加

えて、観客もまた、単なる鑑賞者ではいられなくなる可能性がある。なぜなら、それが素晴らしいものなら

ば、何が混じり、何が対立項となって、今、ここにこんな作品が生まれたのか、と疑問や賞賛や否認や新た

な認識が生まれるからである。今回、ジャカルタの初日のみ、中学生、高校生に無料鑑賞の機会を作った。

結果、公演後のトークでは意見が続出し、質問が引きも切らず、ズラリと並んで待っているような状態が生

まれた。 
 

今、私たちは世界を考えねばならない。内向きでは成り立たない時代にとっくに入ってしまっている。し

かし、1980 年代以降、日本社会は逆走しているように思えてならない。文化は私たちの根幹にある。それを

甘く見るとしっぺ返しを食らう。だからこそ、私たち自身を理解し、そして相手を理解しようと考える、こ

のプロセスにこそ、これからの世界の可能性がわずかに残されているように思えるのである。 
  

パパ・タラフマラ 
小池博史 
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文部科学省 
中川正春 副大臣 殿 
後藤斎 政務官 殿 
（同報通信：大臣官房会計課ご担当者様） 

 
公的芸術評議会（アーツ・カウンシル）設立の提案 

 
舞台芸術、そして舞台芸術作品流通の真の担い手である舞台制作者やアーツ・マネージメントへの理解を

深めるために、一事業・単年度の助成を行うだけでなく、個々のアーティストの活動や作品の実態と政府の

文化政策がつながるような評価・分析方法を考え、助成プログラム自体の改変・作成そのものに関われる専

任のプログラム・オフィサーが職員となっている、本来の意味での公的芸術評議会（アーツ・カウンシル）

設立に取り組むべきだと考えます。 
 

まずは、ご意見を求められている仕分け対象事業のうち、私自身が関わっている事業との関係が深い、「芸

術家の国際交流」についてのご意見をお届けしたく存じます。私は、貴省ご助成の、１）「国際フェスティバ

ル」の実施、２）「在外研修員」として１年間ニューヨークで研修、３）「二国間交流」にて招聘公演の実施、 

また、仕分け対象事業枠ではないかもしれませんが、ご助成による二度の舞台芸術関係者を対象とする国際

会議を実施させて頂きました。さらに、貴省ご助成事業とは別ですが、「東京芸術見本市」という、国際的な

舞台芸術見本市の事務局長を拝命しております。 
 

「東京芸術見本市」は所謂産業見本市をイメージした 1995 年創設当時の名称を継承しておりますが、い

わば舞台芸術関係者の情報交換と問題共有の場であり、アーティストが新たな作品を作る機会を開拓し、劇

場やフェスティバルが一定の評価フィルターを通る前の作品に触れ、意見を出し合うことのできる、日本で

唯一の国内外の舞台芸術関係者が一堂に会する「プラットフォーム」として、広く国際的な認知を得ている

催事です。 
 
それぞれの事業成果については、既に提出させていただいた報告書や採録がございますので、割愛させて

いただきます。また、12 月 7 日開催されました「第１回 仕分け事業に関する助成金フォーラム」の意見書

のとりまとめを行い、そこで述べられたことを意見書として 12 月 15 日（火）に提出させていただきました

ので、類似意見の提出は不必要と存じます。 
 

しかし、これらの事業を通して、諸外国の舞台芸術関係者と話す機会を数多く持った経験から、一部の利

益に貢献するような圧力団体ではない、舞台芸術振興のための真っ当な機能をはたす、公的芸術評議会設立

の必要性を強く主張したいと存じます。 
 

文化庁、及び関係諸団体、その他公的・私的財団のご尽力で文化芸術を対象とした助成制度が生まれてか

ら、累計すると相当な数の作品が海外で上演され、また海外の作品を国内で見られる機会が提供されており

ます。その実施は、日本を含めた「世界」が「国際社会」に発展していった過程で、異なる文化への理解を

どれほど深めたかわからないほどに貢献しております。 
 

舞台芸術公演は、その予算規模は小さくとも、一つの作品を世界に発信する事業として深く取り組まれて

いるものですので、その見た目や数量的規模よりも多くのことが伝わるものだと考えます。にもかかわらず、

助成制度については、その金額のみならず、あまり必要とは感じられない膨大な事務作業量や、団体の官民

や規模を問わずに分野内で一様に設定される助成対象費目の立て方と限度額の設定、不透明な金額決定につ

いて、ご助成開始から 10 余年を経て、やっと議論が始まってきたところでした。 
 

さらに、未だに諸外国に比べ、「現代演劇」の社会的地位が、文化・芸術のなかでも特に低い日本にあって、

国際交流などを通じてその重要性の認知が相対的に高まり、公演の実施以外の活用方法の発展になどによっ

ても、その活路が開かれようとしています。 
 

一言で「海外」と言っても、もちろん文化政策は実にさまざまで、経済状況や国家の成り立ちなどの違い

で、公的助成のあり方が違うのはご存知のことと思います。しかし日本ほどその地位が低いところはないと

痛感いたします。国民意識の反映と戦後から続く文化・教育政策がありつつも、音楽や美術、文学などと比

べて演劇や舞踊が遥かに出遅れているのは何故なのかと諸外国の専門家やアーティストと話をする中で思う

ことが多くございました。 
 

行政刷新会議ワーキンググループの結論でも、その重要性は認められているにもかかわらず、個々の活動
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が挙げている「成果」が十二分に伝わらないという残念な報告がされています。文化芸術の成果や評価は複

雑で数量化するのは難しいことは、諸外国でも同じことだと考えます。 
 

しかしそのことをアーティストだけに還元せず、芸術とは直接は縁の無い異なる分野で働き生活する市民

と、芸術の価値を繋ぐ重要な役割を、国家規模の文化政策や助成プログラムを作るアーツ・カウンシルなど

の団体そのものが担い、数多くの国が一定の成功をみているものと存じますので、なにとぞ実質を伴った公

的芸術評議会の設立をご検討下さいますよう、ここにお願いをいたします。 
 

丸岡ひろみ 
国際舞台芸術交流センター 理事 


