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 国際芸術祭「あいちトリエンナーレ 2019」の企画展「表現の不自由展・その後」を

巡る一連の問題を、憲法学者の視点で整理した。 

 芸術表現は表現の自由の一環として原則として保障されており、検閲は絶対的に禁

止されている。一方、国や自治体も「政府言論」という形で「表現」をすることがで

きるが、表現への援助が義務になる場合と表現に対する援助を拒否できない場合があ

ることなど、表現の自由に対する基本的な考え方を解説した。そのうえで、今回の問

題はあいちトリエンナーレ実行委員会と「不自由展・その後」実行委員会の間の問題

であり、展示の中止は検閲ではなく、危機管理上の問題だったと指摘した。また、あ

いちトリエンナーレは政府言論だったとは言えないが、知事が実行委員長になるなど

政治と展示会が実質に結びついていた構造に問題があったと言い、芸術の専門家によ

る「アーツカウンシル」の設置が必要性だと述べた。 
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司会＝坪井ゆづる・日本記者クラブ企画委員

（朝日新聞論説委員） 本日は「<表現の不自由

展・その後>のその後」の 3 回目で、憲法学の

横大道聡・慶應義塾大学教授にお越しいただき

ました。1回目は「あいちトリエンナーレのあ

り方検証委員会」の山梨俊夫座長、2回目は文

化庁の補助金不交付に異を唱えて補助金の審

査委員を辞めた野田邦弘・鳥取大学教授に来て

いただきました。3回目のきょうは憲法の観点

でお話を聞きます。 

1 時間半の予定で、1 時間ほど先生のお話を

聞いて、残りの時間で質疑をしたいと思います。 

では、先生、よろしくお願いします。 

横大道聡・慶應義塾大学大学院法学研究科教

授 ただいま紹介いただきました慶應義塾大

学の横大道と申します。きょうはどうぞよろし

くお願いいたします。 

「表現の不自由展・その後」を憲法学の観点

から考えるということでお話をいただきまし

た。そこで、パワーポイントを用意してきまし

たので、これに沿って説明していきたいと思い

ます。 

まず、私が呼ばれた理由に関わることだと思

いますので、そこから説明させていただきます。

スライドに挙げていますように、『現代国家に

おける表現の自由』という本を出しています。 

これはアメリカの判例や学説を中心に整理

したものになるわけですけれども、その中で、

芸術に対する補助金の問題や、あるいは援助を

撤回する、そういった問題を取り扱っている、

そういうことで、この問題についていろんな方

から話をしてくれというお話をいただいてい

るということになります。ですから、皆様方か

らすると、どこの馬の骨が来たんだと思われて

いるかもしれませんが、一応そういう研究をし

てきた立場にあるということでございます。 

きょうのお話の大きな流れですけれども、ま

ず表現の自由の基本的な考え方について、簡単

に説明いたします。そのうえで、表現の自由の

「基本的」というものをとった考え方、やや発

展的な論点について説明し、そして、それをさ

らに修正するような事情、ですから、ここまで

の上 3 つが表現の自由にかかわる話になって

います。 

そして、ここで紹介したような考え方を具体

的に今回の事件、不自由展の展示の中止の問題

や、文化庁の補助金不交付の問題に当てはめて

考えると、一体何が言えるのか、そういったと

ころをみていくというのがきょうの話の後半

の内容になります。 

おおむね 1時間程度を予定しております。若

干長くなりますけれども、よろしくお願いいた

します。 

芸術表現は表現の自由の一環として保障される 

まず、表現の自由の基本的な考え方ですけれ

ども、表現の自由というところの「表現」は極

めて広いものが含まれます。憲法 21 条 1 項で

「言論、出版その他一切の表現の自由」と書か

れているとおり、そこで言う表現にはかなり多

くのものが含まれてくる。 

学説も 1 つ挙げておきましたが、「人の内心

における精神作用を、方法のいかんを問わず、

外部に公表する精神活動」、これが表現なんだ

と。したがって、今回のような芸術の表現です

けれども、これはここで言う「表現」に含まれ

るという形で保障されることになります。芸術

表現も表現の自由として保障されるというこ

とです。 

これは何が重要かというと、芸術表現だから

といって特別の保障を受けるわけではない、あ

くまでほかの表現と同じように、表現の自由の

一環として保障されるのだというのが憲法の

位置づけになります。 

諸外国では、例えばドイツですけれども、芸

術の自由というものを保障しているような国

もあります。けれども、日本国憲法はそういう

規定のスタイルをとっていないということに

なります。 

表現の自由は重要だ、とても大切なんだとい

うことはよく言われますけれども、果たしてど

ういう意味で重要なのか、どうして手厚い保障

を受けなければならないのかというのが、ここ

でお話しする内容です。いろんな説明の仕方が
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ありますけれども、ここでは裁判所が述べた理

由を引用しておきました。 

紹介させていただきますと、「北方ジャーナ

ル事件」という事件で、最高裁判所はこのよう

に述べております。「主権が国民に属する民主

制国家は、その構成員である国民がおよそ一切

の主義主張等を表明するとともにこれらの情

報を相互に受領することができ、その中から自

由な意思をもって自己が正当と信じるものを

採用することにより多数意見が形成され、かか

る過程を通じて国政が決定されることをその

存立の基礎としているのであるから、表現の自

由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由

は、特に重要な憲法上の権利として尊重されな

ければならない」、憲法 21条 1項に言う表現の

自由は、その核心においてそういう趣旨を含ん

でいるのだと。 

ここでの説明は、民主主義、民主制国家にお

いて、民主制だと言えるためには、表現の自由

が保障されているということは不可欠なんだ、

そういった趣旨で、表現の自由の重要性を述べ

ている部分になります。 

あるいは、こんな説明をされることもありま

す。これはまた別の事件ですけれども、「各人

が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、

これを摂取する機会をもつことは、その者が個

人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、

社会生活の中にこれを反映させていく上にお

いて欠かすことのできないものであり、民主主

義社会における思想及び情報の自由な伝達、交

流の確保という基本的原理を真に実効あるも

のたらしめるためにも必要」なのだということ

です。 

これは表現の受け手がいろんな情報に接し

て、自分を成長させていく、そういったところ

が実は翻って民主制にとっても重要なんだ、そ

ういった説明がなされているところでありま

す。 

憲法の教科書でも、表現の自由はなぜ特別に

厚い保障を受けるのかについていろいろな説

明があります。「自分が自分らしく生きるため

には、言いたいことを言うということがとても

重要なんだ」という説明であるとか、あるいは

「多様な情報が流通して、そこで意見を戦わせ

合うことによって――つまり表現の自由市場

によって――正しい情報であるとか、重要な情

報が切磋琢磨して生き残っていくのであって、

それを国が介入して特別の方向に移動するこ

とは、これはよろしくない」、そのような説明

がされることもあります。 

いま言ったような理由で、表現の自由は裁判

所も認めているとおり、やはり重要な権利とし

て扱われ、それゆえに表現の自由を制約するこ

とは、原則として許されないということになり

ます。ここでも幾つか判例を挙げておきました。 

また紹介させていただきますと、ある事件で

は、「憲法 21条の保障する表現の自由は、民主

主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人

権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律

によってもみだりに制限することができない

ものである」。 

あるいは、次、別の事件、泉佐野市の市民会

館事件、これは後でちょっと出てきますが、有

名な事件でありますが、集会の自由の話をして

おります。「集会の自由の制約は、基本的人権

のうち精神的自由を制約するものであるから

――表現の自由は精神的自由に属しているの

で、ここで言っている話というのは、表現の自

由にも妥当する話になります――経済的自由

の制約における以上に厳格な基準の下に」その

合憲性が判断されなければならないというこ

とです。 

以上、表現の自由で言うところの「表現」と

は一体何かという話、そして、なぜ表現の自由

がそんなに重要なんだというところの説明を

してまいりました。 

絶対的に禁止される検閲、原則として保障される

表現の自由 

その次ですけれども、憲法 21 条 2 項の前段

で、「検閲は、これをしてはならない」と規定

されております。ここで言う「検閲」ですけれ

ども、これについては定義がありまして、この

定義に該当した場合には、正当化する余地は全



4 
 

くなく、違憲になるというのが裁判所の立場で

す。 

その定義、「税関検査事件」という事件で最

高裁が述べましたけれども、ここにあるとおり

です。「行政権が主体となって、思想内容等の

表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の

禁止を目的として、対象とされる一定の表現物

につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審

査した上、不適当と認めるものの発表を禁止す

ることを、その特質として備えるもの」、これ

が検閲になります。 

先ほど、表現の自由は重要な権利で、それを

制約することは原則として許されないという

話をしましたが、ここで定義した「検閲」に該

当する場合には、正当化が一切許されない、例

外がないということです。原則的に守らなけれ

ばいけないではなくて、これに該当したら違憲

という結論以外はないというぐらい非常に強

い保障が 21 条 2 項の前段であるわけです。そ

の意味で、「検閲」は「絶対的」に禁止される。

これに対して「表現の自由」は「原則」として

保障されるという関係になるわけです。 

以上が表現の自由についての、非常に雑駁で

したが、一般的な基本的な考え方の部分になり

ます。ここから「基本的」というワードをとっ

て、若干踏み込んだ説明をしていきたいと思い

ます。 

表現の自由は法的責任からの「防御権」 

まず、表現の自由の考え方の①ですけれども、

表現の自由は、原則として制約してはいけない

と申しました。ここで言う「制約」とは一体何

かという話です。「制約」と言ったときに、基

本的に念頭に置いているのは、ある表現をした

ことを理由に逮捕するであるとか、刑罰を科す、

あるいは民事上の責任を負わせるといったよ

うなことを念頭に置いております。単に表現が

やりにくくなったというだけでは「制約」には

基本的には該当しないということになります。

法的な責任が発生する、そういったことを念頭

に置きながら制約という概念を考えていると

ころになります。 

教科書的には、表現の自由は「防御権」だと

いう言われ方をします。表現をしようとしてい

るときに介入してきたら、それを跳ね返す、妨

害排除を請求する、そういった権利だというこ

とで、単に表現がしにくくなったというだけで

は、そこで言う制約には該当しないと説明され

ます。 

下にちょっと難しい説明をしておりますが、

学説では、憲法上の権利の「制限を意図し、直

接的で、一方的強制的に、法律・命令などの法

形式をもって、基本権――人権――の保護領域

に関わる国家行為」、これが制約あるいは侵害

であるという形で、明確にしようという試みが

みられております。 

ここで重要なことは、「制約」という概念を

あまり広くとってしまうと、いろんな問題が自

由の制限、制約の問題になって、憲法上の問題

になってしまいますけれども、基本的にはそこ

まで広く想定せずに、刑事罰であるとか、民事

上のペナルティー、こういうものを念頭に置い

ているということになります。 

2つ目です。表現に対して「援助」すること、

場所の提供であるとか、機会を提供する、ある

いは補助金を支給する、これは憲法上やらなけ

ればいけないわけではない、つまりそういう義

務はないということになります。 

この点、先ほどちょっと触れましたが、表現

の自由は、ほかの精神的自由と同じく、防御権、

何か介入してきたときに「やめてくれ」と跳ね

返す権利であると捉えられておりますので、何

かしてくれ、お金をくれ、場所を提供しろ、と

いうのは基本的には表現の自由の要請の範囲

に入ってこないということになります。 

この点、最高裁判所レベルで明確に述べた判

例はないですが、下級審判決では述べているも

のがあるので、それを一つ紹介しておきます。 

「表現の自由の保障とは、国民が内心におけ

る精神的作用を外部に公表することを公権力

により妨げられないことを意味」する。したが

って、「国民が、公権力に対し、内心における

精神的作用を外部に公表するための機会の提

供など、表現の自由をより実効化するための一
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定の作為を求めることができることまで意味

するものではない」ということです。 

視点を変えて申しますと、表現に対して援助

する憲法上の義務はないですけれども、援助す

ることが憲法上禁止されるわけでもないとい

うことです。憲法上は、表現に対する援助をし

てもいいし、しなくてもいい。しなければいけ

ないとは言っていないし、してはだめだとも言

っていない、そういう態度をとっているわけで

す。 

実際、後でちょっと触れますけれども、表現

のための場所や機会の提供というものは、かな

り広範に行われているところで、これは、ここ

で言う憲法上禁止されていないということを

前提にやっているはずです。 

芸術分野に関して申しますと、「文化芸術基

本法」という法律がありますが、この法律に基

づいて、文化芸術に対する助成、振興というも

のを広く国の政策として採用しようという態

度決定をしております。各地方自治体も同じよ

うに、芸術、文化振興を広く行っていこうとい

う趣旨の条例を制定しておりまして、その意味

で、こういったことが憲法上できるのは、前提

として捉えられている。 

憲法の条文を眺めてみると、89 条で公金の

支出が禁じられる場合が定められております。

そこでは、「慈善、教育若しくは博愛の事業」

で、公の支配に属しないようなものに公金を支

出してはならないとありますけれども、芸術へ

の助成はここには該当しないということで、お

金を出すことが憲法で禁止されるということ

はないということになります。 

芸術活動の自主性を尊重する文化芸術基本法 

ここで、文化芸術基本法について言及しまし

たが、これは非常に立派なことを言っているの

で、小さくて見づらいかもしれませんが挙げて

おきました。 

この間、いろいろ議論がありました。なぜ国

がお金を出して、市場では評価されないような

芸術表現に対して援助しなければいけないん

だ、というような議論も見受けられたところで

すが、法律レベルで、それはこういう価値があ

るからなんだということが明確に述べられて

いる部分です。全て読むと時間もかかりますの

で、ピックアップして紹介しますと、芸術とい

うものは非常に重要なんだ、それによって心豊

かな社会が形成されるとか、文化や伝統を尊重

する心も育てられるであるとか、豊かな活力あ

る社会の形成にとって重要なんだ、そんなよう

なことが書いてあるわけです。 

しかしながら、文化芸術がその役割を十全に

果たしているかどうかは、いまのところ、なか

なか微妙なところがある。ですから、文化芸術

振興をきちっとやっていきましょう、そして、

その際には、文化芸術活動を行う者の自主性を

尊重する、あるいは創造性を大切にする、そう

いう態度でやっていこうということが基本法

という形で述べられているわけです。 

法律にはいろいろあって、その中で「基本法」

と名前がつくものがいくつかあります。これは、

ある行為をしたらどういう効果が発生する、人

を殺したら懲役何年というような形で、要件と

効果が明確に定められている法というよりは、

一定の方向に政策を誘導したり、あるいは基本

理念を示して、これに関連する法律の解釈の指

針にする、そういった法律になるわけです。 

有名なものとしては、教育基本法などがあり

ますけれども、これは教育行政全般にその理念

を踏まえて解釈、適用していきましょう、そう

いう意味合いを持つような法律になります。 

文化芸術に関しては、これが基本法として位

置づけられておりますので、これが求められて

いる態度であり、そしてここに、なぜ芸術に助

成するのか、芸術は社会にとってどういう意味

があるのかについて、非常に饒舌に語られてい

る。この法律には前文までついており、引用部

分はその箇所です。この後、条文が続いていく

わけですけれども、そこをごらんいただいても、

芸術に携わる者の自主性や創造性とか、そうい

うものを大切にするというのが原則というこ

とが繰り返し述べられているところです。 

ちょっと話がそれましたので戻りまして、援

助は憲法上の義務ではないが、援助することが
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憲法上禁止されるわけではない。そして、日本

国は政策的な判断として文化芸術振興が社会

全体にとって有益だという判断のもとで、文化

芸術基本法という法律をつくって、それをやる

と決めてやっている、というのがここまでの話

です。 

国や自治体の「政治言論」は許される 

続きまして、考え方④ですけれども、国や自

治体も「表現」をすることができるということ

です。国や自治体も特定の立場に立って表現を

実際に行っておりますし、行うことはできます。

原発反対であるとか、あるいは非核都市宣言と

いったことをやっている自治体はたくさんあ

ると思いますけれども、こういうことができな

いというわけではなくて、それは当然にできる。 

学説は、これを「政府言論」あるいは「ガバ

メントスピーチ」と呼んでおりますけれども、

これは国や自治体が表現の自由を持っている

からできるのではなくて、どういう立場を国や

自治体がとっているか、それを知ることが我々

有権者にとって重要だからだと説明されます。

もしその表現が気に入らないのであれば、それ

は裁判所がとやかく言う問題というよりは、選

挙で、あるいは政治的な批判を通じて判断すべ

き問題なんだ。 

ですから、表現内容を理由に、この表現は気

に食わないから制約するということは許され

ませんが、この内容が正しいと思っているとい

ったような表明を国や自治体がすること、これ

自体は許されるわけです。 

慰安婦の問題で、国が特定の立場をとってい

る、あるいは拉致問題でもそうですけれども、

特定の立場をとっているわけですが、これが許

されないと考えるのは不自然というか、常識に

反することだと思います。これを「政府言論」

と呼んでおります。 

国や自治体が「表現」をすることができる、

といったときに、そのやり方はいろいろありま

す。直接、首長や政治家が発言することもあれ

ば、特定の援助のプログラムをつくって、それ

を通じて自分たちの立場を広めていくという

こともあると思います。 

1つ例を挙げておきました。「文部科学省が、

教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広

く利用されることが適当と認められるものを

選定する制度」、文部科学省推薦、教育上重要

だ、というような仕組みがあるわけですけれど

も、そのとき、特定の価値判断をしてこれが文

科省としてはお墨付きを与えるにふさわしい

ものだということで、そういった助成をやって

いるわけです。ほかにも麻薬を撲滅であるとか、

いじめはだめだ、そういったことをポスターの

コンテストだとか、いろいろやっていると思い

ますけれども、そこで、いや、それは特定の立

場に立って、表現内容に基づいて判断している

から許されない、ということには普通はならな

い、ということです。 

ですから、特定の立場に立つこと自体が悪い

わけではないですし、その特定の立場を推進す

るためにお金を出すということも、これは許さ

れるということです。 

ただ、繰り返しになりますけれども、これは

国や自治体が表現の自由の権利の主体だから

ではなくて、あくまでその是非というものは政

治的に判断する、選挙で判断する、そのための

手がかりを我々有権者が知るためにも、どうい

う政策をとって、どういう立場をとっているか

を知ることが重要であるから、という理由で認

められるものになります。 

ここでまたトピックが変わりまして、表現の

自由の考え方の修正の話です。 

いままで述べてきた話を簡単に整理します

と、表現の自由で言うところの表現はとても広

い。そして、その表現を手厚く守らなければい

けないと考えている。原則これは制約してはな

らない、というのが基本的な考え方である。 

では、援助の話はどうかというと、「制約」

というのは、基本的には刑事罰等を念頭に置い

ていますから、制約にはならない、しかし、援

助することが憲法上許されないわけではない

し、しなければいけないわけでもない、ですか

ら、そこは基本的には政策の問題である。また、

国や自治体自身も発言者として、言ってみれば
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言論の市場に登場してくることはできるわけ

で、それは有権者にとって、そういう情報を知

ることが重要だからである、そういう話をして

きたのがこれまでの話になります。 

ここから、いま述べてきた考え方が修正され

る場面があるんだという話に入っていきます。 

表現への援助が義務となる場合と拒否できない

場合 

まず、先ほど、表現の自由の一環として芸術

が保障されているにすぎず、芸術だからといっ

て特別扱いを受けるわけではないと申しまし

たが、芸術性が意味を持つ場合がないわけでは

ないという話です。表現が違法かどうかを判断

する場面において、芸術性が考慮されることが

あります。 

例えば、刑法 175条は「わいせつ」な表現を

規制しておりますけれども、ある作品が「わい

せつ」なものに該当するかどうかは、その作品

全体をみて、芸術性とか思想性も踏まえて、専

ら好色的なものに訴えかけるものであるかど

か、それで判断いたしますので、そういう意味

で、「芸術性」が意味を持つことがある、とい

うのがまず 1つ目になります。 

2つ目です。表現への援助、助成をすること

は憲法上の義務ではないと申しましたが、義務

づけられる場合もあります。それはどういう場

合かというと、公権力が所有あるいは管理して

いる場所の利用を拒否してはならない、憲法上

それが許されないという場合があるからです。 

具体的にどういう場所かというと、例えばデ

モ行進、これは道路を利用しますね。道路は国

道であるとか県道であるとか市道、自治体や国

が管理している場所なわけです。それをほかの

人の表現活動のために貸すということは、これ

は便益の供与、援助じゃないか、そういう見方

ができるわけですけれども、しかし、だからと

いって貸さなくてもいいとは裁判所も考えて

いないわけです。 

これは非常に古い判決ですけれども、ある判

決でこういうふうに述べられました。道路を利

用したデモ行進、これは「公共の福祉に反する

ような不当な目的又は方法によらないかぎり、

本来国民の自由とするところである」と。 

つまり、場所を提供してもらい、そこを利用

することは自由なんだ。ですから、それを撤回、

拒否する場合には、自由を制約するんだ、とい

う話につながっていきます。 

「表現への援助が義務づけられる場合」とし

て道路の話をしました。公園などもここに入っ

てくると思います。 

次に、表現への援助の拒否が許されない場合

もあります。表現活動への援助は憲法上義務づ

けられていないというのが基本的な考え方で

すけれども、「いったん表現活動のために援助

をすると決定した場合、憲法上の統制が及ぶ」

ということです。 

典型的には、公民館のような公の施設、これ

は地方自治法 244 条に規定がありますけれど

も、そういうものを設置した場合、これは公の

表現のための場所、集会するための場所として

そういう施設をつくったのですから、それはそ

のために使わせなければいけない。表現が気に

食わないとか、おまえたちの集会は鼻につくか

ら使わせない、そういうことは許されなくなる

という意味で、憲法上の統制が及ぶことがある、

ということになります。 

これは学説の言うところの「パブリック・フ

ォーラム」という考え方です。場所を提供する

憲法上の義務はなくても、一旦提供したのであ

れば、それはパブリック（公的）なフォーラム

（場所）として設置されたわけですから、そこ

に恣意的な判断を紛れ込ませてはいけないと

いうことになっていくわけです。 

それはなぜかというと、そういうための場所

ではない、つまり国の立場を伝えるための場所

ではなくて、私人の集会や表現のための場所と

してつくったのだから、設置目的に仕えるよう

に使わなければいけないのだ、ということにな

ります。 

この点について述べた判決が、先ほども登場

しました泉佐野市の市民会館の事件になりま

す。 

この事件は、泉佐野市の市民会館で集会をし
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たいと申し込んできた団体があったわけです

けれども、ちょっといろいろ抗争をしていたよ

うな団体だったこともあって、それに貸さなか

った。それで訴訟になった事案です。そこでこ

ういうことを述べました。 

「地方自治法 244 条にいう普通地方公共団

体の公の施設として、本件会館のように集会の

用に供する施設が設けられている場合、住民は、

その施設の設置目的に反しない限りその利用

を原則的に認められる」、原則使用が認められ

るんだ、だから、管理者は正当な理由なくその

利用を拒否してはならない。もしそれをやって

しまうと、憲法の保障する集会の自由の不当な

制限につながるおそれが生ずるのだ。 

そもそも場所を貸さなくてもいい、援助する

義務はない、しかし、一旦つくったのであれば、

正当な理由なくその使用を拒んではいけない、

これがこの判例で述べられたことになります。 

別の事案も紹介します。これは船橋市の図書

館の事件ですけれども、図書館でいろんな本を

収蔵して並べますね。その中で、司書さんにと

って思想的に気に食わない本があった。通常、

本を除籍するためには、傷んで傷だらけでだめ

になった、そういうときでない限りは、除籍で

きないんですけれども、その基準は満たしてい

ないのに思想的に気に食わないから捨てたと

いう事件です。その著者がそのことを知って、

訴訟を起こした。そういう事件です。 

これも考えてみますと、図書館で自分の本を

置いてもらう権利というものはないわけです。

場所の提供、自分の思想を広める機会として図

書館に置けということは、これは権利としては

ない。 

しかし、裁判所は損害賠償を認めました。そ

れはこういう理由です。「公立図書館において、

その著作物が閲覧に供されている著作者が、著

作物によってその思想、意見等を公衆に伝達す

る利益は、著作者の思想の自由、表現の自由が

憲法により保障された基本的人権であること

にもかんがみると、法的保護に値する人格的利

益である」。法的保護に値するのだと。ですか

ら、一旦収蔵された場合、次ですが、「公立図

書館職員が閲覧に供されている図書を著作者

の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱

いによって廃棄することは、当該図書の著作者

との関係において国家賠償法上違法となる」と

いうことです。 

本を収蔵してもらう権利はない、しかし、一

旦収蔵したのであれば、それは公正に扱われな

ければならない。その書籍を思想的に気に食わ

ない、表現が気に食わないということで廃棄す

るようなこと、不公正な取り扱いがなされた場

合には、それは著者との関係において、人格権

を侵害するものであって、国家賠償法上違法に

なるのだ、そういう判断です。これも「表現へ

の援助の拒否が許されない場合」として言える

場面ではないかと思います。 

続きまして、政府言論の話です。先ほど、政

府言論に該当する場合には、基本的にはその是

非は政治的な問題であって、法的に憲法違反だ

とか違法だという話にはならないと申しまし

た。国や自治体も、自分自身どういう立場をと

っているかを広く世の中に伝えていくことが

重要であるからというわけですけれども、要す

るに政府言論に該当した場合には、かなり自由

なことを言えてしまうということなので、これ

には限界を考えておかなければいけない。 

公的に支援を受けた表現であったとしても、

それが国や自治体に「帰属」しない限りは、政

府言論であると主張することはできない、とい

うことになります。発言者が国や自治体だとわ

かって、初めて我々は、その是非を判断できる

わけで、表現の出所が隠されていたりとか、あ

るいはぼやかされたりしている場合には、「政

府言論だから何を言っても自由でしょ、これは

俺たちの表現なんだから、表現内容をコントロ

ールするのは自由でしょ」という話にはならな

いということです。 

以上が、若干長くなりましたけれども、表現

の自由の考え方になります。いま述べた考え方

をこの不自由展の問題に当てはめて考えてみ

ると、一体何が言えるのかというのがここから

の話になります。 
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これは実行委員会同士の問題 

まず、いくつか初めに確認しておきたいこと

ですけれども、今回展示中止を決めたのは、あ

いちトリエンナーレ実行委員会であるという

ことです。実行委員会の判断である。ですから、

法的観点からみたとき、今回の不自由展の問題

というのは、あいちトレエンナーレ実行委員会

と「不自由展・その後」実行委員会との間の問

題であるということになります。 

何が言いたいかというと、この間、政治家か

らさまざまな発言があったりとか、あるいは

「電凸」で業務がままならなくなったとか、い

ろいろ問題が起こりましたが、問題の構図の中

心を確認すると、トリエンナーレの実行委員会

と不自由展の実行委員会との関係が今回の事

案のポイントであったということです。 

中間報告書でこういうポンチ絵（スライド

22）がつくられておりますけれども、これが非

常にわかりやすいかなと思います。インターネ

ットでダウンロードして見ることができます

ので、ごらんいただければと思いますが、基本

的には、「表現の不自由展」実行委員会とあい

ちトリエンナーレ実行委員会との関係で不自

由展が中止になっていることが示されていま

す。ですから、展示再開を求めた仮処分の訴え

は、あいちトリエンナーレ実行委員会に対して、

不自由展の実行委員会が提起するという構図

になるというのは、これは自然なことになるわ

けです。 

この図の上のほうに、「常識の範囲内での抗

議」、「電凸」、「市民のネット上での批判」、「政

治家の批判」、こういったものがいろいろあっ

たと紹介されていますけれども、これが違法だ

とか、これが表現の自由の問題かというと、表

現の自由にかかわるかもしれませんが、中心的

な論点ではない。不自由展の中止の問題に特化

して言えば、いま述べたように、あいちトリエ

ンナーレの実行委員会と不自由展の実行委員

会との間の問題であるということです。 

展示中止は検閲ではなく危機管理上の問題 

2つ目です。不自由展の展示の中止は「検閲」

には該当しないということです、それはなぜか

というと、単純な理由で、先ほど定義した検閲

に該当しないからです。展示に批判的な政治家

の発言も多々みられましたけれども、これも検

閲には該当しない。あるいはキュレーションの

過程で作品のセレクションを行うのは通常で

すけれども、これも当たり前ですが、検閲には

該当しないということです。 

なぜこれを強調するかというと、不自由展の

展示中止をめぐって、あれは検閲だ、という主

張が意外とよくみられるんですけれども、それ

は少なくとも法的な理解としては不正確であ

ろう、ということを明らかにする必要があるか

と考えているからです。 

なぜそのように考えるかということですけ

れども、検閲であると主張されたときには、批

判された側は、いや、それは検閲ではないよ、

こう応じる以外には、基本的にはない。そうす

ると、検閲だ、検閲じゃない、事実上の検閲だ、

いや、検閲の定義はこれで、その検閲ではない

んだ、ここで話が終わってしまうわけです。 

ですから、検閲だ、検閲じゃないという次元

での論争は生産的ではないのではないか、これ

が建設的な議論を妨げる要因になってしまっ

ているのではないか、これがこの間の議論をみ

ていた私の印象です。 

ですから、そういった事態を避けるためにも、

検閲という言葉を使わずに議論していくほう

が、生産的になるのではないかと考えている次

第です。 

法的にみたとき、これは検閲ではないという

ことは明らかですから、検閲だ、しかし検閲に

等しい、というような理屈立てをすることが、

そこまでこだわる必要があるのかなと思って

いるところです。 

続きまして、今回の展示の中止は、安全上の

理由であったということも確認しておく必要

があります。展示会の中止、3日で中止になっ

てしまいましたが、これはトリエンナーレの実

行委員会の会長である大村秀章愛知県知事、そ

して芸術部門の最高責任者である津田大介芸

術監督が一貫して説明していたとおり、安全上、
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危機管理上の問題であったということです。 

つまり、これは内容が気に食わないから中止

したわけではないということです。いやいや、

そうは言っても、これは口実であって、実際は

内容が気に食わなかったからやったんじゃな

いか、という批判もあるかもしれませんが、少

なくとも実行委員会の大村知事と津田大介芸

術監督は、むしろ展示再開に向けて動いていた

わけで、それを口実に中止するということが言

えるかというと、それは不自然だろう。つまり、

本当に安全上の理由から自分たちは展示を中

止しなければいけないと判断したということ

自体は、これはそのとおりであろうなと思いま

す。 

展示会の中止が安全上の理由であったとき、

それは妥当だったかというのが次の問題です

が、先ほども登場した泉佐野市の市民会館事件

が参考になります。 

この事件はどういう話だったかというと、繰

り返しになりますが、ある団体が市民会館を使

いたいと申請したんですけれども、「公の秩序

を乱す危険があるから貸しません」と言われた

わけです。 

なぜかというと、利用を申請した団体は中核

派の政治団体であって、対立団体と抗争を繰り

返していた、だから、そんなところで集会を開

くと、対立団体が押し寄せてきて、乱闘が起こ

って、場合によっては市民にけが人や負傷者が

出てしまう、そういう理由だったわけです。 

このとき、最高裁は、先ほど紹介しましたけ

れども、一旦公の施設としてこういうものをつ

くったのであれば、原則貸さなければいけない。

これは大原則です。そして、「反対者が来て混

乱が起こるから貸しません」というのは、それ

は反対者に表現の機会を潰す、そういう権限を

与えるに等しいんだから、それはだめだ、反対

者が押し寄せることで危険が発生する場合に

は、警察の警備によって対応しなければだめで、

それもできない、本当に明らかに差し迫った危

険の発生が具体的に予見されるような場合、そ

ういう場合に限って場所の提供を拒否しても

いいんだ、と述べました。 

ですから、今回の展示中止が、ここで言うよ

うな明らかに差し迫った危険の発生が、具体的

に予知される場合であったかどうか、これは問

題になるかと思いますが、そうであったとした

のであれば、展示中止は妥当な判断であった、

これは表現の自由の問題ではない、ということ

になります。 

ただ、今回は放火の予告があった。これは強

迫ですから、そもそも表現の自由の保障ではな

い、違法な表現ですよね。「火をつけるぞ」と

か、そういうものですから、そういう強迫があ

って、しかし、しばらくして、無事逮捕された

わけです。 

その後ですけれども、安全上、危機管理上の

危険が去ったのであれば、展示中止を継続する

正当な理由はなくなったわけですから、再開す

るのが筋である。 

ですから、展示再開に時間がかかったとはい

え、再開するのが、いってみれば当たり前の判

断であった。なぜか。安全上の理由で閉鎖した

のであれば、その脅威が去ったのなら再開する

のが当たり前でしょう、単純にそういう話です。 

展示は政府言論だったとは言えない 

次です。不自由展の問題として、これは政府

言論だったんだという議論、これが主張されて

います。ネット記事で読んだのですが、河村た

かし名古屋市長がインタビューで、これはガバ

メントスピーチだろう、だから、自分たちでど

ういう表現をするかは自由だ、表現内容を自分

たちで決めるのは当たり前だろうと述べてい

ました。また今回の展示に反対する意見の少な

からずはこういう立場がとられていたのでは

ないかと思います。つまり、不自由展で展示さ

れた作品のメッセージ、これを国や自治体が受

け入れた。つまり、あの表現は、国あるいは自

治体のものであって、それはけしからんのでは

ないか、市長も、俺たちは慰安婦の問題もそう

考えていないのに、そう考えているような発言

をさせられているのがあの展示だ、だから、自

分たちの表現のインテグリティー、統一性とい

うか、それを守るために展示を中止するのは当
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たり前だろう、こういった趣旨の批判が見受け

られたのではないかと思います。 

確かに、トリエンナーレの展示作品が、愛知

県であるとか、あるいは市や国の表現であった

のであれば、その内容に口を出すことはできる

はずです。これは先ほど述べましたけれども、

政府言論の場合には、内容のコントロールが可

能だからです。 

実際、例えばナチスドイツのもとで、大ドイ

ツ展、これがドイツの言う正しい芸術だ、ある

いは退廃芸術展ということで、こんな芸術はけ

しからんのだということをやったことがあり

ますが、これはまさに、いいか悪いかの評価は

別として、国がこういうものがいいと考えると

か、悪いと考えるという発言を国の名義で行っ

ているのであれば、そんな国、あるいはそんな

為政者はよくないということで、選挙で判断す

べき問題であって、誰かの表現の自由の問題に

なるかというと、基本的にはならないというこ

とです。 

ただ、問題は、今回の不自由展の展示が政府

言論だったのかというところになります。 

まず指摘できることは、場所を貸すことによ

って当然にそこで行われた表現が国や自治体

に帰属するわけではないということです。道路

や公園をデモや集会のために使わせておりま

すけれども、そこで例えば原発反対であるとか、

集団的自衛権行使一部容認の閣議決定反対と

いうことが行われたとしても、その表現が国の

表現だと誰も受けとめない。それは国や自治体

の表現ではなくて、私人、そこで表現活動を行

っている人たちの表現、つまり帰属するのはそ

っちであるということです。 

また、一般的に言って、芸術展に対して公金

を支出するというのは、国や自治体が正しい芸

術はこれだ、という観点からお金を出すのでは

なくて、芸術展というイベントに対してお金を

出すのであって、展示作品に対する賛否を表明

するためのお金ではないはずだ。 

我々研究者も、科学研究費、科研費というこ

とでお金をいただいて研究費用に充てていま

すけれども、そこでなされた研究が国の表現、

国のものとは普通は考えない、それと同じこと

ではないかと思います。 

今回、あいちトリエンナーレの体制をみてみ

ると、トリエンナーレの実行委員会というもの

をつくり、その実行委員会が芸術部門の責任を

芸術監督に全権委任をする、そういうような形

でその判断を尊重しながら作品の選定を行う

という建てつけになっておりました。そして、

公金の支出は実行委員会に対する援助という

ことで行われていたわけです。ですから、特定

の作品に対する賛否を表明するための公金の

支出だったわけではなくて、あくまで「あいち

トリエンナーレ」というイベントに対する公金

の支出だった。 

また、先ほど文化芸術基本法の話をしました

けれども、そこで強調されていたように、文化

芸術振興の基本的スタンスとしては、重要なこ

とは、芸術に携わる人の自主性とか創造性、こ

れを尊重しながらやっていくこと。 

そういったことを踏まえて考えますと、展示

された表現をみたり聞いたりする者は、必ずし

もその表現が愛知県あるいは名古屋市、国に帰

属するものとは捉えないはずだ。そうである以

上、芸術の自主性や創造性の尊重を求める法令

上の要請が働くわけで、作品の持っている政治

的内容が気に食わないという理由で援助を撤

回するというのは、これは憲法上の問題が発生

するということになるのではないかと思いま

す。 

政治と展示会との関係に問題が 

ただし、今回の事件から何らかの教訓を得な

ければ、同じようなことが起こると思いますの

で、その点について触れておきたいと思います

が、まず、確かにそういう誤解を生じさせるよ

うな体制であったことは、これは否定できない

かと思います。実行委員会が主催になっている

とは言いつつも、その会長が知事ですし、会長

代行に市長が入っている。そして、その事務に

かなりの数の役所の人間が入っているという

ことで、政治とイベントとの分離が、形の上で

は行われているんですけれども、実態としては
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密接に結びついているような建てつけになっ

ていた。 

そのため、そこでなされた表現を、愛知県や

名古屋市が容認しているのではないか、そうい

うふうに受けとめられる余地があったことは、

これは否定できないかと思います。ですから、

そういう趣旨の批判をしてきた人たちはたく

さんいましたけれども、あながち間違っていな

い部分もあったのではないか、これは反省しな

ければいけないところだと思います。 

また、芸術監督や不自由展の実行委員会は、

今回のイベントに当たって「県立や市立の施設

を会場にしたいんだ、そこでやることに意義が

あるんだ」という強い意向を持っていたと聞い

ております。これは、場合によっては公的な支

持を得た表現なんだという外観をつくり出そ

うという意図があったかもしれません。そのよ

うに、帰属の誤解をあえてしようとしたという

ことがもしあったのであれば、そのように受け

とめて批判してきた人たちを「おかしいんだ」

と一刀両断に裁くことはできないのではない

かとも思われます。 

今回、トリエンナーレの会場はたくさんあり

ましたけれども、公的な場所でないところもあ

ったわけで、お寺だったと思いますが、そうい

うところでも展示をやっていたわけです。そう

いうところでもできた、しかし、公的な場所で

やることに意義があるんだ、ということでこれ

にこだわったことが、場合によっては帰属の誤

解を生じさせ、批判が非常に炎上、火に油を注

いだというか、そういう事態が起こった可能性

は否定できないのではないかと思います。 

この点は、中間報告において、芸術監督がジ

ャーナリストとしての名を優先させたという

ところにかかわってくると思いますが、そうい

ったところもあったのではないか。 

不自由展についてのみ、展示のスタイルとし

ては非常に特殊な、展示会内展示会という形で

キュレーションの責任を不自由展の実行委員

会が担うという特殊な体制をとり、そして、そ

こで起こった紛争に対しては、特別な保証をす

るというような約束をしているといったよう

な形での特別扱いもまた、そういった誤解を生

じさせる背景にあったのではないかという気

がします。 

専門家によるアーツカウンシルが必要 

ですから、このような事態を防ぐためにも、

やはり中立的な組織、芸術の専門家から構成さ

れる「アーツカウンシル」――よくニュースで

も出ましたけれども――そういったものをつ

くり、そこに補助金を出して、そこでの芸術的

な判断を尊重するというような健てつけ、これ

は組織体制からそういうものをつくっていく

ことが重要であろう。「アームズ・レングス」

の原則というのは、適度な距離感という意味な

んですけれども、お金を出すが口は出さないと

いうことを制度的に担保するようなものをつ

くらなければいけないということです。 

愛知県の今回のトリエンナーレの体制は、知

事が実行委員会の長として口を出していても、

それが政治的な口出しに外観上みえる。なぜか

というと、会長と知事が同一人物だからです。

そういったことから非常に構図がややこしく

なってきたわけですけれども、これをきちっと

分離して、切断してやっていくことが重要であ

ろうということがまず一つです。 

そして、そこで「アーツカウンシル」のよう

な組織をつくったとしても、そこで職務を行う

専門家がきちっと育っていなければ、これは

「絵に描いた餅」になってしまうという意味で、

専門家の育成が非常に重要になってくるだろ

うと思います。 

そして、今回の問題についてですけれども、

法的な意味では、公金を支出したことは、政府

言論には該当しませんので、内容を理由に撤回

することは、憲法上の問題が生じる。 

しかし、ああいう展示のスタイルをとった、

あるいは任命責任も含めて、政治的な責任はあ

るわけですから、それはまた別途考えていかな

ければいけないと思います。 
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補助金不交付決定の問題点 

続きまして、文化庁の補助金の不交付の話に

入っていきたいと思います。これは不交付の理

由をまず確認しておきますと、手続上の理由で

あったということです。補助金交付申請書の審

査に際して重要となる実現可能な内容となっ

ているか、事業の継続性が見込まれるかについ

て、重要となる事実を報告していなかったから、

だから補助金が不交付になったんだ、これが理

由でした。 

文化庁の文章によると、その根拠法令として

「補助金適正化法 6条等」とあったので、まず

6条をみてみると、こういうことが書いていま

す。「各省各庁の長は、補助金等の交付の申請

があったときは」、いろいろ審査をしたうえで、

「補助事業等の目的及び内容が適正であるか

どうか」を調査して交付しなければいけない。

この「補助事業等の目的及び内容が適正である

かどうか」を審査するために必要な情報を提供

していなかったから、だから、今回は不交付に

する、というのが理由だったのではないかとい

うわけです。 

この話を最初にニュース、報道で聞いたとき

の印象ですけれども、当たり前ですが、内容が

気に食わないから不交付にしたとは口が裂け

ても言えない、ですから、手続にひっかけて、

そう説明する以外に不交付を正当化すること

はできなかった、という意味で、手続上の問題

にしたというのは、当たり前というか、想定で

きることだったんだろうと思いました。 

なぜか。それはこの文化庁の助成事業は表現

のための場をつくったものであって、自分たち

の表現のための場ではなかった。つまり、そこ

でなされた表現は、国に帰属するものではない

から、政府言論ではないということです。 

ですから、助成の対象の表現内容が気に食わ

ないからということで仮に不交付にしていた

のであれば、これは非常に大きな問題が生じて

いる。それが想定されるがゆえに、手続上の問

題として説明したんだろうということです。 

となると、この不交付にした手続上の理由と

いうのは、本当にそこまで重大な手続違反であ

ったのかというところが次の問題として考え

るところになるのではないかと思います。 

全体として、あいちトリエンナーレの事業自

体は継続しておりました。不自由展のみ閉鎖に

なり、あと、それに賛同したアーチストが幾つ

か展示を拒否したものはありましたけれども、

全体としては継続していた。 

そして、成功と言っていいかわかりませんが、

前のイベントのときよりも集客も収益も多か

った。そうだったわけです。ですから、事業全

体としては継続しているし、実現もしている。 

これらの点をちゃんと調査・考慮したうえで、

本当に不交付の決定に至っていたのかどうか、

これが一つ論点になるのではないかと思いま

す。 

また、別の視点からこの問題をみてみると、

危険が抽象的な段階、まだ申請書をつくってい

る段階においては、テロの予告があるなどとい

うことは、電凸までは想定していたとしても、

そこまで普通は想定しない。しかし、もしかし

たら起こるかもしれないなという危険が抽象

的な段階でも、懸念があれば、それをちゃんと

伝えなければいけないとなると、伝えますよね、

当然。お金をもらえないと困りますから、伝え

る。 

そのときに、文化庁の側から、「本当にその

展示で継続できるんですか」、「展示中止になる

可能性はありませんか」、「やめたほうがいいん

じゃないですか」という示唆を受けた場合、そ

れを本当に拒否できるのか。そして、文化庁に

そういうことを伝える際には、なぜ、どういう

表現をするからそういう危険が起こるという

ことまで普通は伝える。となると、そのような

内容の展示をするからそういう事態が生じる

ので、それはやめたほうがいいんじゃないです

か、というような指示があった場合に、それを

突っぱねることはおそらくできない。 

となると、何が言いたいかというと、この補

助金を出す、出さないの段階で、内容にわたっ

た判断が可能になるような、そういうルートが

開かれてしまう。そういう理由で不交付にして

しまっているのではないか、というのが今回の
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不交付決定の問題点だろうと思います。 

もちろん、今回、補助金の申請者は愛知県で

あって、愛知県は憲法上の権利の主体ではない

ですから、愛知県が表現の自由を持っていて、

その表現の自由が制約されたというわけでは

ないです。では、どういう意味で、表現の自由

の問題になるかというと、これは社会全体に流

通する表現、多様な情報や多様な意見が流通し

ている、それが今回のような形でゆがめられて

いく、そういう意味での表現の自由の問題にな

ってくる。 

そして、不交付決定、これは基本的には給付

のための行政ですから、規制する場合よりも文

化庁に広く裁量が認められることはそのとお

りなんですけれども、しかし、本当に考慮すべ

きことを考慮して不交付の決定に至ったのか、

今回の決定は、表現の自由に対して与える影響

というものを踏まえてやった決定だったのか、

そういったところが裁判の場では審査されて

いくことになるのではないかと思います。 

芸術への助成は何のためか 

まとめに入りたいと思います。今回、非常に

大きくニュースや報道でこのトリエンナーレ

の問題が取り上げられましたけれども、しかし、

同種の問題は、実は各地で起こっているわけで

す。ですから、急に出てきた問題というよりは、

これまであったような問題が非常に際立った

形で浮上してきた、そういう問題であったのだ

ろうと思います。 

最近でも、文化庁の映画助成、「宮本から君

へ」の補助金の不交付の話がありましたけれど

も、そういったケースというものはこれまでも

あったし、これからもあると思います。国や自

治体も、頭が悪いわけではありません。あから

さまに表現が許されない、これは気に食わない

から規制するなどということをしたら、憲法違

反になってしまいますから、そんなことはやり

ません。どうするか。場所を使わせない、援助

をしない、表現の機会を与えない、そういった

形で表現の自由に影響を与えていこうという

動き、これは従来からもありましたし、これか

らもあるだろう。 

これを芸術の問題に関して言うと、やはりま

ず最初に確認しておく必要があるのは、何のた

めに芸術の助成をするのかということについ

ての社会的な合意が必要ではないかと思いま

す。お金をもらってまでやる必要はないでしょ

う、自分の金でやればいいでしょう。それは確

かに一理あるんですけれども、国は政策決定と

して文化芸術振興の法律をつくり、それが社会

にとってこういう有益な意義があるからだと

いうことを述べているわけです。 

ですから、実際の直接的、具体的な受益者は

補助金をもらった芸術家かもしれません。ある

いはイベントを行っている自治体かもしれま

せんが、そういった表現が世の中に流通するこ

とによって、社会全体として利益を受けている

んだ、ということはまずは確認すべきことであ

ろうと思います。 

そして、そういう重要性に鑑みて、そのため

に芸術助成をするのであれば、その芸術の創造

性や自主性を損なわせるような形で補助金の

ルールをつくるというのは、やろうとしている

ことを阻害することになってしまうので、そう

ならないような仕組みをつくっていくことが

重要である。それが先ほど出てきたような、政

治的な判断と芸術の判断を切り離す、切断する

ような組織体制をつくり、ルールづくりをして

いくといったような話、これが帰属を明確にす

るような仕組みを構築していくことにつなが

っていくということです。 

そして、そのような仕組みをつくったとして

も、その内部できちっと判断できる人が育成さ

れていなければ、絵に描いた餅になってしまい

ますので、キュレーションのみならず芸術の評

価も含めて専門家を育成していくことがとて

も重要になってくるのではないかと思います。 

この点、もう少しだけ補足して説明しておき

ますと、これまで憲法学では、芸術助成の問題

について、こう考えておりました。芸術助成は

望ましいかもしれない。しかし、それを公権力

が、これが気に入った、気に入らないで判断す

るのはおかしい、だから、芸術の専門家にその
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判断を委ね、その判断を尊重すること、これを

憲法上の原則として公設すべきだ。 

一見するとそのとおりなんですけれども、こ

こで言う芸術の専門家がきちっと育っていな

ければ意味がない。 

例えば、今回、あいちトリエンナーレでも展

示されていた、大浦信行さんの天皇コラージュ

の作品がありました。あの作品はいわくつきで、

これまで何度もさまざまな美術館で展示拒否

に遭っております。富山県の県立美術館、これ

は訴訟にもなりましたけれども、そこでも展示

拒否されましたし、その後、沖縄の県立美術館

でも同じく展示が否定されました。 

この展示拒否をしたのは誰かというと、これ

は美術館の館長の判断なのです。まさに芸術の

専門家に委ねたところ、これは展示にふさわし

くないということで拒否されたわけです。 

となると、やはり重要になってくるのは、そ

ういった専門家がきちっと判断できるような

育成の仕組みをつくっていかないと、専門家に

委ねればいいというだけでは済まない問題が、

実は日本ではあるのではないか。その意味で、

「専門家の育成」というところは強調しておき

たいポイントになります。 

以上、雑駁な報告で大変恐縮ですが、私のお

話はこれで終了したいと思います。 

どうもご清聴いただきありがとうございま

した。（拍手） 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会  ありがとうございます。全然雑駁で

はなくて、非常にわかりやすくて、でも時 「々政

府言論」とか、あまり日常で使わない難しい言

葉が並んだりしたので、どうなのかなと思って

聞いておりました。 

それでは、質疑に入りたいと思います。最初

にまず私から一つだけ。最後の最後で専門家の

育成という話をされました。芸術の専門家とい

った場合には、いろんな専門家がいるんじゃな

いのか、こっちを向いている専門家もいれば、

あっちを向いている専門家もいるんじゃない

のかなと思います。残念ですが、一方向に向い

た専門家には多分ならない。そうすると、育成

しても意見が対立するということが当たり前

に起きると思っていいですか。 

横大道  おっしゃるとおり、専門家にもい

ろいろなスタンスがあると思いますけれども、

ただ、政治的に気に食わないから展示させない

とか、政治的に物議を醸すから認めない、とい

うところは、多分どういうスタンスの専門家で

あっても、それは芸術とは相入れないよね、そ

ういうところでの共通の認識は得ることがで

きているのではないかと思っております。 

司会  わかりました。 

それでは、質疑を行いたいと思います。 

質問  憲法の先生にこれを伺うのは、ちょ

っと外れてしまうかなと思いつつ。不自由展を

中止した理由は安全上の理由であったという

ことでした。そこで、明らかな差し迫った危険

の発生が具体的に予見される場合だったら、展

示中止は妥当だったという話になると思いま

す。そうすると、今回の件でもし裁判を起こし

ていく場合に争点になるのは、今回起きたいろ

いろな強迫が明らかな差し迫った危険かどう

か、そこが大きな論点になると思うのですが、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

横大道 はい、そうだと思います。それは法

解釈の問題というよりは、事実がどうだったか

の話で、そこまで細かなところは私も理解して

いないですけれども、少なくとも報道レベルで

は、テロの予告があって、その前に実際に京都

でああいう事件（2019 年 7 月の「京都アニメ

ーション」放火殺人事件）が起こったこともあ

って、そのような判断をしたということのよう

に聞いておりまして、それ自体、あながち不当

ではなかったんだろうと思いますけれども、そ

のほか、どういう事情があるかによって評価は

変わる可能性はあるかと思います。 

質問 表現の自由は、権利の濫用は許さない

という憲法 12 条とはどういう関係ですか。何

でも表現の自由ではないという意見もあり、そ

の根拠として憲法 12 条を挙げている意見がご



16 
 

ざいます。その点についてお尋ねしたいのです

が。 

横大道 日本国憲法の規定の仕方というの

はちょっと特徴的で、個別の人権の中で、こう

いう場合には制約できるということを説明せ

ずに、全般的に公共の福祉によって制約できる

という、人権制約の制限が認められる一般的な

理由として、「公共の福祉」という言葉を使っ

ている。それがいま出てきた 12条であるとか、

あるいは憲法の 13条にある公共の福祉です。 

ですから、表現の自由は重要な権利として保

障されますけれども、公共の福祉に反するよう

な場合には、これを制約できるというのはおっ

しゃるとおりです。 

ただ、その公共の福祉に該当するということ

を安易に認められてしまうと、これは社会全体

にとって重要だということで表現の自由が切

り詰められていってしまいますので、その公共

の福祉の中身を具体的に考えていかなければ

いけない。 

そして、その際には、憲法学では、制約する

ことの目的がどれだけ重要なのか、あるいはそ

れによってどこまで効果があるのか、そういう

ところを厳密にチェックして、そのチェックを

クリアできて初めて公共の福祉による制約と

いう理由が成り立つんだ、という形で説明しま

す。12条で権利の濫用を認めないとか、公共の

福祉による制約があるというのはそのとおり

なんですけれども、あの条文があることをもっ

て表現の自由一般が制約可能になるというわ

けではない、ということになります。 

質問 その場合に、例えば昭和天皇の名誉が

毀損されたとか、日本国の名誉が毀損されたと

か、そういう議論が出ていますが、そういう議

論は成り立つのですか。 

横大道 違法な表現であった場合には、それ

は名誉毀損であるとか、あるいは侮辱であると

か、そういう形で規制可能です。それをやるこ

とで表現の自由が制約されたとは、普通は考え

ない。 

そうなると、問題になるのは、今回の展示作

品がそういうものであったかということに尽

きるわけですね。ですから、天皇の肖像を燃や

すであるとか、あるいはコラージュ作品をつく

るということが名誉毀損の要件に該当するの

であれば、それはまた話は変わってきますけれ

ども、まず、そもそも当事者がそういう訴訟を

起こしているわけでもないですし、あるいは日

本に対するヘイトだという主張もありますけ

れども、少なくともヘイトスピーチのいまの定

義ではそれには該当しないということなので、

その筋でいくというのはなかなか難しいので

はないか。 

今回の話とは別になりますけれども、例えば

わいせつな芸術作品、これは場合によっては刑

法上取り締まられることはあります。これは、

その作品が刑罰法規であるとか、そういうもの

に抵触するからであって、それに抵触するか、

しないかに尽きるというか、そこに解消される

問題ではないかと受けとめております。 

質問 最終的な結論のところで、こういう問

題を事前に考慮といいますか――チェックと

言うとまたまずいのでしょうが――考えるこ

とができる能力を持ったキュレーター、芸術の

専門家が必要だとおっしゃいました。ただ、そ

れがいまは日本ではあまり育っていないだろ

うと。 

このシリーズ 1回目の会見で、検証委員会の

中間報告をまとめた山梨先生も似たようなこ

とをおっしゃっていました。山梨さんがおっし

ゃったのは、芸術というのがなかなか難しいの

だと。つまり、最近は、というか前からなので

しょうけれども、ソーシャリー・エンゲイジド・

アートという発想があるのだと。そうすると、

純粋に芸術的な観点からこういう問題を評価

することは、なかなか難しいのではないかと私

は思っているのです。芸術というのは、社会、

経済、政治と孤立、独立して物事を判断するよ

うな表現かどうかという問題提起だと私は受

けとめていたのですが、その辺、いかがでしょ

うか。 

横大道 私は芸術的素養が全くないので、今

回の報告でも芸術的な価値判断を基本的には

できないのでしていなくて、基本的には外形的

な話しかしていないんですけれども、ソーシャ
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ル・エンゲイジメントなアートが多い、最近中

心になってきているというのは、確かにそうだ

ということはどこかで聞いたことがあります。 

そういうものも含めて、やはり重要なことは、

今回であれば、芸術監督がそういった自分たち

がやろうとする作品をどういうふうに提示す

るか、同じものでも見せ方によって大分印象を

変えることができますし、炎上をおさめること

もできたはず。しかし、今回は、言ってみれば、

キュレーションのプロではなくて、ジャーナリ

ストだったわけですね。 

また、不自由展について言えば、キュレーシ

ョンのプロは入らずに、不自由展実行委員会が

基本的にはやるという建てつけであったと。そ

ういう意味で、専門家が入っていたかというと、

かなり疑問があるやり方だったわけです。 

そういう意味で、ちょっと質問に答えていな

いような気もするんですけれども、芸術はいろ

いろこれまでとは変わってきているというの

はおっしゃるとおりですが、そういうことも含

めて専門家が育っていけば、ソーシャル・エン

ゲイジメントなアートについても、こういう提

示の仕方であればうまくできるとか、紛争、混

乱を防ぐこともできるということも含めて、で

きるのではないかなと思っているところです

が、むしろ、このあたりは、そういう専門家に

ついて、詳しい方に私も伺ってみたいと思って

おります。 

質問 どこまで理解できているのか、ちょっ

とピント外れな質問になるかもしれませんが、

中止の決定判断は、あいちトリエンナーレの実

行委員会と不自由展実行委員会との間の契約

関係――ポンチ絵はおそらく曽我部真裕先生

がつくられたのだろうと思いますが――表現

の自由ではなく契約問題だと中間報告では整

理されていたかと思いますが、中止が判断され

る前に、この展示の内容に関して一部政治家が、

ふさわしくないという発言をし、それに対して

愛知県の大村知事が、公的資金でやることに対

して中身に言及することは表現の自由にかか

わることだという発言をされた。ここはどうい

うふうに整理をすればいいのか教えていただ

ければと思います。 

もう一点、中止の判断のところで、京都アニ

メーションを連想させるようなテロの予告が

ありましたが、そこでいわゆる「電凸」のよう

な、県庁の職員の業務を妨げるような非常に多

くの抗議電話がかかってくるということは、展

示をストップさせるという意味で、表現の自由

にかかわってくるかどうかを教えていただけ

ればと思います。 

横大道 まず 1点目ですけれども、展示中止

に先立って、いろいろな政治家から、あれはふ

さわしくないんだという発言が相次いで、それ

に対して大村知事は、「いやいや、内容に口出

すことはできないんだ」と。これはどういう問

題になるのかということですけれども、そうい

う発言をすること、政治家が批判的な発言をす

ることそれ自体が憲法違反かというと、そうい

うわけではない。我々はそういう立場を持って

いる政治家なんだということを踏まえて批判

すればいいですし、あるいは次の選挙で別の候

補者に投票すればいい。そういう意味では、ど

ういうスタンスをとっているかがわかるとい

う意味では、むしろわかりやすかったのではな

いかと思っております。 

そして、大村知事の対応ですけれども、大村

知事は、表現の自由だから口を出すことはでき

ないというのはそのとおりなんですが、端的に、

「いや、これは私たちの表現ではないんです。

これは芸術祭の問題なんです。だから、一般私

人が行っている表現に対して、その内容にとや

かく口を出すことはできないんですよ」という

ことで整理できるのではないかと思います。 

確かに、今回の政治家の発言が引き金になっ

て、電凸が、あるいは抗議の電話等々がかなり

過激になったというふうには聞いております

けれども、あの発言だけをもって何か憲法違反

であったかというと、そういうわけではないだ

ろうと思いますし、電話で抗議を言うこと自体

も、これが違法なことでもないですから、それ

は積み重なると業務にとって非常に支障にな

ったかもしれませんが、個々のそういう行為を

切り取って違法だということはできないだろ

う。むしろ、それにどう対応するかをきちっと

整備していれば何とかなったのではないかな
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と、勝手ながら思っているところです。 

司会 大学の先生らしくいろいろな問題点

を指摘されていて、そうだなと思って聞いてい

たのですが、結局のところ、文化庁の補助金不

交付という、この今回の 7,800万円丸々全部あ

げませんよというのを、先生はどういうふうに

思っていらっしゃいますか。こんなのありか、

と思っていらっしゃるのか。これから裁判にな

ったらどこが問われるでしょうという解説を

していただくとすると、私なんかは、こんなの

がもしも裁判で認められちゃったら大変なこ

とになるなぐらいのことしか思っていないの

ですが、裁判の見通しを含めて、文化庁の補助

金不交付に関して、先生はどこが裁判では問わ

れるとお考えですか。 

横大道 そういうところは避けたつもりだ

ったんですけれども、突っ込まれたな、そうい

う印象です。（笑） 

これは、行政法の先生は多分私よりはるかに

詳しく議論できると思うんですけれども、大体

こういう考え方ではないかと思います。 

今回の不交付決定の取り消しを求めたいと

いうことで訴訟になる。そのとき、文化庁の側

には、給付、お金を出すという行政作用ですか

ら、ある程度の裁量は、お金を出す、出さない

も含めて、広いはずだ。今回で言うと、補助金

適正化法の 6 条で言うところの要件が本当に

満たしていたか、満たしていないかの判断は、

文化庁側に広く裁量があるはずだという主張

が基本型だと思います。 

しかし、だからといって、全く好き勝手に補

助金の支給を不交付にするとかしないとか決

めていいかというと、そういうわけではなくて、

その裁量の行使が適正でなければいけないと

いう要請が働くわけです。その適正な裁量の行

使であったかどうかというところで重要にな

ってくるのが、今回の事態をどう評価したか。

つまり、どこまできちっと調査をして、不交付

という結論に至ったのか。 

報道によると、全イベントのうちのほんの

数％であったし、事業自体継続していたわけで

すし、あるいはそこで使われたお金は基本的に

は寄付金が中心であったとか、いろんな事情が

あるわけで、そういったところを踏まえたうえ

で全額の不交付の決定にしたのか、ということ

がまず問題になります。大村知事は表現の自由

を前面に出して戦うというようなことを述べ

ているようなんですけれども、表現の自由が前

面に出てくる話ではなくて、その裁量判断が妥

当であったかというその過程において、表現の

自由の問題がかかわっているということをち

ゃんと踏まえてやりましたか、ということを審

査する。そういう意味で、表現の自由を侵害し

た、していないという議論ではなくて、裁量の

行使が妥当であったかという判断において、表

現の自由の問題も一つ考慮の要素になってく

る、そのような形で訴訟になるのではないかと

思います。 

見通しとしてどうなるかということは、なか

なかこうだと言いにくいんですけれども、私と

しましては、十分違法になる余地はあるんだろ

うなと思っているところです。 

司会 このシリーズの 2 回目で来ていただ

いた野田邦弘先生が、31件申請があり 27件補

助金をつけることにしたが、そのうち 1件だけ

今回外された、こういう外し方は前例がないと

おっしゃった。外し方の前例がないことは、そ

れが正当な外し方だったかどうかを問う一つ

の論拠になっていきますか。 

横大道 そうですね、一つの要素として、総

合判断でやりますので、その中で、カウントさ

れる事情ではあると思います。 

司会 そうすると、国は立場が弱いんじゃな

いか、裁判で国が負けてしまうかもしれません

ねなんて、私なんかすぐ思ってしまいがちです

が、そんな単純なものではないですか。 

横大道 その可能性は十分あると思ってい

ますし、これは政治的な判断ではないというこ

とを言われていますけれども、少なくとも私が

これまで接してきた文化庁の役人の方々はみ

んな優秀な方で、ああいう理由では普通やらな

いだろうと思っているので、負けても出世等に

影響がないということでやったのだとしたら、

そういうことなんじゃないかなという、これは
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全く裏をとっていないですけれども、そんな印

象を持っているということです。 

司会 あと、この問題に関して、電凸とか、

クレームをつければ、事業を中止に追い込める

だけではなく補助金まで引っ剥がせるという

悪しき前例になるという懸念が一般世論の中

にはあるのですが、それは先生も同感ですか。 

横大道 そうですね、そのとおりだと思いま

す。電凸を繰り返せばイベントを潰せるという

のは、これは、例えばリベラルな立場であろう

が、保守的な立場であろうが、これは共通して

問題になるわけで、今回、勝った、次に潰せば

いい、一勝一敗になるとか、そういう話ではな

くて、立場を超えて考えなければいけない問題

であるということと、あと、電凸に対して、こ

れも勝手なことを申しますと、真摯に対応し過

ぎているんだろうなと。ほんとに「わかりまし

た、上に伝えます」、ガチャンでいいような気

もして、そこまで丁寧に対応しているからこそ

疲弊して、やっていけなくなるんだろうと。 

そこは、今回のことを一つの教訓にして、そ

ういう対応をすることも、自治体として、公務

員ですから、そういうことはなかなかやりにく

いということがあれば、そうしてもいいんだと

いうことをまず広く認めていくであるとか、そ

ういったことで対応していくことはまずはで

きるのではないかなと思っています。 

司会 ありがとうございます。 

それでは、先生に揮毫していただいているの

で紹介します。 

「学問の自由」と書いていただきました。先

生、何か一言ありますか。 

横大道 何か一言書いてくれと言われて、パ

ッと頭に思い浮かんだのがこの言葉だったわ

けです。なぜ思い浮かんだのかなというと、た

またまいまやっている企画で、この場所を割り

当てられていて、そこに頭が向いていただけな

ので、特段の意味はないわけですけれども、し

かし、学問の自由も大切にしていければなと思

っているところです。 

司会 きょうはどうもありがとうございま

した。（拍手） 

横大道 ありがとうございました。 

文責・編集部 
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取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発
展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないも
のであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保と
いう基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要」
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表現の自由の基本的な考え方➃

「表現の自由」の「制約」は原則として許されない

☞猿払事件： 「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的
基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律に
よつてもみだりに制限することができないものである。」

☞泉佐野市民会館事件： 「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的
自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基
準の下にされなければならない。」
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表現の自由の基本的な考え方➄

「検閲」は絶対的に禁止される

☞憲法21条2項前段： 「検閲は、これをしてはならない」。

☞税関検査事件が示した定義： 「➀行政権が主体となって、➁思想内容等の
表現物を対象とし、➂その全部又は一部の発表の禁止を目的として、➃対象と
される一定の表現物につき網羅的一般的に、➄発表前にその内容を審査した
上、⑥不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるも
の」である（番号は引用者）。
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表現の自由の考え方➀

「制約」とは、刑事罰や不法行為責任を負わせることを想定

☞制約という場合、単に「表現がしにくくなった」だけではなく、法的な責任が発
生することを想定している。

☞学説の説明： ➀基本権の制限を意図し、➁直接的で、➂一方的強制的に、
➃法律・命令などの法形式をもって、基本権の保護領域に関わる国家行為
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表現の自由の考え方➁

表現への「援助」は憲法上の義務ではない

☞ある下級審判決： 「表現の自由の保障とは、国民が内心における精神的作
用を外部に公表することを公権力により妨げられないことを意味し、国民が、公
権力に対し、内心における精神的作用を外部に公表するための機会の提供な
ど、表現の自由をより実効化するための一定の作為を求めることができること
まで意味するものではない」。
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表現の自由の考え方➂

表現への「援助」は憲法上禁止されていない

☞「表現のための場所の提供」は広く行われている（後述）。

☞芸術に関する給付行政を行うことが憲法に違反しないことを前提に、「文化
芸術基本法」が制定されている。各地方公共団体も同様。

☞憲法89条は「慈善、教育若しくは博愛の事業」に対する公金の支出等を禁止
しているが、芸術への助成はこれに該当しない。

10日本記者クラブ・2019年10月25日



文化芸術基本法・前文

芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは，人々の変わらない願いで
ある。また，文化芸術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を高めるとともに，人々の心のつなが
りや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成す
るものであり，世界の平和に寄与するものである。更に，文化芸術は，それ自体が固有の意義と価値
を有するとともに，それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味
を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点となり，文化的な伝統を尊重する心を育てる
ものである。
我々は，このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく，心豊かな活力ある社会の形
成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，文化芸術がその役割を果たすことがで
きるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今，
文化芸術により生み出される様々な価値を生かして，これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継
承し，発展させるとともに，独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは，我々に課された
緊要な課題となっている。
このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図るためには，文化芸術の礎たる表現の
自由の重要性を深く認識し，文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，文化芸術
を国民の身近なものとし，それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠であ
る。
ここに，文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，文化芸術に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するため，この法律を制定する。
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表現の自由の考え方➃

国や自治体も「表現」をすることができる➀

☞国や自治体が特定の立場に立って表現を行っているし、行うことができる。
学説のいう「政府言論（ガバメント・スピーチ）」

☞その是非は、裁判所ではなく政治過程や選挙で判断すべき問題だから、原
則として表現の自由の問題とはならない。
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表現の自由の考え方➄

国や自治体も「表現」をすることができる➁

☞国や自治体は、私人に援助をすることを通じて、表現することができる。

☞例えば、文部科学省が、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く
利用されることが適当と認められるものを選定する制度や、特定の立場の啓
蒙活動など。

☞自治体が「表現の自由」を有しているからではないことに注意。
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表現の自由の考え方の修正➀

「芸術」性が意味を持つ場合がある

☞表現の違法性評価などの場面において「芸術性」が考慮される場合がある。

☞例えば、刑法175条は「わいせつ」な表現を規制しているが、ある表現が「わ
いせつ」に該当するか否かは、芸術性、思想性なども踏まえて、作品全体から
判断される。
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表現の自由の考え方の修正➁

表現への援助が義務付けられる場合もある

☞公権力が所有・管理する場所の利用を拒否することが憲法上許されない場
合もあるという意味で、援助が義務付けられる場面が存在する。

☞新潟市公安条例事件判決： 道路を利用したデモ行進について、「公共の福
祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由と
するところである」と判示。
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表現の自由の考え方の修正➂

表現への援助の拒否が許されない場合がある➀

☞表現活動のための援助は憲法上義務付けられてはいないが、いったん表
現活動のために援助をすると決定した場合、憲法上の統制が及ぶことがある。

☞典型例は公民館などといった公の施設（地方自治法244条）を設置した場合。

☞学説のいう「パブリック・フォーラム」論。

☞援助を受ける対象の果たすべき機能を歪めるような関与は許されない。
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表現の自由の考え方の修正➃

表現への援助の拒否が許されない場合がある➁

☞泉佐野市民会館事件： 「地方自治法244条にいう普通地方公共団体の公
の施設として、本件会館のように集会の用に供する施設が設けられている場
合、住民は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認めら
れることになるので、管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲
法の保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることにな
る」
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表現の自由の考え方の修正➄

表現への援助の拒否が許されない場合がある➂

☞船橋市西図書館事件： 公立図書館において、その著作物が閲覧に供され
ている著作者が、著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、
著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であ
ることにもかんがみると、法的保護に値する人格的利益である。したがって、
公立図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由と
するなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該図書の著作者との関
係において国家賠償法上違法となる。
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表現の自由の考え方の修正➅

政府言論に該当しない場合がある

☞公的な支援を受けた表現であっても、それが国や自治体に「帰属」しない場
合には、政府言論には該当しない。

☞発言者が国や自治体であるということが隠匿されていたり、ぼやかされたり
している場合にも、政府言論に該当しない。
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「不自由展・その後」
について考える
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「不自由展・その後」中止問題➀

展示中止を決めたのは実行委員会である

☞展示中止は、あいちトリエンナーレ実行委員会の判断。

☞法的観点から見たとき、今回の問題は、あいちトリエンナーレ実行委員会と
「不自由展・その後」実行委員会との間の問題である。

☞『中間報告書』で示された次のポンチ絵が参考になる。
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「不自由展・その後」中止問題➁

「検閲」には該当しない➀

☞「検閲」の定義に照らすと、今回の展示中止は「検閲」には該当しない。

☞展示に批判的な政治家の発言も多く見られたが、これらも「検閲」には該当
しない。

☞キュレーションの過程で作品のセレクションを行うことも「検閲」に該当しない。
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「不自由展・その後」中止問題➂

「検閲」には該当しない➁

☞「検閲」だという主張に対しては、「検閲には該当しない」と応じるほかない。
これが建設的な議論を妨げる要因になっているように見受けられる。

☞「検閲」という言葉を用いずに、今回の事態について議論する必要。
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「不自由展・その後」中止問題➃

展示会の中止は安全上の理由である➀

☞展示会の中止は、トリエンナーレ実行委員会会長である知事および芸術監
督が一貫して説明していたように、安全上・危機管理上の理由。

☞安全・危機管理は単なる口実であり、実際は表現内容に対する不同意を理
由とした展示中止であるという評価は困難。
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「不自由展・その後」中止問題➄

展示会の中止は安全上の理由である➁

☞泉佐野市民会館事件など： 反対者が押し寄せることで危険が発生する場
合には警備による対応が原則。

☞しかし、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合には、
場所の提供を拒否する正当な理由となる旨を判示。

☞安全上・危機管理上の差し迫った危険がなくなったのであれば、展示中止を
続ける正当な理由はない。
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「不自由展・その後」展示の再開➀

「不自由展」は政府言論か➀

☞反対意見の多くは、「不自由展」で展示された作品のメッセージを、国や自
治体が受け入れたという理解しているように見受けられる。

☞トリエンナーレの展示作品は公権力の表現（＝政府言論）である以上、その
内容に口を出すのは当然であるという理解。

☞「政府言論」であれば、自身の表現をコントロールできる。
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「不自由展・その後」展示の再開➁

「不自由展」は政府言論か➁

☞場所を貸すことによって、当然にそこで行われた表現が国や自治体に「帰
属」することにはならない。

☞一般的にいって、芸術展に対する公金支出が、展示作品に対する賛否を示
すものとは捉えられない。税金から学術研究に補助金が支出されても、その
成果が政府の立場にはならないことと同様。
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「不自由展・その後」展示の再開➂

「不自由展」は政府言論か➂

☞あいちトリエンナーレ実行委員会が主催し、芸術監督が作品の選定等の責
任を担い、その判断を尊重するという組織体制。

☞実行委員会に対する援助というかたちでの公金支出。

☞「文化芸術基本法」（前述）などにおける自主性・創造性の尊重の要請。
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「不自由展・その後」展示の再開➃

「不自由展」は政府言論には該当しない

☞展示された表現を視聴する者は、必ずしも当該表現が愛知県等に「帰属」す
るものと捉えない。

☞そうである以上、芸術の自主性・創造性の尊重を求める法令上の要請が働
き、作品の持っている政治的メッセージや内容を理由に援助を撤回することは、
憲法上の問題（今回は不法行為責任）を生じさせる。
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「不自由展・その後」展示の再開➄

表現の「帰属」を誤解させる体制であった➀

☞実行委員会が主催となりつつも、その会長を知事が務めるなど、政治と芸
術展との分離が十分になされていなかった組織体制。

☞そこでの表現が愛知県等に「帰属」するという理解を生じさせ得るものであっ
た。
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「不自由展・その後」展示の再開➅

表現の「帰属」を誤解させる体制であった➁

☞芸術監督や不自由展実行委員会の「県立や市立の施設を会場としたい」と
いう強い意向による会場選定。

☞公的な支持を得た表現であるという外観作出の意図？

☞不自由展のみ、不自由展実行委員会を置くといった特殊な仕組み。
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「不自由展・その後」展示の再開⑦

表現の「帰属」を明確にした仕組みが必要

☞アームズ・レングスの原則と、それを具体化した「アーツカウンシル」制度。

☞それを担う専門職の育成が課題。

☞任命責任などの政治的責任。
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文化庁の補助金不交付➀

不交付の理由は手続上の問題➀

☞補助金交付申請書の審査に際して重要となる

➀実現可能な内容となっているか、

➁事業の継続が見込まれるか、

についての事実を申告しなかったこと。
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文化庁の補助金不交付➁

不交付の理由は手続上の問題➁

☞補助金適正化法６条1項： 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等
により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違
反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額
の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めた
ときは、すみやかに補助金等の交付の決定（契約の承諾の決定を含む。以下
同じ。）をしなければならない。
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文化庁の補助金不交付➂

内容を理由とした不交付は許されない

☞助成事業は「表現のための場」を創設したもので、かつ、その表現は国に
「帰属」しない。

☞表現内容を理由とした不交付であった場合には憲法上の問題が生じる。
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文化庁の補助金不交付➃

不交付にするほどの重要な手続違反があったか

☞全体としての事業（あいちトリエンナーレ）は「継続」している。

☞事業は全体としては「実現」している。

☞これらの点を調査・考慮した上での不交付決定であったか？
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文化庁の補助金不交付➄

内容に介入することが可能になりかねない

☞危険が抽象的な段階でも、その懸念を伝えなければならない。

☞「本当に継続できますか」、「展示中止になりませんか」、「やめた方が良い
んじゃないですか」というような「示唆」を無視できない可能性。

☞「危険」の要因の表現内容に踏み込んで「示唆」が可能。
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文化庁の補助金不交付➅

不交付はどのような意味で表現の自由の問題なのか

☞補助金申請者である愛知県の表現の自由の問題ではない。

☞社会全体・多様な表現が流通することが有する価値。

☞表現の自由の重要性を考慮した不交付であったか？
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まとめ

類似した問題は少なくない。

課題： 芸術助成の社会的意義の確認。

それに基づいた助成ルールの確立。

表現の「帰属」を明確にする仕組みの構築。

キュレーション・評価の専門家の育成、etc.
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ご清聴ありがとうございました。
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