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１．我が国のアートを取り巻く環境



世界のアート市場の動き

2020年における世界のアート市場は約 501億ドル（約5兆4,844億円※）。
2020年はコロナの影響により市場は大幅に縮小したが、現在は回復基調にある。

出所）The Art Market 2021 (Art Basel & UBS) 4

※財務省「関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場」を基に「令和元年12月29日から令和2年1月4日まで」の為替1ドル≒109.47円を適用。



世界における日本市場の現状

アメリカ、中国、英国がアート市場全体の82%を占める一方、日本のアート市場規模は世界全体
の1%未満で、その他7%の中に含まれている状況。

◇アート市場の国別割合（2020年）
*日本はその他

出所）The Art Market 2021 (Art Basel & UBS)

1位 米国 42％ 約2兆3,034億円
2位 中国 20% 約1兆969億円
3位 英国 20% 約1兆969億円
4位 フランス 6% 約3,291億円

・
・
・

日本 その他（1%未満）
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※参考：アート東京・芸術と創造による調査では推計、2,363億円
となっており、これを当てはめると、国別割合は4.3％となる。



日本のアート市場（日本国内独自の推計値）

2020年の日本のアート市場は2,363億円で、世界の市場に占める割合は4.3％となっている。

出所）日本のアート産業に関する市場調査2020（アート東京 & 芸術と創造） 6
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 2020年調査 結果  

 

 「①美術品市場」…2,363億円、「②美術関連品市場」…379億円、 「③美術関連

市場」…456億円 推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アートを取り巻くプレイヤー

アートの評価を決めるのは、販売チャネルだけでなく、ミュージアム、キュレーター、批評など幅広いプ
レイヤーが参加。

7出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー



影響力のあるプレイヤー・アーティスト

アートのエコシステムを形成するプレイヤーのうち影響力のある人は、アーティストやキュレーター、
ギャラリストなどが大勢を占める。2020年の「Power 100」では日本人はゼロ（※2021年は、
片岡真実 森美術館館長が59位にランクイン）、アーティストトップ100にランクインしている日本
人アーティストは3人という状況。
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◇ArtReview 「Power 100」
国別順位（2020）

◇ARTFACTSアーティスト トップ100（2020）

31位 草間弥生 58位 オノ・ヨーコ

83位 杉本博司

順位 国名 人数

1 米国 30

2 英国 10

3 フランス 7

4 ドイツ 6

5 インド 5

6 スイス 4

7 イタリア 3

7 シンガポール 3

7 韓国 3

7 ポルトガル 3

7 カメルーン 3



コレクター

世界に占める日本の富裕層の割合に比べ、日本人のコレクターの数はまだまだ少ない状況。
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◇Artnews トップ200コレクター（うち日本人は５名）

石川康晴氏 大林剛郎氏 佐藤辰美氏

前澤友作氏 柳井正氏



現代アートの有力美術館（美術的価値の形成基盤）

国際的な影響力を持つ現代アートの有力美術館は日本国内には存在しない状況。テート・モダ
ン(ロンドン)が企画した草間彌生個展・世界ツアー(2012)やニューヨーク近代美術館(MoMA)が
開催した｢TOKYO 1955-1970: A New Avant-Garde｣展(2012)などはアーティストの評価を決定
付ける役割を果たした。アジアでは世界最大規模のM+(ｴﾑﾌﾟﾗｽ･香港)が2021年11月に開館。
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テート・モダン MoMA

ポンピドゥー・センター M+



国際展

日本における国際展は、「越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内国際芸術祭」のように地域
振興・地方創生の観点から（現代の“祭り”として）一定の評価があるものの、ヴェネツィア・ビエン
ナーレやドクメンタのような、参加したアーティストの国際的な評価を高める、国際的な価値形成の
場としての国際展効果は限定的。

11出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー

※瀬戸内国際芸術祭 2010年～3年に一度 来場者：118万人（2019年）

（世界的な影響力を持つ国際展）



ギャラリー

ギャラリーは、自らのスペースで展覧会を開くなど、アーティストの“プロデュース機能”を担っており、
その活動はアーティストの評価にも大きく影響。いわゆる｢メガギャラリー｣のうち日本に進出している
ギャラリーはペロタン、ブラム＆ポーのみ。国内のギャラリーは比較的小規模なものが多いのが実情。

12出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー

※参考：寺田アートコンプレックス（天王洲） 1,600㎡

（主なメガギャラリー）



オークションハウス

世界的なオークションハウスのうち、クリスティーズ、サザビーズおよびフィリップスが日本に事務所を
開設し、出品作品の発掘活動は行っているが、セールは行われていない（アジアでのセール開催
場所は香港）。2008年、NYサザビーズで村上隆の｢マイ･ロンサム･カウボーイ｣が約16億円で落
札され、その後、彼の作品の国際的な評価を押し上げる効果があった。近年は奈良美智や草間
彌生、白髪一雄といった日本人作家の作品が高額で落札される例が多くなっている。

13出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー

※SBIアートオークション 年間取引額28億円（2019年） ※収益は取引額の15%



アートフェア

国際的なアートフェアは、アートの取引を活発にするだけでなく、アーティストの評価を高める“発表
の場”としても機能。国内最大規模のフェアはアートフェア東京だが、売上高は31億円程度。世界
最高峰と言われるアートバーゼルの売上高は600億円とも言われており、相当な開きがある。

14出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー

※アートフェア東京 入場者数：40,000人、取引額：30億8000万円（2021年）



アートの取引場所

アートが取引される場所は、コロナの影響もあり、オンライン取引が増加しているものの、その多くは、
依然としてギャラリーや国際的なアートフェアとなっている。

15出所）The Art Market 2021 (Art Basel & UBS)

◇アートディーラーがアートを販売した場所（2019-2020）



日本におけるアートの販売場所

日本国内での取引は、百貨店、ギャラリーが多く、海外に比べるとアートフェアの割合が極端に少な
い。

出所）日本のアート産業に関する市場調査2020（アート東京 & 芸術と創造） 16
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 別市場規模 

 

 国内事業者売上 7割 百貨店 画廊 2大 が占 い 。 

 

チャネル別市場規 （2020年） 

 
※「国内の 品のオークション」の は、Artprice.comが 計した 

日本国内オークション会社の落 額合計を 用している。 

 

 

 

  



資産家数とアート市場の相関関係の状況（※1位2位は一致）

100万ドル以上の資産を持つ富裕層の世界における日本の割合は相対的に高いものの、
5,000万ドル以上の資産を持つ超富裕層の割合となると順位が低くなる状況にある。

◇100万ドル以上の資産を持つ
富裕層の国別割合（2020年）

出所）Global Wealth Report 2021 (Credit Suisse)

1位 米国 40％ 2,200万人
2位 中国 13% 700万人
3位 日本 6% 300万人
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◇5,000万ドル以上の資産を持つ
超富裕層の国別割合（2020年）

1位 米国 51％ 10万人
2位 中国 15% 3万人

8位 日本 2% 1.2万人



富裕層による投資対象としてのアート

国際的には、超富裕層の投資先は5%程度はアートをはじめとする収集品に振り分けられる。
長期リターンも5~7%程度と、他の投資対象と比べても遜色がなく、国際的にはアートは投資対

象として地位を確立している。

18出所）竹下（2021）野村資本市場クオータリー

◇3000万ドル以上の資産を持つ超富裕層のアートへの投資割合（2020年）



我が国の戦後美術の近年の評価（市場を含む）について

19

2012年：「TOKYO 1955-1970：新しい前衛」展がニューヨーク近代美術館（MoMA）で開催。
※この展覧会に先立ち、MoMAが戦後日本美術の調査を実施。

2012年： 「太陽へのレクイエム：もの派の芸術」展がBlum & Poe（米・L.A.）で開催。
※吉竹美香による、戦後の日本美術における重要なターニングポイントとなった「もの派」という芸術運動を、
作家の実践と批評家の理論双方から再訪したUCLAでの博士論文に基づき、ポスト・ミニマリズムの実践に、
「もの派」がどのように呼応しているのかを探ったもの。

2013年：「具体：素晴らしい遊び場所」展がグッゲンハイム美術館（米・NY）で開催。
※ミン・ティアンポによる『GUTAI：周縁からの挑戦』を基に開催された、
日本の1960年代の前衛美術運動「具体美術協会」の展覧会。

2013年以降、白髪一雄など「具体」関係作家や「もの派」作家作品の
市場価格が上昇

◎白髪一雄(1924~2008)『地劣星 活閃婆』
「具体」展後のオークションで予想落札価格の3倍の
166万5500ユーロ（2億1650万円）で落札

○2010年代以降、海外の美術館において日本の作家、日本における美術動向を扱う展覧会が開催
※その結果、国際的なアート市場における評価も高まりにもつながっている

2017年：「ジャパノラマ 1970年以降の新しい日本のアート」＋「ダムタイプ」展が
ポンピドゥーセンター・メッス（仏・メッス）で開催。

2019年：奈良美智≪ナイフ・ビハインド・バック≫が日本人作家歴代最高額2490万ドルで落札。
歴代美術品オークション落札記録（日本人作家・2020年2月現在）
２位 村上隆≪マイ・ロンサム・カウボーイ≫1516万ドル（2008年）
３位 白髪一雄≪高尾≫1034万ドル（2018年）
４位 藤田嗣治≪誕生日パーティ≫937万ドル（2018年）
５位 草間彌生≪無限の網 #4≫796万ドル（2019年）



日本の現代アートの現状（まとめ）

・世界のアート市場は5.4兆円（2020年）日本のシェアは１％未満
※アート東京・芸術と創造の推計では、2,363億円（2020）これを当てはめると世界市場の4.3％程度

・日本の富裕層の割合は6%程度(世界3位)でアート市場が伸びる潜在力あり
・ただし、日本は超富裕層は少なく、アート市場活性化には、海外から購入者を
呼び込む必要がある

・超富裕層の投資先として、５％程度はアート(収集品)に振り分けられている
・世界的には、アートの主な購入場所はギャラリーとアートフェア

※日本の場合は百貨店とギャラリーでアートフェアの規模が小さい

・日本はアートのエコシステムを構成する要素(プレイヤー)がどれも弱い状況
・日本のギャラリーは小規模のものが多い

※いわゆるメガギャラリーはペロタンとブラム＆ポーのみ

・国内のアートフェアはアートフェア東京が健闘しているが世界との差は未だ大きい
・国際的な規模と影響力(価値付け力)を持つ国際展は国内に存在しない
・世界規模の影響力を持つ現代アートの美術館は国内に存在しない
・世界的なキュレーターも国内には非常に限られている
・金融機関におけるアート投資のサービスや知見を有する専門家が限られている
・世界的な日本人コレクターも限られている
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美術的価値の基盤の形成

社会的価値の形成

日本におけるアートを取り巻く現状
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アーティストの持続的な活動を可能とする美術的価値・社会的価値・経済的価値の好循環を
生み出す必要がある。

経済的価値（価格）の形成

（キュレーター）ミュージアム国際展 アート批評

・大規模展覧会はマスコミに
頼らざるを得ない状況

・体制の強化が課題

・まだまだ成長段階 ・英語文献がほとんどない
・国際発信力が弱い
・世界の美術史における
日本の位置付けが必要

ギャラリー

アートフェア オークション

・取り扱い規模が小
さい

・アートの社会的な意義への理解が
十分に広がっていない

アーティスト

・活動の基盤が脆弱

・アートと他分野との連携は発展途上・経営基盤が脆弱
・海外の購入者頼み

・規模が小さい

市民（含コレクター）

・アートが生活の一部として
定着していない

・寄託・寄贈促進の余地あり

市民からの
理解向上

持続的な活
動を可能に

下支え 下支え

・アートを支えるプレイヤーが一部に
限られている

「文化審議会文化政策部会アート市場活性化
ワーキンググループ報告書（2021年3月）」より



今後は以下のような取り組みが日本国内でも必要と考えられる

○日本のアート・アーティストの評価を高める取り組み
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○アート市場の活性化

国や自治体、公的美術館が中心となって取り組む

民間が中心となって取り組む

(1)現代アートに特化した大規模美術館の形成・国内美術館の活性化
(2)現代アート作品の国内におけるコレクション（収集活動）の強化

（同時代収集の活発化）

(3)グローバルレベルの批評の充実
(4)来歴管理の徹底による流通の透明化

・国際的に評価の高いアートフェア・アートイベントの誘致・開催
・メガギャラリーの創出・誘致
・海外の富裕層の集客
・国内の購入者の拡大
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２．政府（文化庁等）のこれまでの取り組み



収蔵・修復機能強化

目標及びその達成に向けた文化庁予算事業（※）の対応状況

信
用

支
え
る

「アート・プラットフォーム
の形成」の対応範囲

「日本アートの国際発信
力強化」の対応範囲

※令和3年度予算：我が国におけるアート・エコシステムの形成

我が国における
アートの持続的
発展を支えるシ
ステムの形成

我が国発の作家・作品
の国際的な評価を高
める活動の充実・強化

アートに係るインフラ
の整備と持続的充実

我が国アート市場・
産業の活性化・拡大
（現代作家の経済的自立を

支える基盤の確立）

有力国際展・ｱｰﾄﾌｪｱでの効果的発信

文献等の翻訳・文脈化の推進

海外も注目する質の高い展覧会の企画・実施

海外との（顔の見える）ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

国際広報・情報発信（Web）の強化

作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ｱｰｶｲﾌﾞ所在情報等の整備

美術館の作品収集活動の強化・充実

ギャラリーなどの発表の「場」の確保

アートコレクター（企業・個人）の育成

主目標 サブ目標２

サブ目標１

サブ目標３

サブ目標に対する対策F

サブ目標に対する対策E

サブ目標に対する対策D

サブ目標に対する対策A

サブ目標に対する対策B

サブ目標に対する対策C

サブ目標に対する対策Ｈ

サブ目標に対する対策Ｉ

サブ目標に対する対策Ｊ

中堅若手作家作品の公的購入の推進

サブ目標に対する対策Ｇ参
照
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令和３年度予算額 192百万円

(前年度予算額 192百万円)

我が国現代アートの国際的な評価を高める活動と国内アート市場の活性化に向けた環境整備に取り組み、我が国

におけるアート・エコシステムの形成を図る。

我が国におけるアート･エコシステムの形成
－現代アートの国際発信と我が国アート市場の基盤整備－

アート･プラットフォームの形成 96百万円（96百万円）

我が国現代アートの国際的な評価を高める活動を展開するための前提となるインフラ（日本国内の美術関連情報の可視化、
重要資料の選定･翻訳及び国際発信等）の整備・充実、国際的な評価を高めていく上で欠かせない人的ネットワークの形成に
取り組み、世界のアートシーンにおける我が国のプレゼンス向上を目指す。
①アート・プラットフォーム形成事業
○国内収蔵情報の可視化・ネットワーク化に向けた取組み
○重要資料の選定・翻訳・発信／国内外関係者のネットワーク構築
○海外プロフェッショナルに向けた情報発信の取組み
○コロナ禍を踏まえた国際的な評価を高めるための活動の企画 等

②現代アートの国際展開シンポジウムの開催

③現代アートの国際展開に関する調査研究の実施

日本アートの国際発信力強化 96百万円（96百万円）

国際的に評価されている日本の中堅若手を対象に、国際的評価を更に高める
重要な機会を得た際の支援や美術館での個展への支援、並びに日本作家の国
際的な評価向上に資する国際展・アートフェアへの出展や国際連携展の開催、
及び我が国を世界的なアートの発信拠点へと成長させる取組みへの支援を通じ、
我が国アートの国際発信力の強化を図る。

①現代作家の国際発信の推進
②海外アートフェア等参加・出展等

現代日本アートの国際的評価向上・エコシステム形成を通じた｢文化芸術立国｣の実現へ

我が国におけるアートの持続的

発展を支えるシステムの形成

米国での展覧会を機に

国際的な評価が高まっ

た「具体」「もの派」に続

き、1980年代以降の我

が国現代アートの評価

を高める活動が急務

アートに係るインフ

ラの整備・充実

【文化庁現代アートワークショップ2019】

【ヴェネチアビエンナーレ2019／アルセナーレ会場】

我が国発の作家・作品の国際的な

評価を高める活動の充実・強化

現代作家の経済的基盤としての

我が国アート市場の活性化･拡大

目
標

要素① 要素② 要素③
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アートプラットフォーム事業（2018~）

日本発の作家・作品の国際的評価が向上⇒世界市場でも正当な評価
⇒ 国内アート市場も反応・活性化・拡大

⇒日本におけるアートの持続的発展を支えるシステム形成へ

へ

これまで弱かった「世界における現代日本アートの評価向上」に取り組み、我が国におけるアート・
エコシステムの形成に資する。

◎国内外関係者のネットワーク構築／◎重要資料の選定・翻訳・発信
◎国内収蔵情報の可視化・ネットワーク化に向けた取組み
○海外プロフェッショナルに向けた情報発信の取組み
○コロナ禍を踏まえた国際的な評価向上のための仕組みづくり 等

取組

進め方
・枠組みの構築（事業実施体制の整備、関係者による検討の実施）
・国内外アートシーンに関する動向調査／海外関係者とのネットワーキング
・現代日本アートの国際的評価向上のための仕組みづくりに向けた情報整理等

・海外有力キュレーター等の招へい・交流の継続によるネットワーク構築
・現代日本アートの国際的評価向上に資する国際展参加作家への支援の仕組みづくり
・海外美術館での個展等（小規模なものを含む）に対する企画支援等の仕組みづくり

・現代日本アートの国際的価値を高めるための基礎となる情報のウェブサイト等での発信
・国際展参加作家への支援や海外美術館での個展等に対する企画支援等の実施
・海外有力美術館等とのネットワーク確立／世界のアートシーンにおけるプレゼンス向上

【文化庁現代アートワークショップ2019

26



事業の3本柱の概要と実績ー①
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① 国内外の専門家ネットワークの構築
国際的な専門家の相互ネットワーク構築のための招待制のワークショップ（文化庁現代アートワークショップ）および連続
ウェビナーを開催。本プログラムを通して、国内外の様々な情報源や人とのつながりが生まれるとともに強化され、国際発
信に必要なネットワークを広げることを目指す。

＜平成30（2018）年度実績等：招待制ワークショップの開催＞

日本現代アートサミット

「トランス／ナショナル：グローバル化以降の現代美術を語る」

会期：平成31（2019）年3月19日（火）〜21日（木・祝）

会場：六本木アカデミーヒルズ/国立新美術館

＜令和元（2019）年度実績等：招待制ワークショップの開催＞

文化庁現代アートワークショップ

「トランス／ナショナル：グローバル化以降の現代美術を語る」

会期：令和元（2019）年11月29日（金）〜12月1日（日）

会場：大阪大学中之島センター、京都造形芸術大学

＜令和2（2020）年度開催実績等：連続ウェビナーの開催＞

→ 新型コロナウィルスの状況を踏まえ、国内外の現代アート関係者が「コロナ

以降」の新しいアートの在り方について議論する連続オンラインシンポジウム（ウエビナー）（全5回）を開催

https://www.nact.jp/education/event/（5回の参加申込人数の合計は延2057名）

＜令和3（2021）年度予定：招待制ワークショップの開催＞
文化庁現代アートワークショップ
会期：令和4（2022）年1月28日（金）〜1月30日（日）
会場：福岡アジア美術館

https://www.nact.jp/education/event/


事業の3本柱の概要と実績ー②
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② 国際的な評価を高める上で重要なテキストの国際展開に関する取組
日本の現代アートの国際的な評価を高めることにつながるに研究を喚起するため、特に需要が高いと考えられる戦後美術を
対象としたテキスト（単行本、評論、学術論文、カタログ寄稿文等）の英訳、海外での出版、バイリンガルウェブサイトでの
公開等を目指す。

＜平成30（2018）／令和元（2019）年度実績等＞

- 文献等翻訳のためのワーキンググループ（ＷＧ）を創設し、翻訳の対象となる文献、論文等についての選考を実施。

- 既英訳、あるいは英文で書かれた文献、論文等に関する調査を実施。

＜令和2（2020）／令和3（2021）年度実績等＞

翻訳体制の整備を行いつつ、引続き文献選定・翻訳・調査を進行。論文翻訳は、7つのテーマを選定（①環境／社会／
制度、②コレクティヴィズム、③写真とメディア、④日本のアートとフェミニズム、⑤展覧会史、⑥日本⇄アジア、⑦評論家）。
2021年1月時点で、論文21本および書籍2本（『肉体のアナーキズム』、『美術の日本近現代史－制度・言説・造型』7
章〜9章）を選書。英訳論文は16本をウェブサイトに公開。2021年度は英訳論文を18本追加予定。また、2021年度
から新たに、アドバイザーから推薦された論文の中で既訳があるもののウェブサイト転載を進める。

掲載文献：

『映像へ離脱していく世界:福島秀子1948-1988(1992)』山口勝弘、『「誰もやらないから、自分でやるしかない」写真家
長島友里枝が言葉で語り続ける理由(2020)』インタビュー：合六 美和、『無意識を観察する(1981)出光真子、『マイノ
リティとしての現代美術』川俣正、『空気と水』中谷芙二子、『「御真影」の誕生』多木浩二、『時代精神の根拠地として
(1975)』堤清二、『FUNCTION FUNCTION! 世界の賭金・歴史の配当 世界史ゲームのためのルール・ブック
(1991)』岡﨑乾二郎、田崎英明、椹木野衣、『戦後の「前衛」芸術運動と女性アーティスト1950-60年代(2005)』小
勝禮子 など



事業の3本柱の概要と実績ー③
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③ 収蔵情報の可視化に関する取組
国内外の専門家等が展覧会を企画する際に必要となる情報・資料の国際的な共有財産化に向け、日本全国の美
術館に収蔵されている作品情報等に横断的にアクセスできるデータベースの構築を目指す。

＜平成30（2018）年度実績等＞

これからを担う次世代の美術館学芸員、デジタルアーカイブやブロックチェーン技術等に通じた研究者等を委員とする
「収蔵情報活用分科会」を創設し、具体策を議論。｢美術品総合デジタルアーカイブセンター｣の設立を提言。

＜令和元（2019）年度実績等＞

｢全国美術館会議会員館 収蔵品目録総覧2014｣をベースにデータベース化作業を進める方向性を確認。

データベース構築に向けた仕様策定等を実施。

＜令和2（2020）年度実績等＞

2019年度策定の仕様に基づき、データベースとウェブサイト（試行版）の構築を併せて実施

- データベース名称：全国美術館収蔵品サーチ／Japanese Museum Collections Search

- 公開情報を収集・入力：全国美術館会議加盟各館（約400館）宛に収蔵品目録（情報）の提供を依頼

- 2021年3月にウェブサイト「Art Platform Japan」（ベータ版）を公開。公開時点では、85の美術館の収蔵品
情報、約7万件の収蔵品情報を公開

＜令和3（2021）年度実績等＞

- 2022年3月に追加公開を行い、3/10現在で、美術館 150館、収蔵品 約14万3千件、作家情報 2,194人、
展覧会 2,152件、画廊 約2,400件の情報を公開。令和4（2022）年度末までにさらに更新予定。

＜ウェブサイト「Art Platform Japan」（ベータ版）＞

URL：https://artplatform.go.jp/ （言語：日本語／英語）



美術品の類型整理（令和3年度税制改正大綱決定後）

文化財保護法（S25法律第214号／最終改正 H30.6.8）

： 文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的
向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する

美術品公開促進法（H10法律第99号）

： 登録美術品の美術館における公開を
促進することによって、国民の美術品
を鑑賞する機会の拡大を図り、
もって文化の発展に寄与する有形文化財（美術工芸品）

重要文化財（指定制）

国宝

登録有形文化財（登録制）

・国の管理・修理・復旧・公開に関する指示、勧告権

・現状変更規制（許可制）、輸出制限

・所有者等変更、所在変更、滅失、き損等の届出義務

・修理、買取り等の国庫補助（国の優先買取権）

・国等への譲渡所得に係る非課税措置

【所得税、個人住民税】

・国の管理・修理・復旧・公開に関する命令権
※その他は重要文化財と同じ

・修理等の設計監理費の国家補助（建造物のみ）

・国の現状変更に関する指導、助言、勧告権

・所有者・所在変更、滅失、き損、現状変更、輸出等
の届出義務

特定美術品

＜対象＞

①認定保存活用計画に記載
②以下のいずれかに該当
・重要文化財（絵画、彫刻、工芸品

その他の有形の文化的所産である動産）

・登録有形文化財（美術工芸品）

のうち世界文化の見地から
歴史上、芸術上、又は学術上
特に優れた価値を有するもの

＜要件＞

・相続人による登録博物館又は
博物館相当施設への寄託の
継続（認定保存活用計画の期間内）

＜優遇措置＞

・相続税の納税猶予及び免除

【相続税】（H31改正）

・一定の現代美術品も対象とする

（R3改正)

登録美術品（登録制）

＜対象＞

①重要文化財又は国宝

②世界文化の見地から歴史上、芸術上、

又は学術上特に優れた価値を有する作品

⇒ 存命中作家も対象とする（R2改正）
（関連法令（告示等）を改正)

＜要件＞

・登録博物館又は博物館相当施設での公開

・5年以上有効な寄託契約の締結（一方的

な解約申し入れができない特約付き）

＜優遇措置＞

・相続税の物納の特例措置（不動産等と

同等の優先順位）※金銭納付原則あり

（絵画、彫刻、工芸品 その他の有形の文化的所産である動産）

（重要文化財のうち世界文化の見地
から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるもの）
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・ 美術品等の国際的なオークションや、様々なアートギャラリーが一堂に集まり作品を展示販売するアートフェ

アを開催しようとする動きがある。

・ それらは、文化の振興や国際物流・経済の活性化等に繋がるものであることを踏まえ、本件について、保税地

域の活用を可能とするもの。

・ 既に許可を受けている保税地域に加え、新たに保税地域の許可を受けて開催することも可能である。

保税地域における国際的なオークション・ギャラリー・アートフェアについて

経緯

保税地域の活用

○ 保税地域とは

保税地域とは、外国貨物についての蔵置や展示ができる場所
である。

○ 関税等の取扱いについて

保税地域では、関税、内国消費税及び地方消費税を課されるこ
となく外国貨物の蔵置等を行うことができる。

保税地域でのオークションにおいて落札又はアートフェアある
いはギャラリーにおいて販売された外国貨物は、日本国内に引
き取られる場合は、外国貨物の輸入となるので、輸入手続を行
い、関税等の納付が必要となる。

一方、外国貨物が輸入されることなく、外国へ送られる場合は、
関税等の納付は必要ない。

外国

保税地域での
国際的なオー
クション等

国内 外国

関税等を納付
せず海外へ送
る

関税等を納付
して輸入して
引き取り

保税地域でなければ、基本
的に全ての貨物について
関税等の納付が必要

（イメージ図）
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国際的なオークション・ギャラリー・アートフェアにおける保税地域の活用

保税展示場とは
国際博覧会、見本市等において、外国貨物を展示する会場として

使用できる場所として、税関長が許可する保税地域

保税蔵置場とは
特定の場所や施設で、外国貨物を置くことができる場所として、

税関長が許可する保税地域

保税蔵置場の許可を受けるには

税関に相談の上、申請書類を提出し、審査を受ける

国際的なオークション・ギャラリーにおける活用にあたって
⚫ 貨物の管理

⚫ 入退場者の管理又は厳格な貨物管理

※厳格な貨物管理

➢ 監視カメラにより保税蔵置場全域を常時監視 又は

➢ 電子タグを活用した防犯ゲートの設置等

⚫ 輸入等手続き

⚫ 国際的な商品取引や積戻しが見込まれる美術品等の

保管も可能 等

保税展示場の許可を受けるには

税関に相談の上、申請書類を提出し、審査を受ける

国際的なオークション・ギャラリー：保税蔵置場 国際的なアートフェア：保税展示場

国際的なアートフェアの開催にあたって

⚫ 貨物の管理

⚫ 輸入等手続き

（展示物品の購入の申込みがあった場合、輸入等の必要な

手続きを行った後、購入者に引き渡す）

等

①保税蔵置場許可申請書
②最近の事業報告書等
③保税蔵置場及びその付近の図面
④貨物管理に関する社内管理規程（ＣＰ） 等

①保税展示場許可申請書
②保税蔵置場の②~④書類
③博覧会等の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の
名称を記載した書類 等
※国・地方公共団体の後援等が必要

保税蔵置場・展示場

税関へ相談

許可
保税蔵置場・展示場

オークション・アートフェア

開催

購入申込み

輸入、積戻し等

手続き

引渡し

開
催
フ
ロ
ー

（一例）
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文化審議会文化政策部会の下にワーキンググループを設置し、我が国のアート市場の活性化に向けた課題の整理と必要な政策的対応等の検討を
行い、報告書をまとめた。（令和3年3月）

文化政策部会アート市場活性化ワーキンググループ報告書

「アート市場活性化を通じた文化と経済の好循環による「文化芸術立国」の実現に向けて」（概要）

【アートを取り巻く環境】● 日本の現状

1.本質的価値の向上

3つの価値をバランスよく向上させることが必要

背景

● 今後の方向性

2.社会的価値の向上

3.経済的価値の向上

4.アートの国際的な拠点化

社会的価値
の形成

美術的・
学術的

価値の形成

経済的価値
の形成

・美術館・学芸員

・批評

・国際展

・アートフェア
・オークション
・ギャラリー

・国民の理解

・他分野との連携

・すそ野の拡大

（1）美術的・学術的価値付けの拠点としての国際化

（2）ナショナル・コレクションの形成

（3）アート・コミュニケーション推進センター（仮称）の拡充

（1）アートの「社会化」

（2）アートとウェルビーイング

（3）鑑賞教育の充実

（1）アートへの「投資」に対する考え方

（2）アート購入者の裾野の拡大

（3）公的な鑑定評価の仕組みの導入

（4）アートDXの推進

（2）観光政策の一環としてのアート市場の国際拠点化

（1）近現代美術の美術的・学術的価値の向上

・美術界での影響力が弱い（「パワー100」のうち日本人は0人）

・世界のアート市場7兆円程度に対し、日本は2､580億円（2019）

・コレクター不足（世界の「トップ・コレクター200」のうち日本人は5人）

・アート人材不足・美術館・ギャラリーの脆弱性

・海外発信不足（世界の美術史に影響を与える(英語)文献が僅少）

・国民のアートへの関心不足

（1年間に1回以上アートを鑑賞する人の割合は23.6％）

世界の美術史において日本アートを価値付けるため、美術館、ギャラリー
の強化、専門人材の育成、配置が必要。

中堅・若手作家の作品購入によるアーティストの価値向上が必要。

アートにかかる情報・発信・人材等のハブ機能を整備することが必要。

アートファンでない人にアートの意義を認めてもらう必要がある。

アートへの参加・鑑賞によるウェルビーイング等への効用を発信。

幼少期における鑑賞教育の拡充、アクセスの改善。

アートの「使用価値」を感じてくれる人を増加させ、長期保有を前提とし
た投資を増加させることが重要。

アートを家に飾る個人購入者の増加及び企業による購入促進。

アート価格の透明性向上による購入促進。

ＤＸ導入によるアート業界の効率化、利便性・安全性の確保。

国際的なアートフェア・オークション等の参入による国際的価値付け体系
の拠点化。

富裕層向け観光政策としてのアート市場の活性化。

※特に、「美術的・学術的価
値」と「経済的価値（市場
価格）」とは「車の両輪」
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美術的価値の基盤の形成

社会的価値の形成

日本におけるアートを取り巻く現状

34

アーティストの持続的な活動を可能とする美術的価値・社会的価値・経済的価値の好循環を
生み出す必要がある。

経済的価値（価格）の形成

（キュレーター）ミュージアム国際展 アート批評

・大規模展覧会はマスコミに
頼らざるを得ない状況

・体制の強化が課題

・まだまだ成長段階 ・英語文献がほとんどない
・国際発信力が弱い
・世界の美術史における
日本の位置付けが必要

ギャラリー

アートフェア オークション

・取り扱い規模が小
さい

・アートの社会的な意義への理解が
十分に広がっていない

アーティスト

・活動の基盤が脆弱

・アートと他分野との連携は発展途上・経営基盤が脆弱
・海外の購入者頼み

・規模が小さい

市民（含コレクター）

・アートが生活の一部として
定着していない

・寄託・寄贈促進の余地あり

市民からの
理解向上

持続的な活
動を可能に

下支え 下支え

・アートを支えるプレイヤーが一部に
限られている

「文化審議会文化政策部会アート市場活性化
ワーキンググループ報告書（2021年3月）」より



収蔵・修復機能強化

目標及びその達成に向けた文化庁予算事業（※）の対応状況
＊赤字は今後重点的に取り組むべき課題

信
用

支
え
る

「アート・プラットフォーム
の形成」の対応範囲

「日本アートの国際発信
力強化」の対応範囲

※令和４年度予算：我が国におけるアート・エコシステムの形成

我が国における
アートの持続的
発展を支えるシ
ステムの形成

我が国発の作家・作品
の国際的な評価を高
める活動の充実・強化

アートに係るインフラ
の整備と持続的充実

我が国アート市場・
産業の活性化・拡大
（現代作家の経済的自立を

支える基盤の確立）

有力国際展・ｱｰﾄﾌｪｱでの効果的発信

文献等の翻訳・文脈化の推進

海外も注目する質の高い展覧会の企画・実施

海外との（顔の見える）ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

国際広報・情報発信（Web）の強化

作品ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ・ｱｰｶｲﾌﾞ所在情報等の整備

美術館の作品収集活動の強化・充実

ギャラリーなどの発表の「場」の確保

アートコレクター（企業・個人）の育成

主目標 サブ目標２

サブ目標１

サブ目標３

サブ目標に対する対策F

サブ目標に対する対策E

サブ目標に対する対策D

サブ目標に対する対策A

サブ目標に対する対策B

サブ目標に対する対策C

サブ目標に対する対策Ｈ

サブ目標に対する対策Ｉ

サブ目標に対する対策Ｊ

中堅若手作家作品の公的購入の推進

サブ目標に対する対策Ｇ参
照

35
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①アート・プラットフォーム形成事業：63百万円 ・海外プロフェッショナルに向けた情報発信の取組み（APJ）
・重要資料の選定・翻訳・発信
・国内外関係者のネットワーク構築（現代アートワークショップ）

②現代アートの国際展開シンポジウム等の開催：14百万円

③現代アートの国際展開に関する調査研究の実施：28百万円

①海外アートフェア等参加・出展等 ：72百万円

②国際拠点化事業の推進（新規）：50百万円

・海外アートフェア等出展者支援

・国際的なアートイベント企画等支援

アートワークショップの様子（2019）

ヴェネチア・ビエンナーレ（2019）

日本のアートの国際的プレゼンスを高める前提となるインフラ整備。

日本のアーティストの評価を高めるような国際展等への出展への支援を通した発信力の強化。

③国際連携海外展の開催（新規）：60百万円 ・国際的に連携して開催する海外・日本美術展支援

・キュレーターズ・ミーティング等の開催

・制度等の調査

背景・課題

A アート･プラットフォームの形成 104百万円（96百万円）

B 日本アートの国際発信力強化 182百万円（96百万円）
新規
拡充

我が国においては、世界的なアーティストを継続的に輩出するエコシステムが確立できておらず、そのためのインフラ整備、国際発信力強化、我が国の現代アートをはじ

めとする文化芸術の国際的な評価を高める活動と国内アート市場の活性化に向けた環境整備に取り組み、我が国におけるアート・エコシステムの形成を図る。

現代日本アートの国際的評価向上・エコ
システム形成を通じた｢文化芸術立国｣の
実現へ

我が国におけるアートにかかるインフラの
充実による我が国アートの国際的な情報
発信力強化及びアート市場の活性化

収蔵品 DB100館 10万件、翻訳文献 100件
ワークショップ30人、アートフェア出展支援30件
企画展支援3件、国際拠点化支援1件 国
際連携展2件

アウトプット（活動目標）令和4年度末 アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

我が国におけるアート・エコシステムの形成 令和4年度予算額 286百万円

（前年度予算額 192百万円）

※平成26年度開始

※平成30年度～令和4年度予定（5か年）

拡充後：令和4～８年度予定（5か年）

※四捨五入の関係で個別の金額の合計は合計額と一致しない
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国立文化施設の機能強化・整備

背景・課題

令和4年度予算額 31,804百万円

（前年度予算額 31,229百万円 ）

国立文化施設（国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会）が、ナショナルセンターとして我が国の文化芸術の創造及び伝
承・保存の中核となり、更には、文化観光の拠点として世界に向け発信するために必要な機能の充実と強化を図る。

事業内容

２．国立文化施設の整備 400百万円 ( 100百万円)

○ 施設整備費補助金

独立行政法人国立美術館
国立新美術館土地購入 400百万円（ 100百万円 ）

１．国立文化施設の機能強化 31,404百万円 ( 31,129百万円)

○ 運営費交付金
独立行政法人国立科学博物館
●イノベーションセンター経費 185百万円（ 168百万円 ）
ファンドレイジングの充実を図るとともに、科博のコレクションを用いた巡回展パッケージを開発し、
外部への有償貸出を行うなど、多様な財源による自己収入の増加を推進する。

独立行政法人国立美術館
●アート・コミュニケーションセンター（仮称）経費 850百万円（ 850百万円 ）
我が国アートの国際的な評価向上と我が国美術館全体の底上げ、現代作家の育成をはじめと
する我が国におけるアートの振興のナショナル・センターとしての機能を抜本的に強化する。

独立行政法人国立文化財機構
●統合認証・セキュリティ基盤経費 77百万円（ 新 規 ）
多様化するサイバー攻撃やテレワーク環境に対応した、セキュリティ対策の全体最適化と
施設平準化を実現するべく、統合システム基盤を整備する。

独立行政法人日本芸術文化振興会
●国立劇場再整備関係経費 1,638百万円（ 418百万円 ）
令和11年秋の開場に向け、令和4年度はPFI契約による、調査・設計監理や施設解体経費の
一部等を措置。

●舞台芸術グローバル拠点事業 129百万円（ 新 規 ）
国際的に普遍的価値を持つバレエ、オペラについて新国立劇場において人材育成マネジメントを
刷新するなど新国立劇場を世界から集客可能なトップレベルの舞台芸術のアジアの拠点とし、
グローバルに我が国の文化芸術を発信する。

国立劇場再整備関係経費

国立新美術館外観

※国立劇場再整備に係る整備費用については、芸術文化振興基金
の助成機能に配慮しつつ、芸術文化振興基金の財源等を一時的に
活用し、PFI事業者に対する割賦払い手数料を縮減するなど国民負
担を極力小さくするよう努める。

※令和３年度補正予算額 5,053百万円

舞台芸術グローバル拠点事業
写真：鹿摩隆司

等



ミッション
「基本理念」の実現により、独立行政法人国立美術館のナショナルセンターとしての機能強化を図るとともに、社会との多様な相互
コミュニケーションを推進することで、我が国の美術館活動全体の底上げと美術振興に貢献する。

基
本
理
念

アート・コミュニケーションセンター（仮称）が原動力となり
日本における「アート・エコシステム」を駆動

市民 企業等

国内美術館

海外美術館等

アート・コミュニケーションセンター(仮称)
＜国際的な拠点＞

データベース（作品・資料）

ウェブサイト（日英）

相談窓口（国内外）

情報発信と活用推進を一元的に実施
現存作家に関する情報を提供

活動イメージ

支援・
連携促進

保有作品
価値向上

コレクションの充実・活用促進

アートの社会
的価値向上

多様な連携
・理解促進

質の高い展覧会の開催

貸与・寄贈・
寄託の促進

情報・相談

国立美術館アート・コミュニケーションセンター（仮称）経費

情報・相談

保有作品
価値向上

ネットワーク

※ストックの可視化→有
効活用→充実という｢正
のサイクル｣を実現
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令和4年度予算額 850百万円

（前年度予算額 850百万円）

●国内美術館と連携し、所蔵作品や美術資料等の情報集約やデジタル化を進め、国内外に発信するとともに、美術作品・美術資料活
用に係る国内美術館のハブとなる。

●日本美術の国際的な価値の向上に資するための情報発信拠点として、国際的なネットワークの構築、効果的な情報発信を推進する
。特に、現存作家の支援に資する活動を戦略的に推進し、国際的な評価を高めることに注力する。

●アートの力で社会に貢献すべく、ラーニングに関する調査・研究・実践を行うとともに、教育・医療・福祉・ビジネス・観光などとの多様な
社会連携の推進により、アートの社会的価値の向上を目指す。

管理グループ

情報資料グループ

ラーニンググループ

作品活用促進グループ

作品マネジメント（展覧会事業・
コレクション貸与・活用等の推進）
コレクションの形成・継承
作品修復体制の確立

作品情報の整備・DX推進と発信
（全国美術館収蔵品ｻｰﾁ等）
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ､ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ機能の充実

ﾗｰﾆﾝｸﾞに関する情報収集･実践等
人材育成支援

本部事務局機能兼務

組織体制

センター長 ／ 副センター長

社会連携グループ

多様な社会連携の創出
ファンドレイジングの推進
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３．ヒアリング資料

（１）住谷晃一郎氏（香川県文化芸術局美術コーディネーター）

（２）田口美和氏（タグチアートコレクション共同代表）

（３）上野行一氏（美術による学び研究会代表）



コレクションについて
高松市美術館の収集を中心に

Koichiro SUMITANI

香川県文化芸術局

美術コーディネーター

住谷晃一郎



高松市美術館（1988）開館 ⇦瀬戸大橋開通

Koichiro SUMITANI

金無し、時間無し、準備室無しの新設美術館

➡先進美術館に対抗することなど到底不可能

草間彌生
[無題(金色の椅子のオブジェ）
（1966）



「高松は、お金もないし、現代美術をやるしかないよ」

「今なら菅井、堂本、宇佐美でも、500万あれば良いのが買える」

藤田慎一郎(当時大原美術館長)さんの助言

Koichiro SUMITANI

そこで

すると

菅井汲、堂本尚郎、宇佐美圭司などの作品を購入

市助役から「わけの分からないものを買うな」

「目玉になるようなものを買え」と購入がストップ



①美術品は、生まれ出たときは、当時の現代アート

現代アート（新しい価値観を提示した作品）

⇒（当初、周囲の反発、批判）⇒（淘汰・評価）

⇒古典的作品

2億で20億に打ち勝つ方法（職員提案を書く、優秀賞）

コレクションの考え方①

Koichiro SUMITANI

高松次郎
「影の圧搾」（1965）



現代⇒過去 ➡名前だけで、2級品を買うことになる
: 過去に遡るほど選択の余地がなく、質は低下し、高額

過去⇒現代 ➡知名度はないが、1級品がねらえる
: 現代に近づくほど選択の余地があり、質が高く、リーズナブル

Koichiro SUMITANI

白髪一雄

「天威星雙鞭呼延灼」
（1964）

2億で20億に打ち勝つ方法

コレクションの考え方②



Koichiro SUMITANI

1級品がねらえて、集積できるのは何処か？

①戦後日本の現代美術（日本画を除く）

②外国作家の版画（複数あるので1級品がねらえる）

➡ 「戦後日本の現代美術」の収集方針は全国初（1984.7.23）

中西夏之
「コンパクトオブジェ」（1968）

2億で20億に打ち勝つ方法

コレクションの考え方③



他館➡新館オープン後、予算失速⇒目玉作品が孤立

高松➡現代アートの継続的収集⇒明確な特色付け

Koichiro SUMITANI

20億＝目玉作品＠4億(2級品)×5点➡総花的収集

VS.

2億＝現代アート＠500万(1級品)×40点➡ 1極集中

2億で20億に打ち勝つ方法（他館：20億で1000点目標）

クウォリティと特色付けで勝てるのではないか⁉

もしかして

結果的に



現代アートでも、先進美術館にはかなわない
➡代表作を抜く方法を思いつく

Koichiro SUMITANI

①代表作とは、最も画像の露出度高い作品で、その作家の

金メダルの作品➡銀メダルの作品と雲泥の差がある

②代表作を抜くことができれば、回顧展にも不可欠で、

その作家全体をおさえることになる

斎藤義重
「作品５（1963）



①年度末にオファーされている作品の中から漫然と選定している

➡明確に意識して代表作をねらっているわけではない

②開催した展覧会に出品された中から購入している

➡近作を買うことになり、ピーク時の代表作が買えるわけではない

③合議制で決定している

➡即断即決ができず、作品の良し悪しより、人間関係に左右される

④必ずしも先進美術館がすべて代表作をおさえているわけではない

➡作者が手放さずに持っていることもある

他館の弱点

Koichiro SUMITANI

回顧展などから代表作を絞り込み、即断即決で収集する

結果的に



作品収集例① 田中敦子「電気服」(1986)

Koichiro SUMITANI

1989年購入：550万；委員から「材料費はいくらか？」の質問

1986年「前衛の日本」展（ポンピドゥーセンター）の出品作

再制作なので、日本では評価されなかった

1990年 : 欧州巡回具体展（ローマ国立近代美術館など）に出品

評価が一変、欧米美術館から出品依頼殺到

田中敦子
「電気服」（1986）
原作:1956



Koichiro SUMITANI

工藤哲巳
「あなたの肖像」（1963）

作品収集例②工藤哲巳「あなたの肖像」(1963)

1995年購入：2200万；フリッツ・べヒトコレクション（オランダ）

行政説得に教科書、「高校美術１」（日本文教出版）に掲載

2000年「ポップの時代」展（ポンピドゥーセンター）に出品、青森県

美術館に最初誤って出品依頼、会場で破損、修復を依頼



Koichiro SUMITANI

美術手帖
2003年10月号

村上隆「Project ＫＯ２」（1999）
高松市美術館蔵

作品収集例③ 美術手帖の表紙の衝撃➡村上隆

2003:クリスティーズ（ニューヨーク） フィギュア「Miss.ＫＯ２ 」

2004年あわてて購入⇒国内最大のコレクションに ➡約5,800万円

村上 隆：「Red Rope」、「Ｇａｍｅ」(2001)  各500万円、版画15点

奈良美智：「Milky Lake」(2001) 500万円 , デッサン91点



Koichiro SUMITANI

マチス
「ジャズ（1947）
No.1「道化師」

作品収集例④アンリ・マチス「ジャズ」(1947)

1996年購入：2500万；edition : 1/250

JULLIEN-CORNIC COLLECTION:パリの古本屋

マチスの版画の代表作で、しかも限定番号１番

➡世界の宝、重要文化財に匹敵する

心ない学芸員が額装しないよう、文化財指定が危急の課題



コレクションの考え方のコンセプトは、

まとめ

Koichiro SUMITANI

• 限られた購入予算を一極集中して最大限の効果をねら
• 代表作がねらえる現代アートのジャンルに限定する
• 作家の代表作（金メダル)を収集し、作家全体をおさえる
• 代表作の集積を繰り返し、コレクションを凝縮する

未来の古典をめざした現代アートのコレクションを形成

篠原有司男
「モーターサイクルツイスティッド」
（1973）



香川県文化芸術局

美術コーディネーター

住谷晃一郎

現代アートの代表作を抜く
方法について

Koichiro SUMITANI



2017年5月18日

サザビーズオークション

（ニューヨーク）

ジャン＝ミシェル・バスキア

「無題」（1982）を

ZOZOTＯＷＮの

前澤友作氏が

約123億円で落札

バスキアの最高額

落札したバスキア作品と前澤友作氏

Koichiro SUMITANI



1984年当時、

北九州市立美術館が

バスキアの「消防士」（1983）
を東京のギャラリーから

375万円で購入している

福岡市美術館、

高知県立美術館、

世田谷美術館、

ベネッセホールディングスも
当時購入、

日本はバスキア王国

同時代の収集

バスキア「消防士」（1983）
北九州市立美術館蔵

Koichiro SUMITANI



123億円のバスキアも38年前、375万円であった

当時100点収集していれば、1兆円の資産になっている

同時代の作家の同時代の作品の収集が不可欠

評価の定まった外国作家の2級品を高額で買うのでなく

リーズナブルな価格で良質な代表作がねらえる

同時代の作家を積極的に購入していく

コレクションの前提条件

そのためには

すなわち

Koichiro SUMITANI



人気のカウズ：

目がバッテンのキャラクター

トイ・フィギュア「ピノキオ」が
10年で価格が100倍

2010 : 1万7640円

➡ 2020:約164万円

2016 : ユニクロとのコラボ

10年以上、メガギャラリー、
ペロタンの取扱作家

価格の急上昇の背景にメガギャラリーの存在

カウズ
「The KAWS Album」

2019サザビーズ香港
16億2352万円

Koichiro SUMITANI



優良株アーティストを採用、
高額価格に押し上げる

世界の美術市場を独占する

カゴシアン、ペースなど

「メガギャラリー」14社

メガギャラリー
(MEGA GALLERY)

都市名 世界展開

カゴシアン
（Gagosian）

ニューヨーク(5)、サンフランシスコ、ビバ
リーヒルズ、ロンドン(3)、パリ(2)、ローマ、
アテネ、香港

16カ所
草間彌生

ペースギャラリー
（PACE GALLERY）

ニューヨーク(3)、パロアルト、ロンドン、
ジュネーブ、香港、ソウル、北京

10カ所
奈良美智

ギャラリータデウスロパッ
ク
（GALERIE THADDAEUS）

パリ(2)、ザルツブルク(2)、ロンドン 5カ所

ホワイトキューブギャラリー
（White Cube Gallery）

ロンドン(2)、香港、
ニューヨーク(ヴュールーム)

4カ所

デヴィッドズピルナー
（DAVID ZWIRNER）

ニューヨーク(3)、ロンドン、香港 5カ所

ギャラリーペロタン
（PERROTIN）

パリ(2)、ニューヨーク、東京、
ソウル、香港、上海

8カ所
村上隆

ハウザー＆ワース
（HAUSER ＆WIRTH）

ニューヨーク(2)、ロサンゼルス、
ロンドン、サマセット、チューリッヒ、香港、
グスタード

8カ所

ブルーム＆ポー
（BLUM＆POE）

ニューヨーク、東京、ロサンゼルス 3カ所

リッソンギャラリー
（LISSON GALLER）

ロンドン(2)、ニューヨーク(2) 4カ所

ポールカスミンギャラリー
（KASMIN GALLERY）

ニューヨーク（3） 4カ所

リーマンモービンギャラ
リー
（LEHMANN MAUPIN）

ニューヨーク(2)、香港、ソウル 4カ所

ビクトリアミロ
（Victoria Miro）

ロンドン（2）、ヴェネツィア
3カ所
草間彌生

レヴィゴルヴィ
（LEVY GORVY）

ニューヨーク、ロンドン、香港 2カ所

ラクエンボーグ＆ダヤン
（LUXEBOURG＆DAYAN）

ニューヨーク、ロンドン 2カ所
ペースギャラリー（ニューヨーク）

Koichiro SUMITANI



奈良美智：2004:「Milky Lake」(2001) 500万円

2019:サザビーズ香港「Knife Behinnd Back」ペース➡約28億6000万円

村上 隆：2004:「Red Rope」(2001) 500万円

2008:サザビーズ「My Lonsome CowBoy」ペロタン➡約16億円

メガギャラリーの採用で日本人作家も急上昇

奈良美智「Milky Lake」（2001）
高松市美術館蔵

村上隆「RedRope」（2001）
高松市美術館蔵

Koichiro SUMITANI



世界の美術市場の三位一体の構造

現代アート有力美術館 ： ニューヨーク近代美術館、グッゲンハイム美術館など

アーティストの選別、価格を高騰させる、美術史へ位置付け

作家情報 作品購入

メガギャラリー
カゴシアン、ペース、
ハウザー＆ワースなど

オークション会社
サザビーズ
クリスティーズ

Koichiro SUMITANI



メガギャラリー、オークション会社、美術館が三位一体となって

優良株アーティストを選別し、一挙に価格を高騰させている

メガギャラリーのまだ間に合う新規採用銘柄をねらう

新規採用アーティストで、価格的にまだ手の届く

範囲で、直近2,3年の急騰率の高いものから

優先順位をつけて購入していく

戦略の根拠と実践

そこで

すなわち

Koichiro SUMITANI



作品選定にあたっては、代表作を狙っていく。
代表作とは、最も画像の露出度の高い作品である

代表作がすでに取られている場合は、次に露出度
の高い作品か、作風の異なる時代の代表作をねらう

現代アートの代表作が集積され
世界的な中核コレクションが生まれる

代表作をねらう

しかし

これにより

Koichiro SUMITANI



現代アートの代表作を抜くには、

まとめ

同時代の作家の同時代の作品を収集する
メガギャラリーの新規採用アーティストをねらう

価格的に購入可能で、急騰率の高いものから優先的に収集
最も画像の露出度の高い代表作をねらう

世界に誇れる
ジャパンコレクション
が形成される

ローゼンクイスト「成長計画」（1966）
いわき市立美術館蔵（旧長岡現代美術館蔵）

これにより、

Koichiro SUMITANI



現代アート版文化財指定について

香川県文化芸術局

美術コーディネーター

住谷晃一郎
Koichiro SUMITANI



戦後現代アートの受容

東京画廊と南画廊

東京画廊
（1951  山本孝）

ルチオ・フォンタナ
イヴ・クライン
カポグロッシュ

南画廊
（1956-79  志水楠男）

フォートリエ
サム・フランシス

ジャスパー・ジョーンズ
ティンゲリー

長岡現代美術館
(1964)

大光相互銀行

（駒形十吉）

大原美術館
(1930)

倉敷紡績
(大原總一郎)
(藤田慎一郎)



日本初の「現代美術館」

大光相互銀行社長の駒形十吉が、新潟市出身の東京画廊の山本孝

の目利きにより収集した近現代美術のコレクションをもとに開館

特に国内外の同時代の作家の作品は特筆すべきものが多い

開館以来「長岡現代美術館賞」展を開催、反響を呼んだ。

長岡現代美術館（1964）

ジェームス・ローゼンクイスト

「成長計画」（1966）

アンディ・ウォーホル

「16のジャッキーの肖像」（1964）



1962年大原美術館新館を現代美術の展示室とする

倉敷紡績社長の大原總一郎が「美術館は生きて成長してゆくもの」という信
念のもと館長の藤田慎一郎と国内外の現代美術を収集し、国内美術館の先
駆的役割を果たした。志水楠男の南画廊を主力として新たな価値を創造し

ようとする豊富な名品をコレクションしている。

大原美術館（1930）

ジャン・フォートリエ
「人質」（1944）

ジャクソン・ポロック
「カット・アウト」（1948-58）



草月会館(1958)
(勅使河原蒼風)

ラウシェンバーグ公開制作、ジャスパー・
ジョーンズ「ウォッチマン」制作

西武美術館(1975)
(堤 清二)

百貨店の文化戦略として現代アート
を推進、意欲的な企画展を開催

私設美術館➡国公立美術館

東京国立近代美術館開館(1952)          コレクションを開始
国立国際美術館（1977） 戦後国内外の現代美術の収集

ミレーの山梨県立美術館開館(1978) : 一点豪華主義、美術館国分寺時代

ブリヂストン美術館(1952) 国立西洋美術館(1952)
山村コレクション寄贈（1966）



草月流の勅使河原蒼風は、派手なパフォーマンスを催した

来日したジャスパー・ジョーンズに「ウォッチマン」を制作させ、ラウシェン
バーグには公開制作をさせ、「ゴールド・スタンダード」を購入した。イサム・ノ

グチのテラコッタをまとめて収集している。

草月会館 (1958)

ジャスパー・ジョーンズ

「ウォッチマン」(1967)

ロバート・ラウシェンバーグ

「ゴールド・スタンダード」（1978）



西武池袋本店12階に開設

西武流通グループの堤清二が池袋西武百貨店に開設。「おいしい生活」を
唱え、文化戦略として「時代精神の根拠地」という理念を掲げ、先鋭的な現

代美術の展覧会を開催した。

また展覧会を通して同時代の現代美術のコレクションが形成された。

西武美術館（1975）

ジャスパー・ジョーンズ

「標的」（1974）

ロイ・リキテンシュタイン

「赤ワインのある静物」（1972）



現代アートコレクション

国立美術館のコレクション開始（1970年代）

東京国立近代美術館(1952）

（近・現代美術）

国立美術館が初めてコレクションを開始。
2010年ブラック、クレー、ド・スタールなどソ
ニー創業家盛田コレクションを収集。

国立国際美術館（1977）

(第二次大戦後の国内外の現代美術）

国立美術館の現代美術を中心とするコレ
クション。エルンスト、ラウシェンバーグ、
ウォーホル、キーファーなど。

「盛田良子コレクション」 アンディ・ウォーホル
「4フィートの花」(1930)



現代アートコレクション

公立美術館の現代アート収集開始

北九州市立美術館(1974）

（近・現代美術、1980年代
ニューペインティング）

満生和昭

シュナーベル、クレメンテ、クッキなど新表
現主義の収集、バスキアをいち早く収集。

福岡市美術館（1977）

(国内外の近・現代美術）
尾野正晴

公立初の現代美術の収集方針。ダリは、
秋葉原の電気店ミナミより購入。他
ウォーホルの「エルヴィス」(1963)。

ジャン＝ミシェルバスキア「消防士」（1983）

ダリ「ポルト・リガトの肖像」(1930)



現代アートコレクション

先駆的役割をはたした私設美術館（1980年代）

草月美術館（1981）

（第二次大戦後の日本と海外
の現代美術）

勅使河原蒼風、霞、宏のコレクション。草月
会館は、丹下健三設計で、1977年竣工。1
階にイサム・ノグチの石庭「天国」がある。

セゾン現代美術館(1981)

(時代精神の根拠地）
堤 清二

セゾングループ会長堤清二の現代アート
のコレクション。西武美術館で開催した展
覧会を中心に収集され、名品が多い。

イサム・ノグチ
「花と石と木の広場天国」(1981)

「展示風景」



現代アートコレクション

20世紀美術と戦後美術の収集の充実

富山県立近代美術館(1981）

（20世紀美術の流れ）
小川正隆

朝日新聞美術担当編集委員であった初代
館長小川正隆が収集したコレクション。ピカ
ソ、ジャスパー・ジョーンズなど名品が多い。

いわき市立美術館(1984）

（同時代性を持つ戦後の美術）
塩見隆之

東京都美術館にいた初代館長塩見隆之
が、長岡現代美術館のローゼンクイスト、
ウォーホルなど中核作品を収集。

トム・ウェッセルマン「スモーカー♯26」（1978）

イヴ・クライン
「人体測定 ANT66」(1960)



現代アートコレクション

戦後アメリカ美術と戦後日本の現代美術の収集

滋賀県立近代美術館(1984）

（戦後アメリカの現代美術）
尾野正晴

公立美術館で初めて「戦後アメリカの現代
美術」を収集方針とする。ロスコを9000万
円で購入。「1本3000万か？」と言われる。

高松市美術館（1988）

(戦後日本の現代美術、
20世紀世界の版画）

住谷晃一郎

公立美術館で初めて「戦後日本の美術」
を収集方針。版画も代表作多数。

マーク・ロスコ「ナンバー28」(1962) アンリ・マチス
「ジャズ」(1947)



現代アートコレクション

大規模美術館の開館①

横浜美術館(1989）

（ヨーロッパ近代美術と
日本近代美術、写真）

長岡現代美術館のシュールレアリスム関
連の作家、デルボー、マグリットなどを購入。
ゆかりのあるイサム・ノグチの収集。

広島市現代美術館（1989)

(第二次大戦後の現代美術と
ヒロシマと現代美術）

戦後の国内外の現代美術の収集方針

のロシマをテーマにした作品を作家に制
作委託。多くの予算をさかれる。

ホアン・ミロ「花と蝶」(1922-23)

ナムジュン・パイク
「ヒロシマ・マトリックス」(1988)



現代アートコレクション

戦後アメリカ美術中心の私設美術館（1990年代）

DIC川村美術館(1990）

（20世紀美術、戦後アメリカ美術）
広本伸幸

大日本インキの創業者川村喜十郎、川村
家3代のコレクション。特にアメリカ美術は
「ロスコ・ルーム」、ステラなど名品がある。

ベネッセハウス（1992）

(コンテンポラリーアート
、現代美術）

ベネッセホールディングス会長福武總一
郎のコレクション。草間彌生の「南瓜」は有
名。ポロック、バスキアなど。

ロスコ・ルーム (1958) ベネッセハウス・ミュージアム



現代アートコレクション

大規模美術館の開館②

愛知県美術館(1992）

（国内外の20世紀美術）

公立美術館初のクリムト、1989年17億7千

万園で購入、話題となる。他にピカソの青
の時代「青い肩かけの女」が14億円で購入。

東京都現代美術館(1995)

(内外の現代美術）

リキテンシュタインの購入で「マンガみたい
な絵に6億円」と言われ、物議を醸す。ケ
リー、ノーランドの優品。

グスタフ・クリムト「人生は戦いなり
（黄金の騎士」）」(1903)

ロイ・リキテンシュタイン
「ヘア・リボンの少女」(1965)



現代アートコレクション

特色ある市立美術館

豊田市美術館(1992）

（20世紀美術とデザイン、現代美術）
青木正弘

100億の豊富な資金力。クリムト、マグリット

の優品を収集、斎藤義重、李禹煥、若林奮
「ワンアーティスト、ワンルーム」で収集

金沢21世紀美術館(1995)

(1980以降に制作された新しい
価値観を提案する美術）

長谷川佑子
1980年以前の系統的収集を断念、レアン
ドロ・エルリッヒのプールで人気

グスタフ・クリムト

「オイゲニア・プリマフェージの肖像」
(1982)

レアンドロ・エルリッヒ
「スイミング・プール」(2004)



現代アートコレクション

2020年以降開館の大型館

アーティゾン美術館(2020）

（20世紀美術、現代美術）

ブリヂストンタイヤの創業者石橋正二郎の
コレクション。近年ではカンディンスキー、ク
レー、ポロックなど20世紀美術を収集。

大阪中之島美術館（2022）

(海外の近代絵画,現代美術,版画）
熊田 司

山本發次郎所蔵のモディリアーニ19.1億
など2000～05に151億で収集。

パブロ・ピカソ
「腕を組んですわるサルタンバンク」(1923)

アメデオ・モディリアーニ
「髪をほどいた横たわる裸婦(1917) 



大光相互銀行破綻により、1979年閉館

ローゼンクイスト、イヴ・クライン、ウォーホル、リキテンシュタイン、ベーコン、
ダリ、マグリット、タンギー、エルンスト、クレー

いわき市立美術館、横浜美術館、宮城県美術館、新潟県立近代美術館長崎
県美術館など公立美術館を中心に売却

コレクション売却例① 長岡現代美術館（大光コレクション）

フランク・ステラ
「ウリッド・スケッチ」（1967）

いわき市立美術館蔵

サルバドール・ダリ
「海の皮膚を引き上げるヘラクレスが恋をめざめさせようとするビー
ナスにもう少し待って欲しいと頼む」（1963）

長崎県美術館蔵



2003年草月美術館休館後、売却か？

ジャスパー・ジョーンズ「ウォッチマン」、ラウシェンバーグ「ゴールド・スタン
ダード」、イサム・ノグチ「オバケ」

コレクション売却例② 草月コレクション

ジャスパー・ジョーンズ
「ウォッチマン」(1967)

ロバート・ラウシェンバーグ
「ゴールド・スタンダード」（1978）



20０4年西日本銀行と合併時に売却か？

旧福岡シティ銀行頭取・四島司が収集したコレクション

モンドリアン、ジャスパー・ジョーンズ、リキテンシュタインなど

他の作品は福岡市美術館などに寄託している

コレクション売却例③ 四島コレクション

ジャスパー・ジョーンズ
「0から9の重層」(1960)

ロイ・リキテンシュタイン
「人物と日没」（1978）



バーネット・ニューマン「アンナの光」(1968) 276cm×611cm

2013年売却103億円

「アンナ」は、母の名。ニューマン最大の作品

「ニューマン・ルーム」に展示

コレクション売却例④ DIC 川村記念美術館

バーネット・ニューマン 「アンナの光」（1968）



1989年ビノシェ・ゴドー(パリ)オークション 5167ドル（74億円）

オートポリス鶴巻智徳氏が落札、当時世界最高の落札価格と言われた

➡ハザマ➡レイク➡ＧＥキャピタル

➡三井住友信託銀行が所蔵か？

民間企業所蔵例 ピカソ「ピエレットの婚礼」(1905)

パブロ・ピカソ 「ピエレットの婚礼」（1905）



オーナーの没後や経営環境の変化で売却される可能性

評価は定まっていないが良質なコレクションが形成される

資産価値の高いコレクションに再評価される

現代アートコレクション（私設美術館）

企業人が財力で同時代の作家の作品を収集

すると

時をへて

しかし



高額な目玉作品がポツンと取り残される

新館開館後は購入予算が失速し、作品を買い足せない

まとまったコレクションの体をなさない

現代アートコレクション（国公立美術館）

評価の定まった有名作家の2級品を高額で購入

すると

従って

時をへて



現代アートコレクションのまとめ

日本のコレクションの問題点は、

・企業コレクションは、財力と同時代の作家の収集で、すぐれたものになり
うるが、経営環境の変化に伴い、売却される可能性が高い。

・国公立の美術館は、評価の定まった有名作家の２級品を高額で購入す
ることが多いので、良質で系統的なコレクションになりにくい。

民間の名品は売られ、
公立は2級品がポツンと残る

ピエト・モンドリアン「無題」

その結果、



外国作家の代表作は日本の宝だけでなく、世界の宝

日本の国宝は数億単位、外国作家の代表作は100億単位

現代アート版文化財指定の基本的な考え方

代表作（金メダル作品）を峻別して文化財指定し、

日本に残すべき作品とそれ以外に区分けをする

そこで

従って

海外に流出すると、文化的、経済的損失が大きい



オーナーの没後、また経営状況の悪化により、

最重要作品（金メダル作品）から売却される傾向がある

私設美術館（企業コレクション）の場合

公益法人にしている場合は、財産目録に搭載を義務づけ

売却の場合は事前に報告を義務づけ

具体的には

そこで

文化財指定により、残すべき作品と意識付けを図り、

やむを得ない場合はそれ以外の売却を促す



美術館の新設、周年事業にあわせて人気のある

有名作家の２級品を購入することが多い

公立美術館の場合 ①

購入するとき、文化財指定を意識するようになり、

１級品を選択しようとする観点が生まれる

その結果

そして

文化財指定により、１級品を例示し、

購入にあたっての指標となるようにする



美術館の所蔵品が文化財指定を受けた場合、

当該作品への注目度が高まる

公立美術館の場合 ②

美術品購入予算を要求しやすくなり、

関連する作品もコレクションしやすくなる

その結果

そして

地方公共団体の行政に影響を与え、

また学芸員の作品への理解も深まる



■海外からの借用依頼、貸出歴

■海外での主要回顧展の出品歴

■個人画集の掲載歴

■プロヴナンス（来歴）

■オークション落札価格、急騰率

文化財指定の選定方法について

また、現代アートの受容という歴史的観点

も加味しながら、選定作業を進める

これらを参考に



現代アート版 文化財指定のまとめ

外国作家の代表作（金メダル作品）を意識づける

・私設美術館（企業コレクション）の最重要作品（金メダル作品）を
文化財指定することにより、海外流出を未然に防ぐ効果が期待できる

・公立美術館がコレクションするとき、文化財指定を意識することで、
作品の質の向上が期待できる

どのような作品（外国作家の代表作；金メダル作品）
を残すべきか、またコレクションすべきかという作品
例が明確になり、日本のアートコレクションの質的
向上への好循環が生まれる

これにより



コレクションと世代間継承について
～日本に良い作品を残すために～

2022年2月28日

タグチアートコレクション 共同代表 田口美和

1



タグチアートコレクションについて

• 機械部品商社ミスミグループ本社創業者の父田口弘が1990年代半ばから
蒐集を開始した現代美術コレクション

• 前史としてミスミコレクションあり（1991年～2002年）

• 社員に見せたいという動機により始まった

• 2002年に代表取締役社長を退任後に個人コレクションを開始

＝タグチアートコレクション （以下タグコレ）

• タグコレでも当初よりパブリックに公開する目的で収集を行ってきた。

• 現在までに国内美術館11か所、パブリックスペース３か所にてコレクショ
ン展を開催。

2



タグコレの構成など

• 2013年頃より、長女美和が運営に参画

• 2014年12月より、海外のフェア・芸術祭・展覧会を回る

• 運営にかかる費用（倉庫代、修繕費、人件費、旅費、交際費）すべて田口家の持ち出し

2021年6月現在

3



コレクションの継承

• 田口弘は1937年生まれ、今年85歳（2022年）

• 数年前より、父が収集してきたコレクションを今後どうすべきか家
族内で課題となる。

「３人きょうだいで分割して相続するのか？」

「離散させずまとまった形で残すには？」

• すぐにどこかの美術館にまとめて寄贈するのは現実的ではなかった

公益財団法人公益推進協会にタグチ現代芸術基金を設立し
作品を寄付する方針へ

4



公益財団法人公益推進協会

・特定公益増進法
人のため、寄付金
の税額控除が受け
られる。

・公益信託では税
制優遇は一部の信
託に限られ、金銭
以外は預けられな
い

5



基金に作品を寄付すると

• 寄付した作品は、ドナーの相続税の対象資産から除外される。

• 寄付した作品は美術館等に寄贈したのと同じく、公に寄付されたものなので、自
宅に掛けるなど個人で楽しむことは出来なくなる。

• 公益に資することが寄付の目的となるため、寄付した作品は出来る限り公開し展
示することが必要。

• 寄付した作品を売却し、別の作品を購入することは可能。

• 他の基金と同じく、ドナーの意向を最優先させて運用されるため、「貸し出し」
「展覧会の開催」などについてはドナーが引き続き意思決定できる。

• 実質的に財団側にアートの専門家がいないため、従来通りのドナーが作品の企画
運営をしている形をとっている。

• 現状は倉庫代も今まで同様田口家が持っている（田口家がボランティアで負担し
ているのと同じ形になる。現金を基金に寄付してそこから支払っても良い。）

6



寄付制度の活用が課題であり現実的方策

• 寄付の受け入れ態勢の無さが問題（選択的に寄贈を受けられる体制、現代アートに精通
し権威を備えたセレクションコミッティなど）

• 公益財団（自治体等）への作品寄付であれば、税制優遇措置がある。（時価評価が大幅
に変動している作品を除く）

• 美術館に寄付した場合の控除税率をより高くするなどメリットを広げることも必要。

• 購入してから年月の浅いうちの寄付であれば、購入価格での時価評価が可能。「購入⇒
寄付⇒税制メリットの享受」のサイクルを活用できる。

• 海外のように寄付を前提としてコレクターが購入するプロミスギフトなども可能となる。

• 評価機関の確立が必要（認定制度などにして民間やノンプロフィットの評価機関を多数
立ち上げるなど）。

• 時価評価が購入時より大幅に上がってしまった作品に対する「みなし譲渡課税」の非課
税措置（租税特別措置法40条）を使いやすくすることが必要。

8



鑑賞教育の現状と課題

文化審議会文化経済部会 アート振興ワーキンググループ 資料 2022.02.28

－鑑賞教育の抜本的改革に向けてー

上野 行一
美術による学び研究会 代表
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鑑賞教育の現状と課題

２ 教員の鑑賞に関する知識・能⼒・態度
教員養成課程での鑑賞の比重

３ 学習指導要領における鑑賞の位置付け
表現と関連付けられている鑑賞

４ ⽇本⼈としての教養という視点
鑑賞の授業で扱う作品

１ 美術の授業は表現が中⼼
美術の教科好感度の変移



Ⅰ 美術の授業は表現が中⼼

美術の教科好感度の変移
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第５回学習基本調査報告書

調査対象
小学５年生（2,601名）
中学２年生（2,699名）
高校２年生（4,426名）

調査期間
2015年6月～7月

調査機関
ベネッセ 教育総合研究所
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第５回学習基本調査報告書から見た教科好感度の変移
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5©上野 行一
グラフ作成：上野行一 ベネッセ教育総合研究所第５回学習基本調査 （2015年）より
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グラフ作成：上野行一 ベネッセ教育総合研究所第５回学習基本調査 （2015年）より
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小学校から中学校への教科好感度の増減

グラフ作成：上野行一 ベネッセ教育総合研究所第５回学習基本調査 （2015年）より
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【参考】

ベネッセ教育総合研究所第４回学習基本調査高校生版 [2006年]p.23  より

8©上野 行一

高等学校教科好感度 順位
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教科好感度の増減率 小学校→中学校→高等学校

グラフ作成：上野行一 ベネッセ教育総合研究所第４回学習基本調査高校生版 [2006年]p.23  より

生徒は小学校、中学校、高等学校と進むにつれてどんどん美術が嫌いになっていく。



Ⅱ 教員の鑑賞に関する知識・能⼒・態度

教員養成課程での鑑賞の比重
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小学校教員の勤務年数と鑑賞指導の積極性の相関

日本美術教育学会 図画工作科における鑑賞学習指導についての全国調査（2015）より

図画工作科における鑑賞学習指導についての全国調査

調査対象

小学校教諭（778名）
調査期間

2021年1月〜２月
調査機関

日本美術教育学会
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小学校教員の美術・美術史の知識に対する自信

日本美術教育学会 図画工作科における鑑賞学習指導についての全国調査（2015）より



教職員免許法
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教育職員免許法第6条別表第4

→教員養成の段階で鑑賞指導に関する内容事項を充実させる必要がある。

13©上野 行一

教育職員免許法における鑑賞の位置付け



Ⅲ 学習指導要領における鑑賞の位置付け
表現と関連付けられている鑑賞

14
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表現と鑑賞はそれぞれに独立して働くものではなく（p.10）・・・本来一体であり、・・・
関連づけて指導すること（p.106）

表現と鑑賞を相互に関連付けた題材を設定し，授業時数を適切に配分する必要がある。（p.42
表現と鑑賞の活動を関連させることにより主題について深めることなども考えられる。(p.59)

表現と鑑賞は密接に関係しており・・・鑑賞の学習が表現に生かされることで，一層充実

した創造活動に高まっていく・・・指導計画を工夫する必要がある。 (p.135) 

●小学校学習指導要領解説（図画工作）

●中学校学習指導要領解説（美術）

●高等学校学習指導要領解説（芸術（美術））

→鑑賞を表現と関連付けるだけでなく、独立した内容であることも明確に示し、生涯にわたる鑑
賞活動の基礎を築く。

15©上野 行一

学習指導要領における鑑賞の位置付け



Ⅳ ⽇本⼈としての教養という視点
鑑賞の授業で扱う作品

16



◯ 学校の授業で、現代美術が教えられていない。

小学校・中学校・高等学校の美術の授業は学習指導要領に沿っている。その学習指導要
領に現代の美術作品の指導に関する記述がない。
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映像メディア表現は高校で初めて扱う。中学校では内容として示されていないので、
中学生は映像メディアを表現も鑑賞もできない。

17©上野 行一

高等学校学習指導要領における現代の作品の扱い（音楽と美術の比較）

高校音楽

高校美術

（映像メディア表現の項目の中で）
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日本を代表する美術作品の鑑賞

◯ 学校の授業で、日本を代表する美術作品が教えられていない。

小学校・中学校・高等学校の学習指導要領では、授業で扱う鑑賞作品に関して具体的に
作者・作品名等が示されていない。一方、音楽では共通教材として小中学校で扱う楽曲
が具体的に示されている。

小学校学習指導要領解説 音楽 中学校学習指導要領解説 音楽
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WEEK１１ 対話型鑑賞MOOCの構造
教員養成の段階で鑑賞指導に関する内容

事項を充実させる

◯都道府県の教員研修を通して鑑賞に関

する指導力向上

◯オンライン講座で美術鑑賞について学ぶ

仕組みの構築・活用

◯教育委員会と美術館の共同による鑑賞

教育カリキュラム作成

19©上野 行一

教員の鑑賞に関する知識・能力を向上させる仕組み作り
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