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北海道における美術館の歩み
その1 北海道立美術館
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Abstract
Thisis the first part ofa series ofarticles which examine aforty−year history ofthe
museumsinHokkaido．
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1．はじめに
今、北海道には、30館以上の美術館が存在している。その中で最初に誕生した美術館は、1967
（昭和42）年9月、札幌市に開館した北海道立美術館である。以来35年間に、北海道立近代美術
館をはじめ、多くの美術館が作られてきた。
この35年間は、ちょうど私が博物館勤務を皮切りに、社会教育、そして生涯学習の仕事に携
わった期間と重なり合っている。その上、最後の10年間は旭川市彫刻美術館で仕事をしてきた。
このようなこともあって「北海道における美術館の歩み」といったものをまとめる必要性を感じ
ていた。しかし、実際に、各館で作っている「年報」などを中心に見ていくと、この35年という
時間がいかに大きいものであったかがわかってくる。特に、1977（昭和52）年、北海道立美術館
を受け継ぐかたちで開館し、25年を経過した北海道立近代美術館は、巨人のように大きな存在で
ある。企画展示室で開催された展覧会だけでも100回をはるかに越え、美術館で発行した印刷物
は、膨大な量に達している。
この近代美術館のほかに、道立三岸好太郎美術館、旭川、函館、帯広、釧路の各道立美術館、

長い歴史を持つ網走、夕張、小樽の市立美術館、彫刻を主とした札幌芸術の森および札幌と旭川
の彫刻美術館、神田日勝、木田金次郎、西村計雄、小川原備、後藤純男などの個人名の美術館も
増えている。これらの美術館も、それぞれ地域で独自の活動を続けてきている。

この35年間の活動が残した大きな山のなかから、今回は、北海道の美術活動の流れにふれ、次
に、北海道で最初の美術館であり、10年間の歩みであった北海道立美術館を取り上げてみたい。

2．北海道の美術活動の概要
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北海道における美術活動については、今田敬【け一『北海道美術史一地域文化のつみあげ』（北海道
立美術館1970）、吉田豪介『北海道の美術史一岬異端と正統のダイナミズム』（共同文化社1995）
などの著書がある。これらを参考にして北海道の美術活動の概要を簡単にたどっておきたい。
大正期に入って、札幌、小樽、函館、旭川などで、有力な画家を中心に、小さなグループで展

覧会を開催したり、勉強会を開いたりしていた。それらの人びとが、全道を統合した公募展の開
催を目的に組織されたのが、北海道美術協会（道展）であった。全道規模で組織された最初の美
術団体である。1925（大正14）年に誕生したこの道展は、その創立会員のほとんどが20歳代であ
り、昭和初期の北海道美術で中心的な役割を果たした。

戦争による空白をはさみ、終戟の1945（昭和20）年12月には、戦争によって疎開していた作家
を含めて、新しい美術団体として全道美術協会（全道展）が誕生している。また、戦後の混乱の
中でも、開放感と熱気は、先の公募展、道展、全道展以外にも、新たな形態による展覧会を目指
したアンデパンダン展を誕生させている。

道展、全道展は、1956（昭和31）年に発足した新北海道美術会（新道展）と共に、全道的な公
募展として、今日においても北海道の美術界で大きな役割を果たしている。また、アンデパンダ
ン展の流れを汲んだ作家たちや若い人たちは、公募団体に属さず、公募展以外に活動の場を見い
だしている。
こうした美術活動を続ける中で、公募展の会場として美術館の建設を望む声は古くからあった。

このような声が結集されi961（昭和36）年9月には北海道美術館建設期成会が組織され 運動
は続けられていった事）。しかし、最初の美術館は、この運動に答えるものではなかった。

3．北海道立美術館の開館と10年の活動
1）北海道立美術館の設置の経過と開館
北海道ではじめての美術館である北海道立美術館は、1967（昭和42）年9月3日に開館した。こ
の美術館は、札幌生まれの洋画家 三岸好太郎の遺作220点が北海道に寄贈になったことを受け

て作られたものである。この芙術館が生まれた経過、および1977年に開館した近代美術館、三岸
好太郎美術館ができるまでの10年間については、初代館長として、その発足、運営にたずさわっ
た工藤欣弥が『美術館の′小径』（北海道新聞社1997）、『夜明けの美術館一道立美術館10年と建設
運動の軌跡岬』（共同文化社1999）に詳細に書いている。
工藤の著書の中にも示されているように、この道立美術館ができるかなり前から、各種の美術

展が開催できるような美術館の建設を望む声が強く、1961（昭和36）年9月には北海道美術館建
設期成会が組織された。この設立総会には全道各地から300名もの人たちが集つまり、会長に北
海道大学学長の杉野目晴貞を選出し、建設のための募金活動などが始められた。しかし、吉田豪
介が指摘する2）ように、これらの運動とは無縁のところで、この道立美術館は誕生することになっ

た。
三岸好太郎の遺作が北海道に寄贈され、北海道立美術館ができることになったのは、もちろん
三岸節子夫人や遺族の寄付によってではあるが、しかし、この道筋の裏には、後に『三岸好太郎

一昭和洋画史への序章−』（北海道立美術館1968）を書いた匠秀夫の存在が大きい3）。匠秀夫は、
著書『三岸好太郎』のあとがきに書いているように、神奈川県立近代美術館館長 土方定一との

出会い、自分が学んだ札幌一中（現札幌南高校）の先輩である三岸好太郎や中原悌二郎を調査し
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ていく過程で三岸節子に会い、夫人のもとに多くの遺作が残されていることを知った0
この遺作の存在が、土方定一を動かし、1965年4月に神奈川県立近代美術館での大規模な回顧
展「三岸好太郎展」となり、さらに、同年7月には拓殖銀行札幌南支店ビルで行われた「三岸好
太郎回顧展」へとつながっている。この一連の動きの中から、遺族の中に、三岸好太郎の遺作を
札幌にという考えが生まれてきたものと思われる4）。そのような考え方に導き、その仲介の労を
とったのは、土方定一と匠秀夫であることは、工藤の著書の中からもうかがい知ることができる0

1968（昭和43）年は明治100年の年にあたり、その当時、全国的に博物館建設が盛んな時期で
あった。北海道においても、北海道100年を記念して「北海道開拓記念館」（1971年開館）の建設
が進んでいた。そのため、三岸好太郎の作品を展示する新しい美術館の建設は困難であるという
判断から、以前、道立図書館として使用されていた建物（札幌市北1条西5丁目）を改修し、美
術館として使われることになった。

この美術館の展示室は、2階・3階になっており、展示室の面積は各階160Ⅰポであり、計320
正という広さしかない規模の小さな美術館である。1977（昭和52）年に開館した北海道立近代美
術館の展示室が2，871Ⅰポであり、1982（昭和57）年に開館した北海道立旭川美術館は881Ⅰポ（1992
年に増築して1，122d）となっており、これらと比べると、その規模が小さいことが理解できる0
1967（昭和42）年2月には、建物を改修して美術館にするための予算が発表され、5月に遺作
220点の寄贈の手続きがはじめられ、6月には美術館長として工藤欣弥が発令されている。7月

に、神奈川県立近代美術館で、土方定一館長が立会のもと、三岸節子から町村金五北海道知事に
遺作220点の目録が手渡され、寄贈の手続きが終了した。8月9日には作品が搬入され、その後、
展示作業が行われた。開館前日の9月2日に、開館記念講演会が道新ホールで開かれ、三岸好太
郎についての講演が、土方定一、匠秀夫、野口弥太郎の三氏によって行われた5）。そして1967年9
月3日に「北海道立美術館」の名称で、北海道最初の美術館が開館した。

このように、三岸好太郎の遺作をもとに、北海道立美術館は開館したが、その準備期間は数か
月という非常に短い期間であったために、専門の学芸員を配置することができず、内部において
十分な検討ができていない状態であった。また、行政の側も、美術館づくりの経験がないため、

美術館に対する認識が不十分な状況で開館したために、出発時点から問題を抱えることとなった。

このようなこともあり、開館した年の11月には、今田敬一、本郷新、匠秀夫、国松登、小谷博
貞らから「美術館の運営につき意見」を伺っている。また、工藤館長は「2年目を迎えた道立美
術館が何をしたらよいかということについて私たちは深く掘り下げて検討してみた」（『道立美術

館だより』第1号 昭和43年6月の「創刊にあたって」）と述べられているように開館の時点では、
十分に検討する時間もなく、確固たる方針を持つまでに至っていたとは思われない。
短期間に、多くの苦労を重ねて開館した北海道立美術館は、全国的に見てどんな位置にあるの
か、都道府県立の美術館の動向と比較して見ていきたい。
日本で最初の都道府県立美術館は、1951（昭和26）年に開館した神奈川県立近代美術館である。
この美術館は、県立規模の美術館としてはずばぬけて早い時期にできており、その後は、1965（昭
和40）年まで県立規模の美術館は作られていない。このような状況から見たとき、1967年に開館
した北海道立美術館は、都道府県立の美術館のなかでは最も早い時期に作られた美術館の一つと
いうことができる6）。このような状況を見た時、暗中模索をしながら進めざるを得なかったであ

ろうし、神奈川県立近代美術館の存在が非常に大きなものであったことがわかる。
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9月、三岸好太郎の油彩。デッサンを常設展示する美術館として開館したが、その後に「第1

回中央美術団体受賞作品展」（10月3日〜14日）、「黒田滴輝展」（10月17日〜11月9日）を開催し、
観覧者34，198人（ユ＿日平均200人）で初年度を終わっている。

2）道立美術館の基礎を作った2年目の活動
開館して2年目である1968年は、北海道100年ということとも重なおり、道立美術館10年の歩
みのなかで、最も大きな意味を待った年といえる。開館以来、美術館の運営について検討してき
た中から、「北海道と近代洋画シリーズ」と「北海道秀作美術展」という二つの展覧会がはじまっ

たからである。また、その後の美術館活動に大きな力を発揮した北海道立美術館友の会（会長
今田敬一一）が発足したこと、『道立美術館だより』が創刊されたことなど、その後の活動の軌道が
確立されている。さらに、8月に山種美術館の学芸員であった武田厚が、道立美術館の学芸員と
して発令され、9月には三岸好太郎の位置付けを明瞭にした匠秀夫の著作『三岸好太郎一昭和洋
画史への序章仙』を発行するなど、北海道の美術館としての形を整えた年であった。

また、北海道100年、札幌市創建百年を記念して「近代日本画の巨匠」（7月10日〜31日）、「札
幌市物故美術家展」（8月11日〜30日）も開催された。
北海道100年を記念した「近代日本画の巨匠」は、日本画の優れたコレクションを要する山種
美術館の所蔵作品によって構成された展覧会である。この展覧会の企画、準備作業を通して、山
種美術館学芸部長の倉田公裕の指導助言を受けると共に、北海道出身で、山種美術館の学芸員で
あった武田厚が勤務することにつながっている。さらに、その後、作られた北海道立近代美術館
の準備が倉田公裕を中心に進められたことまで含めて、この展覧会がきっかけになっている。こ
のような意味から考えると、展覧会の開催もさることながら、その後の北海道の美術館と深いつ
ながりを作った展覧会といえる。
また、札幌市が、市創建百年を記念して主催した「一札幌市物故美術家展」は、札幌中心とはい
え、北海道において美術史的な展覧会としては最初のものであり、「北海道と近代洋画シリーズ」
と共に、大きな意味を持ったものといえる。

第1回の「北海道と近代洋画シリ←ズ」は、「俣野第四郎。三岸好太郎。山田正三人展」で、そ
の後の道立美術館の活動の一つの方向性を示す展覧会であった。これらの展覧会の開催、および
開催するための調査活動などを通して、北海道美術史に関する調査に関連していくと共に、作品
の寄贈を受けるきっかけを作ったことなど、後に残した功績は大きいものであったといえる。
道立美術館が新しく取り組んだもう一つの展覧会は、「北海道秀作美術展」である。この展覧会

は、現在、活躍している作家の選抜展で、開館2年目から、道立美術館として最後の年になる1976
年まで毎年開催され、9回行われている。この秀作展に展示される作品は、毎年、50点前後が選

抜され、9年間で148作家、447点が展示された。第2回からは本展が終了した後、道内3カ所で
巡回展を実施している。

この「秀作美術展」に選抜された作品の中から、道立美術館賞が1点が選ばれている。そして、
道立美術館寅を受賞した作品は、美術館に収蔵されている7）。
これらの展覧会のほか、開館1周年記念講演会「大正末期、昭和初期の画壇と三岸好太郎」（講
師 匠秀夫）、公開座談会「北海

道と美術」（難波田竜起。匠秀夫。小谷博貞）が9月3日に開催

されたHJ。この記念事業を共催したのをはじめ、2年目以降、道立美術館での教育普及活動の中核
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をなした道立美術館友の会が、191名の会員をようして6月16日に発足した。この友の会では、
美術講座、公開座談会、実技講座、美術館鑑賞旅行などを実施している。これらの活動は、設立
された経過からして三岸好太郎美術館としての色彩が強かったものに、別の意味で幅を広げる役
割を果たしている。

このようなことで、道立美術館の開館2年目は、その後の美術館のありようを決定ずける大き
な意味を持った年といえる。

3）道立美術館 その後の活動

開館3年目以降も、三岸好太郎の遺作を中心とした常設展示を基本にしながら、企画展として、
縦の時間軸で「北海道と近代洋画シリーズ」、現在という平面で「北海道秀作美術展」という2本
の展覧会を軸に美術館活動が進められた。

「北海道と近代洋画シリーズ」は、最初に三岸と共に活動した俣野第四郎・山田正との三人展

で、その後、物故者を中心にして、次の7回の展覧会が行われている。
1968（昭和43）

年俣野第四郎・三岸好太郎・山田正三人展（11月9日〜12月1日）

1969（昭和44）

年 木田金次郎展（7月19日〜8月3日）

1970（昭和45）

年 山田義夫展（7月4日〜19日）

1971（昭和46）

年 上野山清責展（8月26日〜9月16日）

1973（昭和48）

年 居串佳一展（8月18日〜9月9日）

1974（昭和49）

年 林竹治郎展（7月13日〜8月4日）

1975（昭和50）

年 山崎省三展（8月30日〜9月21日）

これらの展覧会の開催とその調査活動は、1969（昭和44）年に北海道立美術館が発行した今田
敬一の『北海道美術史一地域文化のつみあげ−』と共に、北海道の美術史にとっては大きな財産
となっている。

次の「北海道秀作美術展」は、先に述べたとおり、現代作家の選抜展で、1968（昭和43）年か
ら1976年まで9回開催された。毎年、50点前後の作品が選ばれ、9回で148作家、延447点の作品
が展示された。

第1回の作家の選抜は、北海道を代表する公募展である道展、全道展から各20人、その他10人、
計50人であり、その作品選定には、今田敬一、国松登、三浦鮮治、繁野三郎の北海道文化賞受賞
者の4人があたっている。このような選考の方法、および選定委員がすべて作家であり、2つの
公募展に所属していることもあって、いろいろな波紋を広げる結果になった（第2回以降、道展、
全道展といった枠はなくなった）9）。

このような結果を生んだ最も大きな原因は、道立美術館側の主体性の乏しさにあったといえる。
もちろん、準備段階や開館以降においても、いろいろな方々に意見を聞き、よりよい美術館を目
指して努力してきたことは理解できる。しかし、準備の期間が短かったこともあって、結果的に
は専門的知識、経験を持たない行政事務職員が行政感覚で進めざるを得なかった。そのことは、
作家を中心により多くの人たちから、いろいろな意見を聞く形となって現れ、それらの意見をも
とに、バランスを優先せざるをえないという結果になっていった。そこには、美術館とは何か、
美術館はどうあるべきか、美術館が主催する展覧会はどのようなものであるべきかといった基本

的な考えや理念が見られず、主体性のない美術館の姿が見えてくる。
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この美術館をめぐる状況のなかで、大きな存在として、1961（昭和36）年にできた北海道美術
館建設期成会があり、また道立美術館友の会がある。これらの組織を中心的にり｝ドしたのは作
家の人たちであった。作家は、ほかの誰よりも、美術館に近い存在であると思っているし、現に
道立美術館の活動にも多くの作家が協力している。この作家たちには、想いの大小の差こそあっ
たとしても、美術館は自分たちのものという潜在的な意識が感じられる岬。
このような美術館の状況のなかで、企画された「秀作美術展」はおのずから作家に気を使い、
作家に頼ったものにならざるを得なかった。この展覧会は、現代作家の展覧会といった性格上の
問題もあるが、見せる側、見る側といった思考は薄く、描く側、創る側の展覧会になり、美術館
の展覧会というよりは、作家たちの展覧会といった感を強くして出発してしまったように思われ
る。

だからといって、美術館ができ、この「秀作美術展」が開催されたことを否定的に見ているわ
けではない。もちろん、選抜の難しさや、選抜に対する不満や問題、その他、いろいろな意見が
あるのは当然のことである。「秀作美術展図録」には、選定委員などの発言が納められており、作
家の固定化の問題や、新人の選抜の難しさなどの問題点も指摘されている。これらの発言を含め

て、この「秀作美術展」は、昭和40年代の北海道美術の状況を反映したものといえる。
また、この「秀作美術展」の出品作品のなかから＜北海道立美術館賞＞が1点選ばれ 美術館
に収蔵されたこと、第2回からは本展が終了した後に巡回展を3カ所ずつ開催し、全体で24市町
を巡回していることをつけ加えておきたい川。
毎年継続して開催された「北海道と近代洋画シリーズ」「北海道秀作美術展」のほかに特別展と

して、1976年まで、

次のような展覧会が開催されている。

1969（昭和44）

年 葛飾北斎展（8月24日〜9月7日）

1970（昭和45）

年 近代日本の版画展（6月13日〜28日）

1970（昭和45）

年 近代日本画のあけぼの展】岡倉天JL、と弟子たち曲
（8月29日〜9月13日）

1971（昭和46）

年 現代彫刻代表作家6人展（7月4〜18日）

i971（昭和46）

年 浮世絵名作展−200年の流れ…（1月25日〜2月13日）

1972（昭和47）

年 東北。北海道浮世絵展（7月11日〜8月9日）

1972（昭和47）

年 浮世絵の粋。歌麿展（8月26日〜9月10日）

1973（昭和48）

年 スペイン美術 版画の全貌展（6月23日〜7月15日）

1974（昭和49）

年 現代世界版画展（9月28日〜10月13日）

1976（昭和51）

年 アメリカのキルト展（9月18日〜10月9日）

1976（昭和51）

年 フィンランド版画展（1月22日〜2月5日）

これらの展覧会を見ると、浮世絵を含めた版画の展覧会が多い。古い建物を改修しての開館の
ため展示室の面積が小さいなど、施設面で大きな絵画の展示が難しいことによるものと思われる。

これらの展覧会のなかで「葛飾北斎展」「浮世絵名作展」「歌麿展」の3つの浮世絵展は、多く
の観覧者を集め、2万人を越える入館者となっている。
以上が、北海道立芙術館が開館して以来、10年間の展覧会の概略であるが、三岸好太郎の遺作
を中心にした常設展と企画展を合わせて、この間の入館者数は、約40万人におよんでいる。
この入館者数は、表血1に見られるとおり、常設展の開催中、17万人、企画展の開催中は23万
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人である。これを10年で割

常 設

りかえすと、一年に4万人の

展

企 画 展

合

計

入館者数（1日平均） 入館者数（1日平均） 入館者数（1日平均）

人たちが観覧したことにな

1967（昭42）

13，274（101）

20，924（634）

る。この美術館の規模、10年

1968（昭43）

11，162（101）

25，247（250）

36，409（136）

1969（昭44）

14，404（62）

32，810（746）

47，214（172）

1970（昭45）

16，584（80）

23，911（405）

40，495（152）

1971（昭46）

33，282（151）

35，250（511）

68，532（237）

間の開館日数が2，600日ほど
で、そのうち常設展が77％を

占めていることなどから考

34，198（209）

1972（昭47）

12，773（74）

34，226（376）

46，999（179）

えると、大いに健闘した数字

1973（昭48）

16，373（75）

24，601（424）

40，974（148）

ということができる。

1974（昭49）

18，077（82）

14，952（299）

33，029（122）

1975（昭50）

18，164（74）

6，840（180）

25，004（88）

1976（昭51）

15，033（67）

11，402（233）

26，435（97）

230，163（389）

399，289（152）

美術館では、開館記念や一
周年記念などの講演会、公開

座談会をはじめ、多くの教育
普及・学習活動が、美術館友

の会との共催で行われている。

合

169，126（83）

計

表−1 北海道立美術館 年度別入館者一覧

シリーズで、毎年開催された「北海道と近代洋画」の展覧会に合

わせて関連した美術講座や座談会が行われている。

また、友の会が主催しての美術鑑賞講座、美術講座、実技講座、美術鑑賞旅行など多彩な事業
を展開している。なかでも、実技講座は、鑑賞したり、話を聞いたりするだけではなく、講師を
招いて、実際に友の会の会員が作品の制作を行うもので、野外写生会、デッサン、色紙、墨絵、
ガラス絵、草絵、版画、木版、紙版画、焼きもの、七宝焼、和紙染、モビール、彫金など、多彩
にわたる講座が毎年実施されている。

これら友の会の活動は、美術館と市民をむすぶ意味で非常に大きな役割を果たし、その精神は、
後の北海道立近代美術館の活動や協力会の活動に少なからず影響を与えている。
美術館の活動のなかで、もう一つ特徴的なものとして刊行物が上げられる。開館を記念して発
行された『北海道立美術館開館記念図録・三岸好太郎』（1967）をはじめ、『北海道立美術館所蔵
品目録』（1969）、定期的なものとしては『北海道立美術館年報』『道立美術館だより』、企画展の
図録としては「北海道秀作美術展」（1968〜1976）「北海道と近代洋画シリーズ」（1968〜1975）、
特別展図録などがある。

このほかに、注目されるものとして、匠秀夫が執筆した『三岸好太郎一昭和洋画史への序章−』
（北海道立美術館1968）、今田敬一による『北海道美術史』（北海道立美術館1970）がある。
これらは、今日でも北海道の美術史研究の基礎的文献として重要な存在といえる。
4）道立美術館の収蔵作品
これまで、展示、教育普及を中心に述べてきたが、ここでは美術館の重要な仕事である作品の
収集と、収蔵作品について触れてみることにしたい。

美術館を構成する要素として＜ば＞＜もの＞＜ひと＞が上げられる。＜ば＞は場所、すなわち
建物であり、＜もの＞は資料、作品であり、＜ひと＞は学芸員である。
この＜もの＞、収蔵している美術作品の内容が優れているかどうかが、美術館評価の基準の一
つになる。たとえば、多くのお金をかけ、立派な建物を造ったからよい美術館になるのではなく、
美術館は優れたコレクションを持ち、学芸員の優れた活動があって、はじめて高い評価を受ける
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ことができるのである。

寄 贈 購 入 合 計

すなわち、学芸員の調査に基づき、収蔵の基本方針を

持ち、優れたコレクションに育て上げていくことが重要
であり、美術館活動の柱の【一つである。

油 彩
水 彩

250

日 本画

10
306

デッサン

3

14
口
3

0

貼 絵

道立美術館は、三岸好太郎の遺作220点の寄贈によっ
て出発した美術館であり、その意味からも内実は三岸好

2

彫 刻
工 芸

10
14

版 画
合 計

したことによって、物故作家を中心に、美術館に作品を

寄贈しようという機運を作ったことは事実である（表−

4

13
306

0

デザイン

書

太郎美術館であった。しかし、その名称を道立美術館と

264

0
5

0

2

15
14

0

40
637

16i
184

20l
821

表】2 北海道立美術館 収蔵作品内訳

2参照）。
1967年、開館の年に、三岸好太郎の作品220点の他に、北海道洋画の歩みの中で原点的な存在に
なっている林竹治郎の「朝の祈り」など6点の作品が寄贈されている。

翌1968年から購入がはじまり、三岸好太郎の油彩3点と中原悌二郎の「若きカフカス人」を購
入している。また、この年からはじまった「北海道と近代洋画シリーズ」第1回の三人展の作家、

山田正、俣野第四郎の遺作が多く寄贈されたのをはじめ、油彩、日本画、工芸などにわたって110

点の作品が寄贈されている。この中には、北海道の陶芸界に大きな足跡を残した小森忍の作品11
点、「北海道秀作美術展」で道立美術館賞を受けた小谷博貞の「立棺」も含まれている。
その後、新しい美術館を作るための購入がはじまる前年、1972年までの間、購入が続けられて
いる。この購入作品の一覧を見ると、そこに美術館としての明瞭な収蔵方針が存在したのかは疑

わしい（1969年の『所蔵品目録』の序に「収蔵方針に対照しつつ‥」とはある）。5年間に購入し
た作品は184点であり、そのうち版画が161点を占め、87．5％に達している。版画のほかの収蔵作
品は、1969年が上野山酒責の油彩3点で、1970年は加藤顕清の彫刻2点、1971年が油彩、日本画、
彫刻13点、1972年が水彩1点である。
この中で、最も多くの作品を購入したのは1971年である。この年、北海道銀行から作品購入の

寄付が1千万円あり、美術館の予算230万円とプラスすると、例年の5倍の金額になったためで
ある12）。この金額で、北海道を代表する作家12名の油彩、日本画、彫刻13点と、版画78点、計

91点の作品を購入している。
これらの数字だけを見ると、この美術館は版画中心の収蔵方針なのかと思われやすい。美術館

の意志で購入する作品は、美術館の考えが最も表れやすいからである。しかし、美術館の収蔵の
中心が版画であったのではなく、美術館の購入予算が少額のために購入できる作品が、版画中心
にならざるを得なかったと想像される。

美術館の収蔵作品の中心になっているは、寄贈された作品である。1969年が上野山清真の油彩
など、1970年は山田義夫、工藤三郎などの油彩、デッサン、1972年は岡部文之助などの作品が寄
贈されている。この1972年に新美術館の建設準備室ができたため、寄贈作品の取扱は、道立美術
館の手を離れている。

道立美術館のiO年の歩みの中で収蔵された作品は821点である。この内訳は、表−2に見られ

るとおり、購入した作品が184点、寄贈を受けた作品が637点であり、寄贈作品が全体の77．7％、
4分の3以上を占めている。また、収蔵作品を分類別に見ると、油彩264点（寄贈250点、購入

14点）、デッサン306点（寄贈306点、購入0点）、版画201点（寄贈40点、購入161点）であり、
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日本画13点、彫刻15点、工芸14点、その他となっている。この中で、美術館の中心的存在で
ある油彩は、寄贈作品が圧倒的に多く、94．6％を占めている。

このような収蔵経過から見えるのは、美術館自体が持っていた収蔵方針は、北海道の美術と
いった漠然としたものであり、収集方針がどこまで煮詰められたものであったのかは疑問である。
もちろん、購入予算がほとんどない中では、収蔵計画の立てようもないだろうが、美術館として
はどのような美術館を目指すかといった方針は必要であり、それを明瞭に表すのが収蔵方針であ
る。三岸好太郎の作品や北海道の美術史上の作家の作品を中心に収蔵してきたことはわかるが、
先に新美術館の建設が見えていたせいか、三岸の作品以外、道立美術館の収蔵に対する姿勢は不
十分といわざるを得ない。

4．北海道立美術館の意味
三岸好太郎の作品が寄贈されたことによって急速、開館することになった北海道立美術館は、
個人美術館ということからいえば先駆的な役割をはたしたといえる。しかし、今日的な美術館か
ら見れば、多くの面で中途半端なものであった13）。だが、この美術館の存在は、その後の北海道の
美術館を考えるときに、大きな意味を待ったものといえる。
その第1は、いつでも優れた美術作品に接することができる場所と機会を作ったことである。

第2に、はじめて、多くの人たちに美術館とは、このようなものだということを見せたことで
あるが、見せたというよりは感じさせたといった方がよいかもしれない。

第3に、見る、感じるから一歩進んで、美術館というものを学習する場と機会を提供したこと。
特に白紙であった行政が、美術館とは何かを学習する機会を持ったことである。

第4に、美術館の準備の過程、開館後の活動の過程を通して、作家および美術館関係者と交流
し、多くの人たちとのつながりを生み出したことである。

第5に、美術館の体制の不十分さが幸いしてか、美術館の活動に協力する友の会が組織され、
多くの人たちが美術に接すると共に、美術館を核に交流する機会を持ったこと。
第6に、美術館の設置が、それまでほとんど辛がつけられていなかった北海道美術史に目を向
ける機会を作り、作品の調査、収集のきっかけを作り出したこと。

そして、第7には、古い施設で内容的にも不十分な建物を使ったため、早期に新しい美術館を
作らなければならないという自覚を行政がもつなど、北海道立美術館ができたことよって生み出
された事がらの意味は大きい。

1977（昭和52）年、三岸好太郎美術館と共に、開館した北海道立近代美術館は、日本の代表的
な美術館の一つである。このような近代美術館ができて、その活動が評価されるのは、道立美術

館の時代があったからである。何度も述べているとおり、道立美術館自体は、その規模、施設内
容、体制、活動のどれを見ても十分とは言えない。しかし、この美術館が存在したということが、
広く道民に、行政に、美術館を認識させ、学習させる機会を作った。小さな美術館であった北海

道立美術館の10年は、今日の北海道の美術館の原点として、その輝きは消えることはない。
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註

り この運動の経過は、工藤欣弥『夜明けの美術館一道立美術館10年と建設運動の軌跡−』（共

同文化社1999）に詳しく書かれている。

2）吉田豪介『北海道の美術史一異端と正統のダイナミズムー』（共同文化社1995）のなかで
述べている。152p

3）匠秀夫（1924〜1994）夕張市生まれ、札幌大谷短期大学教授、神奈川県立近代美術館館長、
茨城県立近代美術館館長を歴任。匠の母校である札幌第一中学の先輩、三岸好太郎、中原悌
二郎の調査研究を続ける。北海道立美術館、中原悌二郎賞、札幌芸術の森美術館などの委員

を務め、北海道の美術活動とのかかわるは深く、その功績は大きい。
4）三岸節子「亡夫が生きる美術館」『日本経済新聞』1967年8月16日号に、好太郎に対する想
いと共に綴られている。

5）開館の前日、9月2日に道新ホールで「開館記念講演会」が開催され、土方定一「三岸好太
郎論」、匠秀夫 5￣三岸好太郎の生涯」、野口弥太郎「三岸好太郎君について」の講演が行われ
た。

わ）195】（昭26）年11月に開館した神奈川県立近代美術館の後は、1965（昭40）年11月に長崎県
立美術博物館、1966（昭41）年10月に長野県立信濃美術館が開館し、その後、北海道立美術
館が開館した。
7）1968（昭43）年。第1回道立美術館賞は、小谷博貞「立棺」／1969（昭44）年。第2回は、
栃内忠男「巽」／1970（昭45）年。第3回は、佐藤忠良「ボタン」／1971（昭46）年。第4
回は、岸本裕窮「さよなら…母さん」／1972（昭47）年。第5回は、本田明二「馬頭」／1973
（昭48）年。第6回は、矢柳剛「愛の動物誌シリーズ」／1974（昭49）年。第7回は、亀山
良雄「ひとり」／1975（昭50）年・第8回は、田中忠雄「荒野に 伏す」／1976（昭51）年・
第9回は、砂田友治「王と王妃」。
8）公開座談会「北海道と美術」は、『道立美術館だより』第3号（北海道立美術館1969）に
掲載されている。

ウ）竹岡和田男「矛盾と混乱の道秀作展」『美術ペン』10（大丸藤井1968）で、選考方法も含
めて強く批判している。

川）北海道美術家協議会「美術館の建設を急げ」『北美』創刊号（北海道美術家協議会1958）、
今田敬一Ⅳ…・「秀作美術展にちなむ」『第9回北海道秀作美術展図録』（北海道立美術館1976）
などに、そのことが感じ取れる。

川 旭川、函館、室蘭、根室、釧路、苫小牧、浦河、八雲、江差、夕張、網走、北見、栗山、岩
内、伊達、稚内、留萌、帯広、網走、虻田、今金、名寄、倶知安、静内、以上の24市町で巡
回展示を行っている。

−2）「道立美術館 スズメの涙・作品購入予算」『北海道新聞』1972年4月18日号に、北海道銀行
からの寄贈の報道がなされている。

13）鬼丸吉弘「開館10周年と北海道の美術」『美術北海道100年展図録』（北海道立近代美術館
1987）で、指摘されている。
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