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2020 年 1～8 月の主な論文・記事 

 

１．執筆・インタビュー記事  

 

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載 

・教育のイノベーション――AI に代替されない人づくり（前編）（1 月 10 日） 

・教育のイノベーション――AI に代替されない人づくり（後編）（2 月 10 日） 

・間違いだらけのスマートシティ戦略―勘違いの日米中 vs 卓越する欧州都市（3 月 10 日） 

・“ポスト・コロナ時代”の行政のあり方を考える（上）（4 月 10 日） 

・「専門家会議」にどこまで期待していいのか？（5 月 11 日） 

・駅前や撤退したショッピングモールにシェアオフィスを作ろう（6 月 10 日） 

・コロナについて第 1波の教訓を総括しよう―都市部の広域管理体制など（7月 10日） 

  

 

（２）Yahoo ニュース 

・抜本改革は過去プロジェクトの“断捨離”と“供養”から 

―改革シェルパの秘密のノウハウ（その 1）（2 月 6 日） 

・これでいいのか、日本の自動運転とスマートシティ－都市戦略なきハイテク信仰は危険 

（3 月 18 日） 

・民間ビジネスのノウハウで社会を変える 改革のシェルパが語る仕事術とは（3 月 26 日） 

・コロナ後の社会を創る５つの“BBB（ビルド・バック・ベター）戦略” 

－企業・政府・個人の再構築（4 月 27 日） 

・コロナを機に会社と学校を変える”センターピン”は何か 

―「9 月入学」「在宅勤務」じゃなくて何か？（5 月 30 日） 

・在宅勤務でも都心通勤でもない。「郊外サテライトオフィス」という選択 

－リモートワーク時代の街づくり（6 月 14 日） 

・「大阪維新の会」、できてから１０年（6 月 24 日） 

・小池都政の 4 年を振り返る―五輪予算問題、豊洲移転、都民ファ、希望の党（7 月 1 日） 

・ウイズ・コロナ時代にじわり芽生える「ジモト経済」と「＠ホーム経済」（7 月 3 日） 



・コロナが世の中をよくする可能性について―資本主義と民主主義の修復のチャンス（7 月 6 日） 

  ・感染症対策はそろそろ都市圏単位を基本に。官邸発・全国一律主義から卒業しよう（7 月 16 日） 

・ウイズコロナを逆手に取った街づくりをしよう 

―公民連携による”快適インフラ”づくりを（8 月 28 日） 

  ・「大阪維新」は日本政治の Apple 的存在 

―今後の政局を動かす”地域・ベンチャー政党”の本質を知ろう（8 月 29 日） 

 

（３）その他 

・都知事選告示まで１か月（5 月 18 日、東京新聞） 

・人はパンのみにて（5 月 21 日、朝日新聞） 

・大阪維新の会 10 年（6 月 17 日、毎日新聞） 

・ニューノーマルの時代が始まった（交詢雑誌 2020 年 7 月号) 

・ウィズコロナ時代の地域経営（月刊ガバナンス 2020 年 8 月号） 

 

 

２．講演録  

  ・これからの都市経営－地域創生そして日本創生へ－（2019年 6月 1日講演録） 

（日本経済政策学会叢書、勁草書房） 

 

 

３．その他記事（コメント引用等）  

・「表現の不自由展・その後」の問題はまだ解決されていない （3月 23日、朝日新聞） 

・連載大阪は燃えているか 商都政治の興亡と攻防 11（塩田潮）NewLeader 2020年 7月号） 

・寄合に学ぶこと（7月 29日、毎日新聞） 

・男子 800mで 44年ぶりの五輪、横田（４Years、8月 16日 ) 

・豪雨鉄路に難題（8月 18日、毎日新聞） 

・『2020年 6月 30日にまたここで会おう』（瀧本哲史著）星海社 

・『女帝 小池百合子』（石井妙子著、文藝春秋） 

 



４．名前の引用等  

・権限凝縮指揮系統にゆがみ（2月 7日、都政新報） 

・愛知県コロナ対策（6月 30日、中日新聞） 

・経済効果検証されるか 都構想、１４日意見交換（8月 14日、大阪日日新聞） 

・都構想推進意見を交換（8月 15日、毎日新聞） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （３）その他 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ２．講 演 録 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他記事 
 

 



朝日新聞 https://webronza.asahi.com/national/articles/2020032100001.html?page 

 

「表現の不自由展・その後」の問題はまだ解決されていない 

あいちトリエンナーレのあり方検討委員会の報告書は疑問点や問題だらけ 

桜井泉 オピニオン編集部記者 

2020年 03月 23日 

あいちトリエンナーレ｜津田大介｜表現の不自由展｜表現の自由 

 

 

「表現の不自由展・その後」の展

示会場＝2019年 7月 31日、名

古屋市東区の愛知芸術文化セ

ンター  

 

 

 

 

 

 激しい電話攻撃や脅迫により、昨年（2019 年）夏、「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・

その後」が、一時中止を余儀なくされた。愛知県が設置した、外部の専門家による検討委員会は昨年末、

一連の経緯や展示方法などを検証した調査報告書と、今後のあり方についての提言を公表した。これら

を読むと、報告書自体の疑問点や矛盾が次々と浮かび上がるが、メディアも含め議論は低調だ。 

 検討委員会は、座長を山梨俊夫・国立国際美術館長、副座長は旧運輸省出身で愛知県政策顧問の

上山信一・慶応大学教授が務める。ほかの委員は、美術や文化政策、憲法の専門家ら 4 人。上山さん

が記者会見の場で終始、主導しており、報告書をまとめるにあたっても議論をリードしたとみられる。 

 

展示方法に問題あり 

 企画展「表現の不自由展・その後」は、過去に公立美術館で展示が中止となったものなどを見せるとい

う趣旨で、韓国人作家夫婦による慰安婦を表現する少女像や日本人作家による昭和天皇の肖像を扱っ

た作品などが展示された。 

 昨年 8月 1日に開幕したが、電話やメール、ファクスなどによる攻撃や脅迫が殺到（8月中に計 1万件

余り）し、逮捕者も出た。このため、企画展は 3日間で一時中止となった。報告書は次のように記す。 

 「作品の制作の背景や内容の説明不足（政治性を認めたうえでの偏りのない説明）や展示の場所、展

示方法が不適切であり、また SNS 写真投稿禁止の注意書きを無視する来場者が続出したため、来場し

ていない人たちから強い拒絶反応と抗議を受けた」 

https://webronza.asahi.com/search/index.html?word=%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC
https://webronza.asahi.com/search/index.html?word=%E6%B4%A5%E7%94%B0%E5%A4%A7%E4%BB%8B
https://webronza.asahi.com/search/index.html?word=%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E4%B8%8D%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%B1%95
https://webronza.asahi.com/search/index.html?word=%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
https://webronza.asahi.com/
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「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」の冒頭で

あいさつした、座長の山梨俊夫・国立国際美術館長＝

2019年 12月 18日、愛知県庁 

 

 

 

 

 

 

「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」で報告

する副座長の上山信一・慶応大教授＝2019年 12月

18日、愛知県庁 

 

「組織的」な攻撃の具体的な説明はなし 

 展示の責任者は、芸術監督の津田大介さんだ。津田さんは、「脅迫を受けた原因をキュレーションの問

題と結論づけるのは、キュレーションさえ正しければ、展示を不快に思う勢力が妨害することはなかった

ということを前提とする物言いだ」と反論する。 

 報告書は、「抗議を超えた脅迫等の犯罪行為や、実行委員会事務局のみならず県庁さらには学校等

を含む出先機関への組織的かつ大量の電凸攻撃」があったとしている。だが、「組織的」とは、どういうも

のだったのか。具体的な説明はない。 

 当時、会場周辺では、街頭でのヘイトスピーチに参加するような人たちや右翼団体の関係者も集まっ

ていたという証言がある。こうした人たちの多くは、会場で作品を見たうえで抗議しているわけではなく、

作品の背景などをいくら説明しても通じない。そもそも、そうした作品が出展されること自体が許せないと

考えているのだから。 

透ける「ジャーナリスト津⽥⼤介」への不信感 

 それでは、調査報告書はなぜ、騒動の原因と結果を、現実とかけ離れた、無理な理屈でこじつけたの

だろうか。 

 「（津田）芸術監督はジャーナリストであり、アートの専門家ではなかったため、キュレーターとはアート

面では同等の立場にあって相互に助言し、あるいは牽制（けんせい）する仕組みを目指した。しかし、十

分に機能しなかった」 

 「芸術監督に起因するリスクを回避・軽減する仕組み（ガバナンス）が、あいちトリエンナーレ実行委員

会及び県庁に用意されていなかった」 

 報告書には、津田さんが「ジャーナリストとしての個人的野心を芸術監督としての責務より優先させた

可能性」という項目まであることに驚かされる。さらに、具体的に津田さんのどういう行為を問題にしてい

るのか、詳しくは述べられていないが、「展示に至る一連のプロセスは、税金でまかなわれる県の施設を

https://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2020032100001_3.jpg
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使用する公的立場の芸術監督に求められる分別に対する疑問を抱かせる行為」とまで批判した。 

 ここから読み取れるのは、検討委員会の「ジャーナリスト津田大介」に対する根強い不信感だ。委員 6

人のうち美術、文化の専門家は4人もいる。津田さんの展示の準備の仕方やキュレーションが、「専門家」

には「異端」に見えるのだろう。 

 だが、津田さんは「僕はジャーナリストだから調べるのが仕事だ。国内外の芸術祭に足を運び、その運

営に関しては、日本でも相当詳しいと自負している。まったく心外だ」と言う。 

 

 

 

「あいちトリエンナーレ 2019」で芸術監督を務

めたジャーナリストの津田大介氏＝2019 年

12月 24日、東京都千代田区の日本記者クラ

ブで 

 

 

 

トリエンナーレは「総じて成功」と評価するが……  

 とはいえ、社会の問題に鋭く切り込む作品を集め、これまでにない美術展を公立施設でやろうという津

田さんの野心的な試みにより、とがった、個性的な芸術祭になったのは事実だ。その結果、「あいちトリエ

ンナーレ」は過去最高の 67万人余りの観客を動員した。 

 報告書は、「総じて成功したと言える」と今回のトリエンナーレを評価した。では、検討委員会は、津田さ

んの貢献をどう評価するのだろうか。報告書からは見えてこない。 

 検討委員会を設置したのは愛知県だ。「あれだけの騒動になったのだから、だれかの責任にしなけれ

ばならない。県知事や県警を含めた県の組織の責任は問えず、外部に委嘱した僕に責任を負わすこと

になった。もちろん僕にも責任はあるが、すべて僕の責任ですか。まず先に結論ありきで全く納得できな

い」と津田さんは言う。 

 

 

 

「あいちトリエンナーレ」のテーマ

「情の時代」を象徴するエキソニ

モの作品。被写体として人気だっ

た＝2019年 10月 8日、名古屋市 
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なおざりにされた中止決定に関する検証 

 ところで、検討委員会は、本来、きちんとすべき重大な問題の検証をなおざりにした。それは、あいちト

リエンナーレ実行委員会（会長、大村秀章・愛知県知事）が、「表現の不自由展・その後」をわずか 3日間

で中止したという決定に関する検証だ。 

 本当に中止せざるを得ないほどの危険が差し迫っていたのか。「組織的な電話攻撃」と言うが、どうい

う意味で組織的なのか。津田さんは、脅迫のファクスが届いたときに警察に相談したが、対応が鈍く、捜

査が遅れたことを批判している。警察の対応に問題はなかったのかどうか。 

 実行委員会は、中止する以外に選択の余地はなかったのか。電話で攻勢をかければ、気にくわないモ

ノを中止できるという悪例にならないか。他の美術展などに悪い影響を与えるおそれはないのか。 

「表現の自由」の制限には当たらないとの見解 

 こうしたことは、憲法で保障された「表現の自由」の根幹にかかわる問題だと思う。しかし、山梨俊夫座

長が昨年 10 月、都内の日本記者クラブで開いた記者会見で「安全を保てないから中止したわけであり、

表現の自由を規制するために中止したわけではない」とし、「その判断は、表現の自由の問題とは直接

関係しないだろう」と語った。これには驚いた。 

 実行委員会に表現の自由を規制する意図はなかったとしても、企画展の中止によって「表現の自由」

は結果的に脅かされたのは、紛れもない事実である。実行委員会の措置は、表現の自由と直接、関わ

る問題だ。検討委員会はそのことをどう考えるのだろうか。 

 「これ（中止）は脅迫や電凸等の差し迫った危険のもとの判断であり、やむを得ないものであって、表現

の自由（憲法第 21条）の不当な制限には当たらない」 

 報告書は、結局、実行委員会の中止決定を追認しただけだった。 

 

 

 

「表現の不自由展・その後」

の展示室＝2019 年 10 月

14日、名古屋市東区 

 

 

 

 

 

「社会関与型美術」の公的施設での展示に否定的 

 もう一つ、見逃せない問題がある。「慰安婦」や「昭和天皇」など社会性を帯びた芸術作品を公的施設

で展示する問題だ。この点、報告書は相当に否定的だ。 

 「過去に公立美術館で展示中止となった作品を扱う、もしくは政治的とみなされうるテーマだからこそ、

公立美術館を会場としたい、という（津田）芸術監督と不自由展実行委員会のこだわりは、ジャーナリズ

ムの観点からは理解しうるが、公立施設が想定する使用目的及びトリエンナーレの性格にてらし、県民

から、たちどころに十分な理解を得られるとは思われない」 

 山梨座長は記者会見で、検証するなかで一番気づいた点として、「日本の美術は、政治、社会性と切り

https://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2020032100001_7.jpg


離された場所でそのあり方を探ってきた。しかしそうした芸術は変わり、造形的な、美しいモノよりも、自

分たちがどう社会に関わってきているか、それを主題にして美術（作品）をつくる、社会関与型美術という

ように変わってきている」ことを挙げた。 

 しかし、報告書で示されたような考え方をとれば、「社会関与型美術」の多くは、公立美術館で展示でき

なくなるだろう。報告書は「県民」の名を借り、公立施設の使用はふさわしくないと言っているに等しい。

多様な作品を展示することこそ、公立美術館が果たすべき役割だと思う。 

 それでは、民間の美術館で「社会関与型」の作品を展示することは、たやすいことだろうか。 

 一部の篤志家がやるものは別にして、民間美術館は、それなりに観客が集まり、もうかる展示でなけ

れば、手を出さないだろう。また、企業系列の美術館などは、「政治的だ」という批判には敏感だ。結果と

して、社会を批判するような、現代美術の作品が多くの人の目に触れる機会がなくなっていくことを危惧

する。簡単なことではない。 

 

目指すは「トリエンナーレの民営化」 

 検討委員会は、今後のトリエンナーレのあり方についての提言も公表した。要点は以下のとおりだ。 

①実行委員会会長を知事から民間人にする 

②会長が芸術監督を管理監督する 

③芸術監督とキュレーターの間で作品選定について協議がととのわないときは、展示しない。 

 運営資金については、「これまでのような基金の運用による資金調達は低金利のため限界。地元企業

だけでなく全国の企業に協賛を求める」としている。上山副座長は「トリエンナーレの民営化」を目指すと

いう。 

 現行のようにトリエンナーレ実行委員会の会長が知事の場合は、政治家であり、作品の内容に介入す

ることは検閲になりかねない。 

 報告書によると、大村知事は、「少女像」の展示を「やめてもらうよう考え直してくれないか」と、再三、芸

術監督に伝えていた。しかし、「政治家であるため、発言が検閲にならないよう提案にあたってはやり方

に配慮した」 

 今後は実行委員会会長が展示内容に強く介入できるように、民間人を登用し、その統制のもとにトリエ

ンナーレを運営するというわけだ。つまり、津田さんのような個性豊かな芸術監督を登用し、勝手な振る

舞いを二度とさせない。検討委員会の強い決意がうかがわれる。 

 

 

最終報告などを受け取り、「あい

ちトリエンナーレのあり方検討委

員会」の委員と握手する愛知県の

大村秀章知事（右）＝2019 年 12

月 18日、愛知県庁 
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「騒動」は終わったのか 

 こうした問題点が多々含まれている報告書だが、それを指摘したメディア報道はほとんどない。もはや

「あいちトリエンナーレ」の昨年の「騒動」は、終わったものとされているようだ。 

 津田さんは、その点について「発表ジャーナリズム」の問題が大きいと指摘する。 

 あいちトリエンナーレは、愛知県の事業であり、愛知県庁の記者クラブで発表される。記者クラブでは、

ほかにも県のイベントや政策、予算、県議会関連など、次から次へと発表があり、取材に追われるのが

現実だ。トリエンナーレ問題も、その一つとして埋没してしまう。 

 津田さんは「県庁クラブの記者は、美術専門とか、この問題だけを追っかけているわけではない。検討

委員会の調査報告書が出ました、津田の責任と書いてあります、という記事しか出てこない。その後、私

が記者会見で反論しても、一言ぐらいしか、記事に載らないので読者には伝わらない」という。 

 今のマスメディアのあり方に対する厳しい批判だと受け止める。 
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4years. ＃大学スポーツ 
 

連載：4years.のつづき 

2020/08/16  松永早弥香 

 

男子 800mで 44年ぶりの五輪、その先に新た

な世界の扉を求めて 横田真人 4 

 

横田さん（前から 4人目）が男子 800mで 44年ぶりにオリンピックの舞台に立てたのは、「リスクをとり続けたか

ら」と言う（写真は本人提供） 

今回の連載「4years.のつづき」は、男子 800m元日本記録保持者で、ロンドンオリンピックで

44年ぶりに同種目の日本代表として戦った横田真人さん（32）です。今年 1月にプロチーム

TWOLAPS TC を立ち上げ、女子ハーフマラソン日本記録保持者である新谷仁美（積水化学）

https://4years.asahi.com/series/11017947


や東海大学時代に 1500m日本選手権を連覇した館澤亨次（横浜DeNA）などを指導していま

す。5回連載の 4回目は、ロンドンオリンピックへの挑戦とその後についてです。 

「世界と戦ってきた証しを残しなさい」 

横田さんは 2010年に慶應義塾大学を卒業後、ロンドンオリンピックを目指し、富士通で競技

を続ける道を選んだが、当初は一般企業への就職を考えていた。陸上では食べていけない

という考えから、実業団の選手になることに不安があったからだ。ましてやその先で、人に教

わったことがない自分が指導者になることは絶対無理だと思っていた。ただ、北京オリンピッ

クを逃した悔しさはずっと燻（くすぶ）っていた。そんな中、恩師である上山信一教授に言わ

れた。「陸上をやりなさい。それは君にしかできないことだから、チャレンジするべきだ」。覚悟

を決めた。 

横田さんは自由にカリキュラムを選べる総合政策学部で学び、3年生になってからは経営学

やビジネスモデルを研究する上山教授のゼミを選んだ。週に 2～3回はグループワークがあ

り、実際に企業へインタビューするほか、客のふりをしての潜入取材をすることもあり、多忙

な毎日だった。卒論は希望者のみだったため横田さんは書かなかったが、「毎学期、卒論み

たいなものを書かされていましたよ」と振り返る。 

上山教授はこうも話してくれた。「引退する時には、世界と戦ってきた証しを残しなさい。単に

メダルをとるという意味ではなく、対等になりなさい」。世界の人々に自分の意思を伝え、対

等に渡り合うには英語は不可欠だ。だったら海外に出ようと考えて英語を学び始め、海外で

の練習も認めてくれた富士通に進んだ。 

リスクをとり続けた 4年間を経て 

10、11年は日本を拠点にしたまま、定期的に渡米して合宿に参加した。12年 5月、韓国・大

邱（テグ）でのワールドチャレンジで 1分 46秒 19を記録して 8位になり、ロンドンオリンピック

の参加標準記録（1分 46秒 30）を突破。その年の日本選手権では 4連覇、自身 6度目とな

る優勝で、同種目 44年ぶりとなるオリンピック日本代表をつかんだ。 



ロンドンオリンピック日本代表選手たちと。横田さん（右から 2人目）はオリンピックの熱狂を肌で感じた（写真は

本人提供） 

08年の北京オリンピックをあと一歩で逃した時、“世界の扉”は何度も何度もたたかなければ

開かないということを、身をもって知らされた。「世界って口で言うのは簡単だけど、それをも

う何十年も届いていない中距離で体現するのはやっぱり難しい。いろんなリスクがあるけど、

でもやらなきゃいけないと自分に思い込ませる。誰かが助けてくれるわけじゃなく、自分がや

るかやらないか。そんなことを積み重ねていくしかないと思っていました」。リスクをとり続けな

がら、少しずつ確率を上げていく。そんな 4年の先に、44年越しのオリンピックがあった。 

待ち望んだオリンピックは、想像していた通りの特別な舞台だった。ロンドンの街全体がオリ

ンピック一色で、人々の興奮を肌で感じた。横田さんは予選 5組で出走し、1分 48秒 48の記

録で 4着。予選敗退ではあったものの、あと 1人抜けば着順で準決勝に届くという結果だっ

た。その差は 0.12秒。前年の韓国・大邱であった世界陸上では組 6着で予選敗退だったこと

を考えると、かみ合えば日本人でももっと上が見えてくるという手応えがあった。新たな“世

界の扉”は開ける、と。 



 

横田さんは慶應義塾大学時代に 3回、富士通時代に 3回、日本選手権 800mで優勝している（写真は本人提

供） 

覚悟の渡米で挫折、新しい世界が見えない 

翌 13年には拠点をアメリカに移し、リオデジャネイロオリンピックを目標に、かつてカール・ル

イスが所属したサンタモニカトラッククラブでトレーニングを始めた。この時に初めて、横田さ

んは長期的なコーチングを受けることになったが、一方的な指導方針に疑問を感じてしまっ

た。「合う合わないがあるんだなと思いました。過去にそれで強くなった選手がいたとしても、

そのやり方が万人に合うとは限らない。ある選手の栄光の影で、駄目になった選手もいる。

一人でやっていた時には分からないことでした」。住まいやクラブ、ビザなども自分で手配し、

覚悟を決めて渡米しただけに、すぐにはやめられなかった。 



その後、2年で帰国を決意。一生住むつもりで渡米したが、ここにいても強くなれる気がしな

かった。自分はどうしたいのか、改めて自分に問う。ロンドンオリンピックでは見られなかった

世界を見たくてアメリカに渡ったのに、2年経った今、自分が見たい世界が逆戻りしているん

じゃないかと感じた。 

世界最速を競う華やかな短距離や、駅伝やマラソンなどで注目される長距離に比べると、中

距離への注目度は低くなりがちだ。日本選手権を何連覇しても、日本新記録を出しても、新

しい世界は待っていないという感覚が横田さんにはあった。同じ世界しか見えないんだった

ら、やめよう。 

しかし実業団として競技をしている以上、期待されていることは最低限達成したかった。15年

に帰国し、どうしたらリオデジャネイロオリンピックに出られるかを必死に考えた。しかし 16年

の日本選手権は 1分 47秒 45で 2位。同年 10月の岩手国体を最後に、現役を引退した。 

 

 

岩手国体の舞台となった北上競技場に、横田さんのユニフォームが飾られている。「2016.10.11 北上にて引退 

ありがとうございました！！」（撮影・藤井みさ） 
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