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「
固有 の美術」
千葉成夫著「
美術の現在地 卓Jを読む.
その後すぐに、5年 程前には版された、
鴨
術逸脱史Jを続み返 してみた。後
者は出版当時かなり 題になつた本であ
・
つたが、
重い間燿提起れ ●
されていて、
か
なり色 々と考えさせられる書作である.
2冊 に共通 しているが、特に後者に言え
ることは、日本の美術 をいわば未生の状
mと して捉ぇてぃることである.明 治以
来ずっと口洋の圧倒的影響 を受け続けて
きた日本の美術が第二次大戦後、やっと

翁長 直樹

卿1の真ではこれまでの
呼びうるものだ.」
「
との違いにも
我々の 美術」概念の
"浄Jや 「
触れ、もともと、 「
彫刻
綸画 Jが
ア プリオ リに存在しない日本において
はfr綸 画 影刻Jの一歩外側へ出たとこ
ろでなお r絵画 彫力IJを包括しうるよ
うな位相をもうた r美術Jに はかならな
い。この 相をさして とりあえず 『類
としての央術Jと びたい。それは :絵
'「
画 影玖JJの 意味が、したがって従来の
rttlljJの
■味がひとつけたあげされた

自前の、固有の実行
を持ち始めた と作著

》

は考える。本文 を
'
用すると 「では、い
︐
﹁﹃ｒ
日■■
コ
■■■

まとのような変掟が
はじまっているのか.
何 を指 して大 きな転
口というのか。なに
よりも、これ まで近
代西欧 美術の概念 を
規燿 としてたつてき
た近代 日本の美術 が
その慣晨 迫腱、
rr寅、

甜 刑眼( 帆 L E R Y ЮR K ―
■ 918月 )

東絆からよ うや く脱

しはじめていることがあげられる。す く
なくとも1950年半ば以降は ■代日本に
独自の美術の流れをたとってくることが
可能である。この流れは 「具体Jと r反

位相だということができる. rも う0と
つ別の 1と いう意味ではなく、:外 の英
術Jと いうように呼んでもよいかもしれ
ない。
Jつまり今までの困欧的なものと日
本的なもののあらたなる綜合、その地平
に見出しうるものが「
類 としての美術」、
「
タト
の美mと 言うことである.
さて、千葉氏の論理 を沖縄に当てはめ
たとするとどうだろうか。 「もの派に関
しては我々 (あ るいは使 )の 感 じ方と幾
分ずれがあることを差し,い てのことだ
が。まず圧倒的に外来文化の影●を受け
つつも常に自らの固有なもの機 してきた
l■
●がある。そして充分に固有な美学 を

芸術」によって、いちどほとばしりをみ
せ、60年代には地下でいくつかの水系を
あつめ、60年代末期から、70年代初頭に
かけて rもの派Jに よつてふたたび大き
70年
なほとばしりをみせ、70年代には 「
代作家祥Jを 中心 とする活動を選 して沐
派をさらに■かに広げてきた。そして、
いま、それはひ とつの河 となつて顕在化
しようとしている。この流れこそ、明治
以来の美術史のなかで実は唯―の正統 を

今初

國 場 組 グル ー プ

国 権
会

長

生み出せる嘉地、(気闘 風土 歴史)の存
在.で は英術上の戦後の固有の文脈が存
在するかであるが、残金ながら、それが
きわめて弱い。いくっかの現代美術のグ
ループが出て来たが、綸理を深く獅 り進
めた記録も綸争もなく、漱発的であった
が故にひとつの 味 系Jの ようなものは
未だ見出せない。 (ただそれは今後の過
去の調査7r究にもよろう)沖 縄において
固有な文派のもとに猥 としての芸術をあ
らしめるためには、もっと言脱が飛びか
う必要があろう.論理 し 首語化するこ
と.徹 底 した首躙 から
̀じ溢れ出るものこ
そが美術の表現で̀ヒ
ある.け っきょく),縄
においては、1070年代作察■のように美
5うようなグループが出なか
術の鵬■ を「
・
つたし、彼等がJt判の対彙化としたよう
な運動やグループがなかった。つまり自
前の 「美術Jを 持つにはまだかなりの時
間を有するということであろう。それて
もここ政年かなり意瞼的に本質まで降り
て、表現 しようという作家が増えてきた
ことを考えればあながち嗜いものではあ
るまい.彼 ●がもっと発表し、より,く
発書することこそ必要であろう。さて
千葉氏の著作 を読んで)1縄の現状 とを比
較してみたのであるが、僕には 「固有性
―固有の文脈 Jに そこまでこだわること
が、実はそんなに良く分からないのであ
る。とちらかと言えば固有性 を設定する
ことで自らを限定 してしまうのではない
か.逆 に固有性 を掘
げてインターナ
"下
ショナルな共通する部分 を取 り出しても
良い気がする。これは飽 くまでも個人的
感慮の段階であるが。とは言え、「美術 ￨
を生み出していくためには 「産もうと努
力しなければならないのである.」
(おながなおき 開邦高校美術教論〉
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に貢献するとい う0 は 私 どもの亡さ会長
の割 思ではないかなと思 つたんですね。

企=メ セナの 層が、浮上してきた
今、l■
●の美籠界と企彙はこれから

私どもの会長は、名度山愛贖先生、口￨ ロ

￨どういう動きをしていくのか.琉 石
1典術賞の企画で、走りだした琉球石
1油い社長の需根意―氏に大いに口っ
!でもらった。

真山先生なんかも随分パ ックアップ しま
した:そ れ
から￨1躊だ
とかね、IL
型 とか 沖

ー ス
GV・ギャラリ
̀イ

縄の文化全
般に籠田が
広かったん

琉石美術賞 の主 旨

ですね。何

OV
■ザは、第 2日 薦石姜青■のご威
功おめてとうごぎいます.察 哺らしい企
口をなさつて、今沖縄の■術界にたいヘ
んな反口を及ぼしていますが、そこら辺
りの感想とか、まず主旨なりをお聞きし
たいんですけど.
星量 そもそもの階はね、ある広告代理
店から持ち込まれた話なんですよ。こう
いう企画はどうだろうかという事でね.
その企回中の段階で、ある程度審査員の
素晴らしい方がお呼びてきるという前提
で話があったわけです.私 の方としても
大きな企口なんで、相当慎重に を進め
たんです.そ ういうことで、だいぶ時間
はかかつたんです.ど ういうすかという
と、一番大きな問題はやる以上は 1、 2
回だけやるのはいくらでも派手にやれる
けと、出競するというのは地味な事だけ
と、大変な事ですよね。途中で 「や〜め

たJ と ボう訳にも行かないし、その辺で
継続するための問燿点はどうなんだろう
という詰めの問題があったんです。お金
もかかりますけどね。ただ沖薇の美術界

も綸とか美
いう画
￨lfと
層だけ しゃ
なくてね、
父の根嵐 に
は油籠の文
化は素晴 ら
しいものだ
ということ
があったふ
うに思 い ます.

稲帯 意―氏

す。
昔から いわゆる「
沖縄は島グワーだJ
ということが言われた時に、常に沖縄文
化の素晴 らしさを上壺 していたんです.
これは絶対 いいもんだと、これを生かし
て仲ばして世の中の人に知らしめなけれ
ばならないと言つていました。ですから
随分、壼なんかもそうなんですけとも自
分での保有は非常に残 り少ない。
例えば、
本上や外国の有力者にブレゼントしてる
んです。それを夜帰前からずっと続けて
たんです。だからその一端でも、やろう
とは思うんです。父の全部にはとても私

瑯口市総 ■2 3 . 0 ●

ですが 今年も不安感でいっばいだつた
んです.果 たしてこの企画が受け入れて
貫えるだろうかとわ。それから思い切つ
た方法を取 つた訳ですね.こ れが、ひと
つの目玉になつた=査 員です● 三木さ
ん、林さん、石峙さんという非常にユニ
ークで、かつ力を持つておられて、自分
なりの哲学を持っておられ、しかも本土
でも外国も含めていろんな事壺員を経験
しておられる方をお呼び出来た訳です.
しかし、それも初めての試みなんでね、
地元からという声もあつたんです。地元

国家試験合格者輩出―
Nolの
綸合コンピュータ■Fり枚

沖縄信販
〒‐

の力では及びません しね. 企 業もそこま
での力もないので、綸面に しばってやっ
てみようと、こういう事 がま 旨だったん
です. や つてみて第 1 回 もそうだったん
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の方が審査されるのはすでにいろんな形
ていっぱいあるわけですね。その意味で
僕はタイム スさんは 常に偉いと思いま
'「
すれ 沖風 というあくまでも沖
縄の日で
しと、それから
見た催
琉石美術■ という
中央から見た、男1の視野から見たね。そ
ういう違 いがあったとはいえ、私 どもの
ことを全面的にパ ックアップして￨ヽ
ただ
いて、タイムスはたいしたもんだな と思

がするんです(?)。 私たちはそのことを
言いたくて、咽まで出かかっているんで
すがね.
￨
「
GV
これはカレンダーには使えない」
とは、言えないわけですね.
壺塾 それて審査結果については結局そ
うしなきやならないでしよう。先生方は
沖縄に地は、血絆、その他―切の関lrが
ない沢です。
凛粋にそのも
のだけを見 る

つてよ リトー タツレ的に盛 り上がっていっ

訳ですね。せ
つかくお願い
してお呼びし
た人たちなん
ですけど、私
たちは会場に
も入れてもら
えない。 しか
も、どうもこ
の綸はカレン
ダーにちよつ
と困るなと思
っても 「いや
あ、先生選ん
でいただいて
ありがとうご
ざいます」と
いうことです
から、これは

たけどブ1常に喜んでこ コこコした顔 をし
て帰っていきましたわ。 それからもうひ
とつは、本島だけしやなくて 本土県出
身者や離島からの作品も多 く出品されて
います。今年入賞 した与邦輌朝大さんの
息子さんのもあ ります し、非常 に幅が広
がつた というのが嬉 しいですね それか
らあの先生たちの観る 日というのは、ど

FI よ
T鷲
[;￨:tttI[:ittli

て伸びてい くんだ ということですね。だ
から応募の人 をみても、とちらかという
と、割合に力はあるんだけ ども、個人で
やつておられた方が多 く出てきてますよ
ね。これが琉石美術■のひ とつの特徴 な
んですね.そ れから今回、県立芸大 も全

面的にパックアップいただいたんです。
むしろ向こうの方が喜んで下さつたんで
れ また芸大関係者も7人 人選 したんで
すね.だ からあそこを審査会場にして、
いろんな意味の協力していただくことに
よつて逆に芸大生の意欲アップにっなが
つたという事で、またそういう場ができ
たという事でね、かえってものすごく喜
んでおられたんですね.そ ういう話を聞
くと大変嬉 しく思ってますが、スポンサ
ーサイ ドからすると図つたなと思つたこ
とが少 しはあるんですよ.言 いづ らい面
もありますが (笑 ).

琉石美術 賞 の夢
GV
スポンサーサイドの国ったことと
いうのは、とんなことですか。

塁送 ますね 私ともは一洒も書査会場
に顔を入れたことはないんですよ。何を
やつているのか分からない。

⊆ェ 社長は審査会場に行かれたことは
ないんですか?.
壼送 つまり、重役は一人も入れさせて
くれないんです。何らかの圧力その他が
あつて誤解されたらいけないというんで
立入禁止なんです。まず観れないという
ことがありますね.
それからもう0と つはね、実は大賞作
品、入■ 5点 を、我が社のカレンダーに
するとしますね。 ところが芸術的見地か
ら見たいい絵と、悪い絵 というのはカレ
ンダーに向 くことと、全然違うような気

精神衛生上良
くないわけで
すね 実は。た
だね、それは
朧めてますか
第1目
1燿美籠賞「
疇J(F501)研 1剛夫
らね(笑)
GV
しかし、琉石美術賞の意義はとて
つちかという と質￨￨な水準が加わえられ
も大きいと思います。
る.だ か ら選 ばれた絵 というのは、質的

亜送 確かに、いろんなプラス面が期待
できます.た とえば、細かいことを言え
ば、美術家たちも、自分たちがもっと上
を求めるにはどうしたらいいかと審査員
の先生方から一生懸命 を引き出そうと強
烈に追 つて くる し、先生 にすれは 自分た
ちのやっていることがプ ラスになつて生
きがいみたいのを感 しているんじやない
かなとお しゃっています。 そういう意味
で先生方に沖縄のよき、若 い人たちの熱

な水準の高い絵だ ということは、何も将
来、沖縄 に留 まる必要はないわけです。
私 どものねらいがそうなんです。 この■
を美術家たちが踏み台にしては しい、踏
み台にした ことで本土 とか世界にのびて
￨ましいというのが夢なんです。そのこ と
で少しは踏み台になつたかなと思 ったの
は、その後 いろんな形で県展だ とか沖展

意に触れて、心 を打たれている面があっ

だ とか、あるいは本土のいるんな展覧会
で結構入選 、入賞された方がいらつしゃ
います。あれは大変鱚 しいですね。これ

て、来年 もにこにこ来て くれると確信 し
ているんです。飛行場 に送 りに行きまし

は、うちを踏み台に して伸びてくれたな
― と、だか ら本上の展示会にもボチボチ
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と出始めてますけど、もっと上の■ を菫
れるよう頑張 っては しいな一 と思います
れ そういう意味で今回私 どもが自信 を
持ったのはステップ としてはんの少 して
も ,びてきたとぃうことですね。

企業 と美術

なつて、テンポが速 くなつて、どうして
も企業 というのはどんどん時代にt して
=ヽ
体質を変えて行かない とその企栞 とい
のは豪退 してい くんですね、こ´は大変
な事です。ですから、どうした らい か
というと最終的には地域住民の旨■ム′
0
パックア ップ を10られない口 ￨ようまく
'り
行かないと思 うんで r.最 後はパー トの
r.IBです.一 時的にはうま くい っても、

Q坐 美術■につい
てのお所 をいろいろ
お同い しました けど
も、企 果メセナのあ
り方と言 いますか、
やつと最近になって
琉石さんが始められ
て、企業美術に関 し
て動 きだ した感 じが
あるんですが、他の
企業家の皆さんの実
術への関心はどうな
んでしょう?.
里道 そうですね.
見てると各社がなん
らの形でそれに近 い
形 をや り始めている
んじやないですか。
ただ私 どものやって
いるのは銹続 とい う
ことがあ りますから
大変です.会 社が鶴
からなくなったから、
やめたという訳には
いかないわけですか
らね。 そう意味では

企業努力をしなさやならない訳ですね。
そうするとまた、人に言えない『労があ
る駅ですよね.
CV
企業と美術の関連について現在言
われていますことは、コーボレー トアイ
デンテイテイーからコーボレー トアー ト
の時代に入つたという非常に衝撃的なこ
とがありますけど….
亜饉 ただね、なにもメセナということ
だけじやなくしてね.企 業 というものは
何なんだろうかと考えてね。よく言ゎれ
るんだけと、普は企業の生命は30年だと
まわれたんですが、最近だんだんそれが
相まつているんじやないかと言われてい
るんですね.そ れはどういうことかと言
うと、非常に世の中の移 り変わりが速 く

32日
翡期,「￨lnt,o"i」 ￨1山
'
企業が長期的に考えて何十年もやるとい
うのは、その地域 と密着 をし かつ地域
のためにならなければうまくいかないと
思います.ですからそういう意味ではね
企業 というのは何か 城のために貢献 を
に企業が存続するた
するということが逆'也
めの条件であ り、秘決だ と思 うんです.
その地域の皆さんに対 して密着 t′
、お返
しをする。その延長線上でメセナがある
と考えてます。それは メセナだけしゃな
くてね。 これから国際化時代 ということ
になつてい くと国際化に対するなんらか
の貢献 をしな くちやならない。 うちも今
度から琉大の外国人の学生 に対 して資金

ダイキン冷嘔房薇特わ距発店′那■市拾永 ■水政● 工事指定店

らいものになりますね。
GV
ということは、今 日の企業、会社
そのものを人格化していつて、人格その
ものが間われて行く時代、会社そのもの
の組織が人格を持 ちて表現 として営む、
そしまでもう入 つてきちやつた、という
‐
ことですね。
稿嶺 そうですね。そうなるとね、人間
というのはやつばり徳なんですね.徳 を
とんな形 CIlんで行 くか
れを心掛け
ないといけな,ヽ
.企 業 としてはつらい面
̀そ
もあることはあるんですけどね.,なぜか
というと、企業が継続するためにはある
程度利益を上げないといけない。その辺
のパランスをどう保つて行きながらやる
かと それが役人 と企栞人との違いだと
思います0。 それから県に対するいろん
な貢献 をしていかなきやならないと思う
んですよ。だからメセナというのは
'く
の貢献しなきやいけないことのひとつな
んですよ.
GV
ひとぢお聞きした1｀
んですが 先
代の社長の美術コレクシヨンをできまし
たら稲薇―郎記念美術館 として、社屋の
中にでもあるとまた全然違うんじやなか
ろうかというような事 を、勝手に違想し
ちやうんですけど.
廷量 いやいや、それはね社内からも随
分声も出てるんですよね.会 社としても
夢 としてはもってるんですよ。ただそれ
をやるということになると、相当企業の
負担が大きいんですよ 空間自体が相当
経費がかかる時代になつているわけでし
ょう.で すから私 どもの夢 として、流石
美術サロンというのを、 日も早く持て
一
るようになりたいな、というのが夢なん
ですよ.
GV

そのことに関 して言えば社長さん

の所が一番近 ぃ位置 にあるん じやないて
すかね.

Ｌν

卜π

の提供をしました。 これ もやっば り沖縄
の国際化ですね。沖餞 というのは
に
'々

とらて地域ですからね.沖 縄のため にな
ることを企業が一生懸命にやつて努力す
る事によつて、電域の皆織のある程ルの
調 面をおう ことによつてのみ企業は存続
できるんです.要 するに共存共栄である
わけです。企業が独 自の け仕事でやる
と、例えばあまり言いたくないけとも、
今回、起きているような証券等の不祥事
のr・
IB。 ぁぁ￨ヾうことだ と企業にたいす
る調 薔というのは、もちろん霧ちてきま
すね。そした らね この企業は非常につ

いやい
●I
や、どうて し

糧嵌 そうなんですね.ど れがいいのか
思いのかよ く分からないのだけど。でも

ょうかね。 そ

逆に考えると、もしも妥協 した ら個性が
なくなつて平几になつちやつて、皆似た

うはいかない.
やつば り事業
の採筆ベ ー ス

ようなものになるから やっば り各々が
自分の信するところをその まま進んで行
くことによつて、沖縄の美術界の発展が

を考えると厳
,
しいですか じ

今後あるのかなと思 つた りしてるんです

れ 玩石 とい
うのはい独の

〈笑 ).
GV
稲嶺さんが先人 を切つて美術界 を

石
けの商
̀ t だ を持
売でそれ

■艘、支援 されているのは実に0強 いて
す.本 当に沖縄美術界はこれからだと思
いますね。 そういった意味では90年代の

つ ことはでき
ないから.琉
石グループが

沖縄の文化 といいますか、特に美術文化

広い意味で早
く他の会社は

ですね.首 旦城 もできます し、それか ら
■朝時代の文化の研究 もこれからもっと
jt体的に出てきますで しょうし、戦後の

どに伸びても

英術の研究 も、もつ と具体的に進む と思

ことが先
',う
決です。今はまだ先行投資の段蘭て.グ
ループは26社もあ りますから トー タルで
伸びて もらうことによって一 日も早くそ
ういうことができるようにしたい と思う
ています.私 の生きている間にね。
で企 業の美術館 というのはひ
とつもごきいませんで しよう 本 上の方

GV ll縄

では、出光や リッカ などた くさんござ
いますから、是非沖縄でも トップ を切 つ

ってますからI t a てI I t で
丼千、現代美術
には戸= ´ てはいる訳ですよ. た だ琉石
美術■にr r れ た作品 を■ても、私の 日
からみて 確かに ￨ あれ つ」というのは
( す よ. だ け どまあそういう
'のを
( け,'る
3 んことによつて新 しいものの良さ
というのも少 しずつ分かつて くるん じや
ないて しようかね 脱明 を聞 くと何かい
いような気が しますよ く実 ) .

ていただきたい と思 います。社会的な環
境とか大きな文化的な意味 で相 当な波及

沖縄 の美術界

効果があると思 うん ですね。そうするこ
とによつて芸術家たちもなにか しかの励
みになるで しょうしね 後 11にいいrll
を伝えて行 くという価値観 というのは
大 だ と思いますね。そこら辺や つと企
業メセナ という言葉がはや つてきて、認
識させ られた というか li民 輛 を得た と
いいますか。

うんですta.美 術贅 も発展 し 県全体も
レベルアップ して いい時代が来るので
は

と期待するのですか。

申しま
曇量 そうですね.で すから
'頭とつの ス
したよ うに、私 どももこれ をひ
テップとして、お役にたつということが
l:口ですからね。今後 ともそうですけ ど
も、多 くの若 くて、力のある方がそれ を
賄み合に していただきたいとい うのが一
番の望みです.
GV
最後にな りますが、沖縄企桑メセ
ナ協会とい うのは どうでしようか
'.しゃ
それはやっばリー人 ■人だけ
I送
だめてすね。もっと,く の人が興味 をも

GV
琉石美術■を2日 も続けてこられ
てより深 く沖縄の栄術界を知るようにな
つたと思いますか。なにか沖縄の美術界
に対するこ意 llなり、ご感想なりごぎい

たなきやだめて しよう。だからさつきも
｀
ちよつと置つたようにまなんかも本 1に
外国によく行 くんですが 日程的に美術
館回りを取 る人が少ないですね。 これは

ますか?。

まだ全般の美術に対する恵議の問題なん
でしょうね。沖縄サ イ ドだけの問題では

GV

曇量 す1常におもしろい社会だな と思 う
のは、私 どもビジネスマンというのは相
当いろんな形で妥協 というか そうい う

きな綸 とか作家 とかございますか。

ことをしながら生 きている人種なんです
ね。まわ りに気を使 いなからね。 ところ
が美術家の人たちの集 まりを聞 いてます

稲被 さんには、これからも‖縄美
術界にご尽力いただ きた いと思 い ます
それては、貴重なお時間 をありがとうご

と、人の言 うことを開かないで自己主張

ざ1ヽました。

ところで現実的には現代美術がか
なり盛んになり、欧米 を初め国内の美術
が混沌 としてますけど。稲長 さんは 好
墨量 保 なんか、平几に印象派ですね.
ル ノアールだ とか モネとかマネとかね
結構いろんな美術館 を回っているんです
よ.ア メ リカ ソ連 フランス、スペ イン
などですね 現代 アー トについては、よ
よく分か りませんね 難 しくてね…(笑)
私としては特 に勉強 しているわけしゃな
いですか ら、先ほ と言つたみたいな一般
的なものに同定観念 というのが出来上が

うことかも知れ ませんが.
GV

ばか りされ る方が非常に,い んですね。
それておかげさまで違 う社会を見ること
ができる。こういう社会もあるんだなと
勉強させ られてますよ(笑).
GV
美衛家ははんとに常出 を過脱 しな
がら新 しい時代 を￨￨くのに目起になつて
ますからね (笑).
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チコピーで始めたii島時代の面廊から、
フ年前に泉崎に新装オープンしたサロン
調の画廊。それから今年オープンしたCA■
Ш Ⅳ WORK l.沖 縄 ては画廊 は育たない
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画廊沖縄では創立10周年を記念 して、美術講演会を催 し
ます.美 術関係者ならびに美術フアンの皆様が、多数参加
して下 きる事 を希望 してます。

千葉成夫氏
美術教詢

詳話者 は 「ミニマルアー ト」や 「
現代美術逸脱史J、「
美
術の現在地点J等 の著者で知 られる、日本の近 現代美術
の研究者の美術評論家、千葉成共 (ちばしげお 東京国立
近代美術館主任研究員〉さんと、沖縄 タイムス、琉球新報
の美術風配で活曜中の翁長直樹 (おながなおき 開邦高校

さんのお二人.

千葉成 夫さんは1946年の生まれの第 3世 代の美術rF論家。 自身の著書の中で、日
本 の近 現代美術 を語 る時 、 「日本固有の業術文脈 1「 類 として美術 Jを 論の主軸
として展 14し、近代的美術評論が支配す る国内事情で、今 日的美術評論の世界 を開

拓 した新世代の美術評論宗。
翁長直樹さんは、1951年沖縄生まれ.盛 んとは言難い
沖縄の実術研究 と評論の現状において、真摯な評論の視
点から、世界の美術 を視野 に入れた沖縄美術の研究者の
ひとり,地 元 2紙 における氏の美術熙論は関係者に定秤
がある.
□日 時 :1991年9月22日(日)P M5:OO
口場 所 :八 荘(那覇市松尾)2階 ホール
ロ入場料 :無'夕
料

ドル ′′

最近読んだ 「美術館は眠 らないJ(岩
渕潤 子著 )に よると、アメ リカ美術歴史
の11で、1960年の個人 企業からの芸術 に
対する助成は低調であつたらしい その
原因は、企業が利潤の追求はか りに明け
事れていたためであろうとのことで、そ
れは今の 日本の現状 と似ている と思 う。
"Bt●ness COmmittee Forし
1le Arts''は
、
アメ リカの大宮豪デビッ ト ロックフェ
ラーが 当時の企業代表者 を1呼びかけ、19
59年に結成 した企業メセナの組織化であ
る.主 な活動内容は、に)美術の コレクシ
ヨンを持ち、それ を職場内に展示する.
0人 口の寄付 をする。に)美術教育に貢献
する。など 他にも様 々な形で芸術 復奥
支援 し、今では助成可能な加盟財団数は
2万 を超え、年間助成総 額は約30億 ドル
となつている それに比べて 日本はた つ

為の自己表現や生活の厳 しさ、純真きや
素晴らしさ、愛す るとい うこと、計 し合え
るということ、感動すること、沖縄 の作家
たちや、逢ったこともないルオーやビカ
ソなる巨匠たちから学ばせてもらった気
が します。学ぶ 知 る、ということは全て
において無限だ と思います。更に新たな
る自己を発見し成長 していくのだから.
「生きることは学ぶことJと いう言葉が
好きです.も うそろそろ 「春 らしの中に
本物の絵 を″」というだけの時代は終わ
り、私達 と同時代 を生き、
過去から現在、
そして未来 をも敏橘 に察 し、今 を、未来
をどう生き抜 くべ きかを、問いかけ、真
撃に表現 している作家違の作品 とある世
界を共有 してい く時イ
ミではないでしょう
か ?単 に意味の中 ない抽象面 として観
るのではなく、素晴
'ららしい可能性 を秘め
た現在 を見つけることが出来るで しよう
し、未来へのメッセ ージをも感 じること

翁長直樹氏

たの5 0 万ドルなのである。

来同の金颯ヌセナMI●

と言われ続けて早10年.絵 は売れるもの
でも買うものでもない と言われていた一
音前が懐か しく思われます.人 が生きる

なぜこれほどまでにアメ リカの企業は
助成に熱心なのかというと、まず第一に
それが自社のイメージアップとなり、売
上につながる。すなわち、芸術支援が広
報の役割を果たすわけである。助成する
側とされる側の思惑が複雑に絡み合つて
成 り立っているものの、企業が支えるア
メリカ文化 といっても決して過言ではな
いように思える。表退 しつつあるアメリ
カ経済の中で芸術助成が今なおも大きな
位置をしめているということは、ァメリ
カ国民の地域社会に貢献 しようとする意
識の高さからも来ているはずである
日本も、今や世界の トツプリーダー的
地位に立ち、
経済大国になり得たものの、
文化 芸術助成の立ち遅れは、もはや限
界にきているように思える。ここで日本
国民も芸術に対する意諏 革を行つてみ
てはどうだろうか
(金 城 和詢
10■になつ臓面
「
′
のキヤツ
暮らしの中に本物の絵 を′
」
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が出来 ると思 うのです。 それ を知つてい
くことが大切だ と思います。同 じ時代 を
生きて いるのですから、現代作家の意識
や表現が判 らないはずはあ りません。エ
レギー温れる作品は、そこにあるだけ
ネッ
で私違の 日常の意識 を刺激 し、新 しいは
界を認識 させて くれるものだ と信 してい
るからです.

(漱 底

貴7)

ゴルビーの推進 したペ レス トロイカ、
突然勃発 したクーデター.70年 間で巣食
つた歴史のウミカt噴き出した。
ノ
｀ブルだ、
メセナだと目がしい経済大国ニッポン.
食糧や経済事情が苦 しいモスクワではメ
セナの声も空 しい
今回のGVイ ンタビューは 沖縄の企
業界の トップを切 つてメセナをスター ト
させた琉球石油いの稲薇社長を訪ねた。
企業家の美術メセナに対する熱い思いが
聴けた.し かしなから今 日の芸術を模索
する現代作家の期待 とは幾分の違いがあ
るようだ。沖縄のメセナは始動 したばか
り.琉石美術賓の後に続 く、メセナが他の
地元企業にもとんどん出てはしい (■ )

