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日本語要約

本研究の目的は、芸術家と地域社会の共創による活動の構造を明らかにすることである。本研究では、支援型プロジェ

ク トについて検証を行った。日本の「えびすアー トプロジェク ト」、韓国の「甘川文化村」、メキシヨの「ソーシャルラ

ンドスケープ基金Jを調査 し、その意義について考察 した。
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l 研 究の背景

我が国では、1990年 代か らアー トプロジェク トと呼ば

れ る芸術家 と地域社会の共創 に よる活動が盛 んにな り、

2000年以降は全国津 々浦々で多数実施 されている。それ

は芸術創造活動であると同時に、教育、福祉、コミュニティ

再生等、公共政策 に関わる活動で もある。 (谷口,2013,

2ペ ージ)こ うした活動の研究 は、近年大いに議論が深

ま りつつある。一方、同様の活動 は海外 に も存在す る。

パブ リック・アー ト、ソーシャリー・エ ングイジ ド・アー

ト、 コミュニテ ィ・アー ト、 リレーシ ョナル・アー ト、

クンス ト・プロジェク ト (國盛,2017,3ペ ージ )、 マ ウ

ル美術 プロジェク ト (高 ,2015,9ペ ージ)と 呼 ばれ る

活動の中には、アー トプロジェク トと共通点 を持つ活動

が多数ある。本研究では、 この ような地域社会 と関わる

芸術家の表現活動や社会的活動 を、「芸術家 と地域社会の
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共創 による,舌動」 と総 T/tで する。

世界各地の事例 を比較 し、そ こに共通の構造 を見つけ

ることや異 なる特徴 を議論す ることは、各国の活動の発

展 を促進 し、国際的な連携や交流 につ なが る と考 える。

また、これか らの文化政策、アー トマネジメン ト、コミュ

ニテ ィデザイン等の研究や実践 を深める上で も有意義で

ある。 しか し、管見ではその ような国際的で俯腋的な研

究はまだ少ない。

工藤安代 はパ ブリック・アー ト研究 において、欧米 と

比較 して「 日本の活動 には政治的側面がほ とん どみ られ

ない点が特色だといえるJと 指摘 している (工藤,2008,

12ページ)。 加治屋健司は、「美術館以外の現実の空間に

一時的に設置 され (中 略)地域の コミュニテイと協働 し

て行 われるもの となると、他国の類例 はそれほど多いわ

けではないJと 述べている (加治屋 ,2009,135ペ ージ)。

これ らの研究は、欧米の事例 と比較 して我が国で展開 さ

れている取 り組みの独 自性や特殊性 を指摘 した ものであ

る。一方で、アー ト&ソ サ イエティ研究セ ンター 鉦A研

究会・ は、 ソーシャリー・エ ングイジ ド・アー トと我が

国の活動 との類似性 を示 しつつ、我が国の活動が「批評



を曖味に したまま「参加 Jと い う行為 を楽観的に捉 えて

いたのではないだろうかJと 論 じて、客観的議論の重要

性 を指摘 している (ア ー ト&ソ サ イエテ イ研究セ ンター
,

2015,187ペ ージ)。 中川具は、我が国の事例 とイン ドネ

シア等のアジア各地の事例 を取 り上げ、 自然災害やポス

トコロニアル といった観点か ら「アジア型 アーツマネジ

メン トJを提案 している。欧米 に比較 して市場や専 門施

設の未成熟 な状況 を利点 と捉 え、「特別な才能をもってい

る個人ではな く、複数あるいは多数の人々が共同で作 品

(製品)を生み出すJ取 り組みを発展 させ ることの意義 を

論 じている。 (中 川,2013,168ページ)こ れ らは、我が

国の事例 を海外 の類似 の事例 と比較 し、そこに共通の構

造や課題、可能性 を見出す ことで普遍的な研究や実践 を

イ足進 しようとす る研究 となっている。

‖ 芸術 家 と地 域 社 会 の 共創 によ る支援 型 プ ロジ ェ

ク ト

世界各地で展 開す る芸術家 と地域社会の共創 による活

動は多種多様であるため、活動時期の絞 り込みや分類 を

行 って、研究対象 を明確化する必要がある。

我が国で展開 されているアー トプロジェク トは、 1990

年以降に始 まっている。 (谷口,2013,30ページ)(熊倉 ,

2014,16ペ ージ)米国では、1980年 代後半か ら 1990年

代 に、コミュニテイや住民 との関わ りを重視するパブリッ

ク・アー トの新 たな動 向が形成 され始めてい る (工 藤 ,

2008,166ペ ージ)。 こういったことか ら、国内タトで芸術

家 と地域住民が深 く関 わる活動が展 開 し始 めた時期 は

1990年代か らであると推察 される。そこで、本研究では、

1990年 以降に芸術家が中心 となつて実施 され、地域住民

の生活向上や社 会参加、交流促進等 に成果があつた活動

を研究対象 とす る。 さらに、その活動の中心 となる芸術

家が教育や福祉、 まちづ くり等の課題の解決や改善 を目

指 し、地域 に貢献 しようとする意図が明確 な ものを支援

型 プロジェク トと定義 し、その特徴や意義 について検証

する。

支援型 プロジェク トの代表的事例 は、メキシヨ合衆国

(以下、メキシヨと表記す る)においてはぎのみほ '、 タ

ロウ・ソリジヤ '等が取 り組 んでいる「ソーシャルラン

ドスケープ基金J(2009年～)である。 コミュニテ イ再

生 を目指 して、老 人ホームや児童養護施設でアー ト・ワー

クシ ョップを継続的に展 開 している。それは芸術家の社

会的役割 を問い直す芸術活動であると同時に、芸術的手

法 による地域再生 を目指 した取 り組みで もある。大韓民

国 (以下、韓国 と表記す る)の釜 山市で秦榮竪
Jと

李明

姫
Ⅲ
等が展開 している「甘川文化村」(2009年～)は、アー
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卜による地域再生 プロジェク トである。芸術家 と地域住

民 と自治体職員の連携 によつて、貧 しい村が市内有数の

観光地 として発展 した。アメリカ合衆国テキサス州 ヒュー

ス トンで リック・ロウ Ⅲによって展開 されている「プロ

ジェク ト・ロウ・ハ ウス」 (1998年 ～)は、貧 しい地域

の集合住宅 を拠点に、展覧会や イベ ン トを実施す ること

で、 コミュニティ活性化 に取 り組 んでいる。我が国には、

筆者 が取 り組 んで い る「 えびす アー トプ ロジェ ク ト」

(2008年～)や、高橋イ申行・ による「や さしい美術 プロジェ

ク トJ(2002年～)等、多数の実践事例がある。

||1 本研 究 の 目的

本研究は、芸術家 と地域社会の共創 による活動 につい

て、研 究対象 を 1990年 以降 に活動 を開始 した支援型 プ

ロジェク トに絞 り、国内外の事例 を調査す る。本研究の

目的は、上記の調査 に基づいて比較考察 を行い、支援型

プロジェク トの構造や意義 を明 らかにすることである。

|∨  本研 究 の方法

研究方法は、現地調査や聞 き取 り調査、文献調査 を行い、

活動の実態 を把握 し、その成果 を比較 し、考察する。本

研究では、国内外の 3つ の支援型 プロジェク トを検証す

る。 日本の「えびすアー トプロジェク ト」、韓国の「甘川

文化村」、 メキシコの「ソーシャルラン ドスケープ基金」

である。

これ らの事例 を選定 した理 由は、以下の 3点である。

8年以上続 け られている継続性の高い活動である。 どの

事例 も、芸術家による献身的な支援 によって、地域住民

の生活向上や社会参加、交流促進等が実現 している。また、

教育、福祉、 まちづ くり等の観点か らマスメデ ィアに取

り上げられ、社会的に評価 されている活動であるの

V 3事 例 の調査

本章では、国内外の 3つ の支援型 プロジェク トを調査

し、各事夕」の概要 をまとめ、その特徴 について考察する。

調査 した事例 は、 日本の「えびす アー トプロジェク ト」、

韓国の「 削 |1文化村 J、 メキシヨの「ソーシヤルラン ドス

ケープ基金」である。

1.事例 1「えびすアー トプロジェク ト」

1.1 事例 1の調査

本研究では、事例 1に ついて聞 き取 り調査、文献調査

等 を実施 した。筆者は、2008年 より事例 1の企画運営 を

行 っている。2010年 には、福祉事業所利用者、大学生、

地域住民 な ど関係者 50名への聞 き取 り調査 を実施 した
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(谷 口,2011)。 その後 も、学会誌や大学紀要 において継

続 的 に活動報告 を行 ってい る (谷 口,2012, 2015)。 本

研究では、新 たに福祉事業所代表、教育委員会担 当者、

市民 グループ代表な ど関係者 5名への聞 き取 り調査 を実

施 した ｀
。

1-2 事例 1の概要

えびす アー トプロジェク トは、兵庫県たつの市 にある

福祉事業所 NPO法人えびす "と 神戸芸術工科大学が連携

して、障害者の社会参加の促進 とコラボレーシ ョン・アー

トの教育研究 を目的 として展開 されてい る活動である。

2008年か し開始 され、2018年現在 も継続中である。

事例 1は、障害者 自立支援法の施行 に伴い、兵庫県が

実施 した福祉事業所の ものづ くり支援事業 に神戸芸術工

科 大学 が協 力 した こ とが きっか け とな って始 まった。

2008年、NPO法人えびす利用者 (以下、えびす利用者 と

表記す る)の描いたエプロンのデザ イン原画 を元 に、大

学生や筆者が新たに絵画やオブジェを制作 し、展覧会 を

開催 した。 展覧会が きっかけ とな り、 2009年か ら兵庫県

図 1 共同制作の実践 (筆者撮影

立龍野北高等学校 (旧 兵庫県立龍野実業高等学校)と の

連携が始 まり、商店街でのアー ト・イベ ン トやファッシ ョ

ンシ ョーに参加するようになった。2013年以降は、ばん

ばまさえ Ⅲ
等が加 わ り、たつの市の景観形成地区である

龍野地区や室津地区において、障害者 と大学生 と地域住

民が共同で作品制作 を行 っている (図 1)。 この活動 を通

して、同市教育委員会やまちづ くりに取 り組む市民 グルー

プとの連携が実現 している。

事例 1の活動 は、大学の教育研究 として実施 されてい

る。同時に、事例 1は福 7Jli事 業所の活動の一環 として実

施 されている。 また、連携す る学校や郷土資料館 のイベ

ン トや展覧会 に参加す ることで、それぞれの組織か ら間

接的支援 を得ている。 この ように事例 1は 、関係す る組

織団体の事業 を重ね合わせて実施 されている。

1-3 事例 1の特徴

事例 1の活動 には 3つ の意味がある。 まず、障害者の

社会参加 を促進する活動である。同時に、コラボ レーシ ョ

ン・アー トや芸術教育の社会 的実践で もある。そ して、

図 2 地域イベン トにおける屋外展示 (筆者撮影、2015年 )

図 3 ファッションショーヘの参加 (筆者撮影、2015年 ) 図4 シンポジウムの開催 (筆者撮影、2015年 )



この活動 は障害者福有L施設 を起点 とす るまちづ くりで も

ある。

■lPO法人えびす代表の志水哲也は、福祉事業所 にとつ

ての事夕」1の意義は、「地域 に出てい く」 ことが障害者の

自信 につなが り、「新間に出る」 ことで地域 における事業

所の認知度が向上 し、職員の「仕事のや りがいJに なっ

ていると評価 している。

例 えば 2013年 か ら実施 している「コラボ・シ ヨール」

では、えびす利用者 と大学生が、デジタルカメラを持 っ

て町歩 きを行い、気 になる もの を撮影する。その写真 を

加工 して模様 をデザイ ンし、共 l「l制作のシ ョールが完成

する.2014年 か らは、 この取 り組み を室津地区で地域住

民 と共に展開 している.毎年 7月 に室津の町歩 きか い活

動が始 まり、ショールを制作 して、8月 の地域 イベ ン ト「八

朔のひな祭 りJで屋外展示 を行 う。そ して、11月 のフアッ

シ ョンシ ョー出演 を経て、2月 に開催 され るたつの市立

室津海駅館での展覧会で一年間の取 り組みが完了する (図

2、 3、 4).2015年の「八朔のひな祭 り」では、地JHk住 民

が牡蠣の殻 を用いて小 さな「船 」を制作 し、施設の軒先

を飾った。「嶋屋J友の会事務局長の柏 山泰訊は、事例 1

で実施 したワークシ ヨツプか ら、住民が祭 り飾 りの「 ヒ

ン トをもいったJと 評価 している.ま た、2015年 の活動

では、大学生が地域の宿泊施設で合宿 を行 った。それを

見た市職員の塩谷英規は、事例 1が広報的、経済的に「新

しい地域活性化の方法Jに な り得 ると感 じた と述べてい

る.こ の ように事例 1は 、共「ll制 作 によつて地域の中か

い新 しい表現 を創 出 し、その展示や発表 をi重 して、地域

の活性化に取 り組 んでいる。

事例 1は、その活動 を通 して NPO法人えびす、神戸芸

術工科大学、兵 llT~県 立龍野北高等学校、たつの市教育委

員会、「嶋屋J友の会
Ⅲ

等 の組織 間に連携 を創出 し、地

域内外 をつな ぐ人的ネッ トワークの形成に寄与 している。
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2017年の活動 に参加 した大学院生の高野翔歩は、えびす

利用者 との交流 について、「こんな機会がない と接点がな

いJと 述べ、「とて も充実 したJ活動だったと振 り返って

いる。「いろいろな人のつなが りが出来た」 (志水 )。 「地

域だけでな く、外か い入つて くるところが良いJ(小谷慧 )。

この ように、事例 1は、地域 内外 の人や組織 をつ な ぎ、

連携 を促進する活動 となっている。

2. 事 fa1 2 「甘チII文イ跡寸J

2-1 事例 2の調査

本研究では、事例 2について現地調査、聞 き取 り調査、

文献調査を実施 した。筆者は、2017年 5月 27日 に韓国釜

山市沙下 区甘川洞 にて現地調査 を実施 した。調査では、

活動の中′しヽ人物である、秦 と李 に実施の経緯や現状 につ

いて詳 しい説明を聞 くことがで きた。その後、 日本国内で

大学教員 2名 に聞き取 り調査 を行った。また、韓国人研究

者 1名 と李にインターネットを通 して調査を行った に
。

22 事例 2の概要

甘川文化村は、韓国の釜山市で秦 と李が中心 となって、

芸術による地域再生 を目指 し展開されている活動である。

活動 を通 して、地域住民や 自治体職 員との連携が実現 し

ている.2009年に開始 され、2018年現在 も継続中である。

この地域 は、釜山市が再開発を検討 していた低所得者

が多 く住 む地域であった。 この活動 を通 して、独特の景

観 と芸術 による地域再生が話題 とな り、国内外か ら年間

100万 人以上が訪間す る市 内有数の観光名所 となってい

る.

事例 2は 、山の斜面 に階段状 に形成 され、彩色 された

家 々が立 ち並ぶ景観 を「マチュピチュJに例 えて、その

景観 を活か した地域再生 に取 り組 んだ (図 5)。 そ して、

野外彫刻や壁画 といつたパブ リック・アー トを設置 した

2017年 )図 5 甘 川文化 村 の景 観 (筆者 撮 影 、 2017年 } 図 6 国内外の観光客で賑わう風景 (筆者撮影、
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図 7 土産 品の製 造 、 販 売 (筆者 撮 影 、 2017年 |

り、空 き家 を活用 してギヤラリーを開設 した りしていつ

た。 また、観光地 として発展す るのに合 わせて、路地に

案内表示 を兼ねた作 品を設置 した り、オ リジナルバ ンフ

レッ トを制作、販売 した りしていつた。 さらに、アーテ イ

ス ト・イン・ レジデ ンスの施設 を開設 して、国内外か ら

芸術家を受け入れている。こうした活動が きっかけとなっ

て地域 に移住する芸術家 も現れている。

事例 2は 、芸術家 と地域住民 と自治体職員の連携 によつ

て実施 されている。その連携 を促進す るために、甘川文

化村運営協議会が組織 されている。同協議会 は、助成金

や観光 による利益 を活用 した生活環境の改善や観光事業

の発展 につなが る企画 を検討 し、実施 している。具体的

には、観光案内ボランテ ィア、土産品の開発、食堂やカ

フェ、アー トシ ヨツプ、博物館、グス トハ ウス、高齢者

向けクリーニ ング事業の運営等 を行っている ((社)甘川

文化村住民協議会 ,2016)。

事例 2の運営 は、国や市の助成金 と観光 による収益等

で実施 されている。国や市が、地域再生のモデル として

積極的に支援 して きた ことが、飛躍的な地域の変化 につ

なが っている。同時 に、パ ンフ レッ トや土産品の販売、

食堂やアー トシ ョップの運営等、観光収入の増加 に取 り

組 んでいる (図 6、 7)。 こうした事業が地域 に雇用 を創

出 し、その利益が地域環境の整備 に活用 されている。

23 事例 2の特徴

事例 2が実施 された背景には、1960年代以降の韓国の

経済成長 と都市化がある。経済発展 は急激 な都市化 につ

なが り、それ以前か らあった都市周辺の貧 しい人々の住

む地域 も拡大 していった。その後、郊外の都市 開発が進

むと、都市中心部は空洞化 し、こうした地域は寂れていつ

た。 この ような地域の移転や再開発 は、国や 自治体の重

要 な課題 となつて きた。 この問題の改善 を芸術 によつて

実現 しようとしたのがマウル美術 プロジェク トであつた。

図 8 秦 榮曼 「路 地 を泳 ぐ魚」 (筆者 撮影 、 2017年 )

マウル美術 プロジェク トとは、2009年 に韓国の文化体育

観光部が実施 した芸術家への公的支援 と地域再生 を組み

合わせた助成事業の名称である。甘川洞は、1950年 代 に

形成 された低所得世帯が多 く生活す る地域であった。釜

山市 は当初、古い民家 を撤去 して高層 ビルを建設す る計

画であつた。 ところが、芸術家達が地域の景観 に着 目し、

マ ウル美術 プロジェク トに応募 し、選定 されて事例 2が

始 まった。李 は、 このプロジェク トを始める前か ら、「芸

術家たちが地域社会のためにで きること」 について考 え

ていた と述べている。その後、その活動が社会的に注 目

されるようにな り、同市 も活動 に協力す るようになって

いった。

秦の制作 した作品「路地 を泳 ぐ魚」 は、地域のシンボ

ルである「サバ」をモチーフに表現 した壁画である (図 8)。

秦は、この地域の多 くの女性が、釜山港の市場で魚を売 っ

ていた歴史を踏 まえて、「サバ をシンボルにしよう」 と考

えた と説明 していた。それは、事例 2の活動 を象徴す る

作 品 となつている。先ず、木の板 を魚型 に加工 し、地域

住民等がイ固性豊かに彩色す る。それを集合 させて大 きな

魚 を造形 している。「サバJは、制作 に参加 した一人一人

の作 品であ り、同時にそれが集合 した壁画は参加者全員

の作 品で もある。事例 2で設置 されたパブ リック・アー

トの中には、他 に も住民参加で制作 された作 品があ る。

この ような作 品の設置は、地域環境 を文化的に豊かにす

るとともに、地域住民 を活動の主体へ と誘 うきっかけに

なっていると推察する。

事例 2の 企画運営 における芸術家、地域住民、 自治体

職員の連携 は充実 している。李 は、当初 は「村の代表の方々

は私の介入を望 んでなかつたJと 述懐 している。そんな

中で、代表の一人が関心 を示 し、作 品設置後 に文化体育

観光部長官が この地域 を訪問 したことが きっかけとな り、

地域住民や 自治体職員の認識が変 わってい った。 まず、

「路地を泳ぐ魚」 (筆者撮影、2017年 )



芸術家が地域住民 との信頼関係 を構築 し、それが 自治体

職員 との連携 につながつた。そ して、見学者や観光客の

増加や生活環境の改善、国内外 コンペテ イシ ヨン等の受

賞が、地域住民や 自治体職員の 自信や誇 りを高めた (写

真 8)c高 台泳は、「経済効果が可視化 した」 ことや、「住

民の参加環境 をつ くつたJこ とを指摘 している。秦は、「役

人は最初戸惑 っていた。今 は役 人がアーテ イス ト」の よ

うに活躍 してい る と、その変化 の大 きさを語 っていたc

この ような成果の反面、観光客の増加 にともなう騒音や

交通渋滞等の問題 も発生 していて、事例 2の課題 となつ

ている。

3.事例 3「 ソーシャル ラン ドスケープ基金」

3-1 事例 3の調査

本研究では、事例 3に ついて現地調査、聞 き取 り調査、

文献調査 を実施 した。筆者 は、2014年 8月 にメキシヨシ

ティではぎの、フ リジヤに初めて面会 した。2015年 8月

か ら同年 9月 にかけて約 2週間、現地 において参与観察

調査 と聞 き取 り調査 を行 った。 さらに、 この活動の社会

的背景 について、 より詳 しく調査するため、2017年 3月

にメキシヨシテ イにおいて参与観察調査 と聞 き取 り調査

を実施 した B。

3-2 事例 3(Dオ既要

ソーシャルラン ドスケープ基金 は、メキシヨの首都 メ

キショシティを拠点 に活動す るは ぎの、 ソリジヤ、馬場

菜津美
H、 マ リアナ・モラレス 1・ らが中心 となって展開

している活動 である。2009年 に開始 され、2018年現在

も継続中である (図 9)。

主な活動内容 は、老人ホームや児童養護施設等 におけ

るアー ト・ワークシ ヨツプ、現代美術館 と連携 した老人

ホーム等の人々の展覧会見学の支援、事例 3の活動 を紹
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介す る公営 ラジオ局 におけるラジオ番組 の制作 (図 10)

等である。東 日本大震災の際には、スペ イン語 による関

連情報の発信や、チ ヤリテ イー展 の企画運営 も行 った。

その他、地域社会 と関わる芸術家 を育成す るプロジエク

トにも取 り組 んでいる (谷口,2016,91ページ)。

事例 3の活動 には、上記 メンバー以外 にメキシヨの人々

が多数関わっている。 ソーシヤルラン ドスケープ基金は、

老人ホームや児童養護施設の人々と様々な分野の芸術家、

デザ イナー、新聞記者、大学生等 をつないでいる。活動

の一環 として、ホームページや SNSを 用いて活動状況 を

発信 し、施設で必要 となっている衣類や文具等の寄付 を

呼 び l・卜けているcこ うした継続的な活動 を通 して、 自治

体や施設職員 との連携が実現 している。

事例 3の運営 は、一般か ら寄付 された資金や物品等 に

よって実施 されている。アー ト・ワークシ ヨツプで使用

する文具や画材の多 くは、市民か らの寄付 によつて集 まっ

た もので ある (図 11、 12)。 活動 が継続 してい く中で、

運営 を支 える安定的な助成金の獲得が課題 となつている。

3-3 事例 3の特徴

日本人がメキシコで生活 していると、植民地支配や独

立戦争、革命等の複雑 な歴史によつて形成 されて きた教

育や経済の著 しい格差 に直接向 き合 うことになる。都市

の貧困地域や地方の先住民族の村落等 には、メキシヨ社

会の課題や矛盾が集 まっている。 ソリジヤは、「ソーシヤ

ルラン ドスケープ基金はアー トを介 して人々のつなが り

をより強 くす ることをテーマに活動 しています」 と説明

している。はぎのは、事例 3を始めた きっかけについて、

芸術家 として「メキシコに何 も返 していない」、「自分が

メキシヨのことを知ってるようで、実は知ってないん じゃ

ないか と思つて始めた」と語っている。こうした言葉 には、

芸術家 として より深 くメキシヨの人々に関わつていこう

窪

図 9 事 務 所 で の ミーテ ィ ング (筆者撮 影 、 2015年 )
図 10 ラ ジオ 番組 の放 送 (筆者 撮影 、 2015年 )



文化経済学第 15巻第 2号 (通 算 45号 )

図 11 寄 付 され た 文 具 や 画 材 を活 用 した ワー ク シ ョップの企 画

1筆者撮 影 、 2015年 |

とする意志が表れている。

事例 3で は、中心 メンバーが芸術家や外国人であると

い う特 1生 を活か して、異 なる階層の人々をつな ぐ活動 を

展開 している。メキシヨ社会は、多様な言語、文化、学歴、

経済的格差によつて複雑 に形成 された「多様性の社会J(ソ

リジ ャ)で あ る。事例 3で は、活動 を紹 介す る写真 や

SNSを 通 して、豊かな生活 を享受 している人々に、 司H寺

代 を生 きる貧 しい人々や疎外 された人々の姿 をさりげな

く伝 えている。事例 3は 、 こうした活動 に関心のあるメ

キシコ人を活動の現場につな ぐ役割 を果た している。

この活動 は、児童や高齢者の福祉 に関わる社会的活動

であると同時に、 こうした活動 を通 して芸術家の社会的

役割や存在意義 を問い直す芸術活動で もある。事例 3で

芸 ai家達は、老 人ホームの高齢者や児童養護施設の子供

達 を献身的に支援 している。毎週の ように実施 されてい

るワークシ ョップの様子 は、彼 らが芸術家であることを

知 らなければ、教育や福祉のボランテ イア活動 に しか見

えない。だか らこそ事例 3の 活動 は、芸術や芸術家の社

会的役割 を問いかける表現 になっている。は ぎのは、「こ

うい う活動 もアー トの一環だ、アー トの大切な、アーテイ

ス トの特性 をいか した活動Jであると語 り、事例 3が表

現活動で もあることを説明 していた。

さいに、 メキシヨでは伝統的に社会的課題の提示や批

判 は芸術家の重要 なテーマである。 メキシヨ壁画運動 “

のダビッ ド・アルファロ・シケイロス「 やデ イエ ゴ・リ

ベ ラ ト
等 はその代表である。 (加 藤,2003,94ペ ージ )

事例 3は 、 メキシヨの芸術的伝統 に沿った芸術活動であ

ると言 えよう。一方で、メキシコでは、 こうした社会的

課題 をテーマ とする表現活動 には危険が伴 う。特 に外 国

人は、一般のメキシヨ人に比べてその社会的基盤が脆弱

であるため、社 会的排除の対象 とならない ように、慎重

に取 り組 む必要がある。事例 3の寄 り添い支 えるとい う

図 12 児童養護施設でのワークショップ

1図 提供 :ソ ーシャルランドスケープ基金 |

献身的な取 り組みは、芸術家の安全を確保す るとい う観

点か らも重要なのである。

V1 3事例 の比較 考察

本章では 3つ の事例 を比較 し、その共通点 と相違点 に

ついて検証する。その上で、支援型 プロジェク トについ

て考察する.

1.3事例の共通点

3事例の共通点は、芸術家が地域 に貢献 したい と考え、

地域住民 に寄 り添い、献 身的にその生活向上や交流促進

を支援 している点にある.そ して、その姿は、教育や福祉、

まちづ くりのボランテ イア活動の ように見えるc

どの事例 において も、教育や福祉、 まちづ くりといっ

た分野 に芸術家が積極的に関わ り、地域住民や 自治体職

員 との連携が生 まれている。事例 1で は、筆者か らの提

案で始 まった大学 と福祉事業所の連携が、地域の高校や

教育委員会、市民 グループヘ と拡大 していた。事例 2では、

最初 は関心の低かった地域住民や 自治体職員が、作 品設

置後の文化体育観光部長官の訪間が きっかけ となって変

化 し、「住民 と専 門家 と公務員」 (李)の協力関係が形成

され、甘川文化村運営協議会の発足 につ なが っていた。

事例 3に おいて、児童養護施設の活動 を始めた頃、施設

職員は、「仕事 を奪 う」「監視するJ(ソ リジヤ)と いった

反応で、非協力的であったが、活動が継続 し、子供達が

変化 してい く中で、「信頼関係」 (は ぎの)が構築 され、

理解 と協力 を得 られるようになっていた。 この ように 3

事例は どれ も、活動の初期段階は芸術家か らの働 きかけ

で、芸術家 と地域住民の連携が始 まってい る。その後、

活動の継続 を通 して地域住民や 自治体職員等 との間に信

頼関係が構築 され、連携が拡大 し、協働へ と展開 している。

3事例 は、教育や福祉、 まちづ くり等のボランテ イア

活動の様 に見 えるの しか しヽその活動 は芸術家が取 り組
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:み

'・

ⅢI…■,鴻

荼 1機 |頌鰤
鶉
薇
だ



[研究ノー ト]

芸術家と地域社会の共倉」に関する研究

図 13 支援 型 プ ロジ ェ ク トの構 造 (筆者作 成 、 2018年 )

信頼関係の構築

芸術家の地域貢献

芸術の相対化 →

んでいる以上、芸術の文脈 を伴 う活動 となる。芸術家が

地域 に貢献 したい と考え、地域住民 に寄 り添 って行動 し

てい く姿は、鑑賞者 にとつて、「芸術 とは何かJと い う根

源的問いかけ となる。それは、これまでの前衛芸術 と同様、

従来の芸術観 を相対化 し、芸術概念 を拡張す る表現であ

ると言 えよう。3事例 は、芸術家の活動の場 を地域 の中

に切 り拓 き、新 しい芸術家像 を提案 していると考える。

2.3事例の相違点

3つ の事例 には重要 な相違点がある。それぞれの活動

が実施 された社会的背景である。その背景 には、地域の

歴史や文化、行政の政策が大 きく関わっている。その違

いが個々の活動の地域 固有性 を高め、独 自性の形成につ

ながつている。

事例 1の社会的背景 には、自治体、福祉事業所、芸術家、

大学、市民 グルー プのそれぞれが抱 える課題があつた。

兵庫県とNPO法人えびすには、障害者 自立支援法施行に

よる、福祉事業所の就労支援活動の促進 とい う課題があつ

た。筆者 には、アー ト・ワークシ ヨツプの社会的可能性

の探求 とい う課題があつた。神戸芸術工科大学には、アー

トやデザ インの実践教育の推進 とい う言果題があつた。「嶋

屋」友の会には、少子高齢化が進 む室津地区の活性化や

たつの市立室津海駅館の利活用 とい う課題があつた。

事例 2の社会的背景 には、韓国の地域再生の課題 と芸

術家の社会貢献 とい う課題があつた。韓国では、都市開

発に伴 う貧困地域 の再生 は重要な課題であつた。釜山市

では、沙下区甘川洞の再 開発が検討 されていた。一方、

事例 2が実施 され る きっか け となったマ ウル美術 プロ

ジェク トは、その ようなJ大況 を背景 に企画 された、地域

再生 と芸術家支援 を組み合わせ た「国家 プロジエク ト」

(高 )であった。そ して、秦や李は、こうした助成事業が

実施 される前か ら、地域社会に対 して「芸術家たちがで

きることをさが していたJ(李 )。

事例 3の社会的背景 には、メキシヨにおける地域社会

の分断の問題 と、その変革 をテーマ とす るメキシヨ芸術

の伝統があった。 ソリジヤは、文化や経済で分断 され、

固定化 されがちな社会構造 を、「打 ち破 って きたのがメキ

シヨの中ではアーテ イス ト」であると語 っていた。一方で、

／
＼

メキシコではこうした社会的テーマの表現 には、危険が

伴 う場 合がある。事例 3が、地域住民 に寄 り添 った献身

的活動 になった理由の一つに、芸術家の安全確保 とい う

課題があつたことは重要である。

3.比較考察のまとめ

本節では、3事例 の比較 を基 に、支援型 プロジエク ト

の意義や構造について考察する。

先ず、3事例の比較か ら、支援型 プロジエク トの意義は、

地域連携の促進 と芸術概念の拡張であると考える。その

取 り組みは、芸術家による地域貢献によつて開始 される。

地域住民 に寄 り添 った献身的な取 り組みが、地域住民や

自治体職員 との信頼関係の構築につながる。 この信頼関

係が、地域住民や 自治体職員 との連携 を創 出 し、地域社

会の再生や発展 を促進す る。一方で、芸術家による地域

貢献 は、芸術や芸術家の社会的役割 を問いかける表現 と

なる。それは、従来の芸術観 を相対化 し、芸術や芸術家

の概念 を拡張する (図 13)。 この ように、支援型プロジェ

ク トは、芸術家の地域貢献 によつて、公共政策的効果 と

芸術創造 的効果の両方が一体 となって展 開す る構造 と

なっている。そ して、3事例 の比較か ら、個 々の支援型

プロジェク トの地域固有性や独 自性 は、その地域の歴史

や文化、行政の政策 といった社会的背景が深 く関わって

形成 さ″しるとい うことがう)かつた。

ⅥI 結 論

本研究では、芸術家 と地域社会の共創 による活動が、

世界各地で実施 されていることを確認 した。そ して、そ

うした活動の中で、芸術家が地域住民の生活向上や交流

促進 に献 身的に取 り組 む支援型 プロジェク トについて、

日本、韓国、メキシヨで実践 されている 3つ の事例 を調

査 し、比較考察 を行 った。その結果、支援型 プロジェク

トが、芸術家による地域貢献 によつて、公共政策面では

地域連携の促進 につなが り、芸術創造面では芸術概念の

拡張 につ なが ることが明 らかになつた。そ して、地域の

歴 史や文化、行政の政策 との関わ りが、その活動の地域

固有性や独 自性の形成 につながつていることが分かった。

一
地域連携の促進

芸術概念の拡張
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1)ア ー ト&ソ サ イエティ研究セ ンターは、工藤安代、

清水裕子 らが主催す る、パブ リック・アー ト等 につ

いて企画や調査研究 に取 り組 む非営利団体。同セ ン

ターの SEA研究会 は、ソーシャリー・エ ング イジ ド・

アー トに関す る勉強会。

2)1970年生 まれ。メキシヨ在住の 日本人。芸術家。

3)1980年生 まれ。 日系 メキシヨ人。芸術家、建築家。

4)韓国人。芸術 家。 アー ト・フ ァク トリー B代表。

甘川文化村 アー ト・デイレクター

5)韓国人。東西大学デザ イン学部准教授。

6)1961年 生 まれc米国人。芸術家。

7)1967年生 まれ。名古屋造形大学教授。芸術家。「や

さしい美術 プロジェク ト」デ イレクター。

8)事例 1に 関す る調査 として、たつの市教育委員会

社会教育課主幹の塩谷英規 (2017年 9月 13日 、た

つの市教育委員会 )、 「嶋屋J友の会事務局長の柏 山

泰訓 (2017年 9月 14日 、たつの市立室津海駅館 )、

■lPO法 人えびす代表の志水哲也 (2017年 9月 14日 、

岬 0法人えびす )、 たつの市教育委員会 F_t史 文化財

課長の岸本道昭 (2017年 9月 14日 、たつの市新宮

総合支所 )、 たつの市教育委員会歴 史文化財課主事

の小谷慧 (2017年 9月 14日 、たつの市新宮総合支

所 )、 神戸芸術工科大学大学 院修士課程 1年 の高野

翔歩 (2017年 9月 15日 、神戸芸術工科大学)に 聞

き取 り調査 を実施 した。

9)兵庫 県たつの市 にある就労継続支援 B型福祉事業

所。志水哲也代表 によつて 2007年 に設立 された。

10)1967年生 まれ。神戸芸術工科大学教授。芸術家。

11)た つの市立室津海駅館 を拠点に、まちづ くり活動

と情報発信 を展開 している市民 グループ。

12)事例 2に 関す る調査 として、2017年 5月 27日 に、

秦 と李の案内で甘川文化村の現地調査 を行った。そ

の後、神戸芸術工科 大学助教 の高台泳 (2017年 9

月 13日 、神戸芸術工科大学 )、 神戸芸術工科大学副

学長の佐藤優 (2017年 9月 15日 、神戸芸術工科大

学 )に 聞 き取 り調査 を実施 した。 また、李明姫 (2017

年 9月 19日 )、 韓 国在住 の研 究者 の張慶彬 (2017

年 10月 24日 )、 に電子 メール を用 いてア ンケー ト

調査 を実施 した。

13)事例 3に関す る調査 として、は ぎのみは、タロウ・

ソリジ ヤ、馬場菜津美 (2015年 9月 3日 、5日 、6

日、 ソー シヤルラン ドスケープ基金事務所 )(2017

年 3月 22日 、同事務所)に 聞 き取 り調査 を実施 した。

また、本研 究 で は 2014年 12月 1日 に神戸芸術 工

科大学 で行 われた、 は ぎの とソ リジ ヤに よる ソー

シャルラン ドスケープ基金に関す る特別 レクチ ャー

の内容 も参考 に した。

14)1983年 生 まれ。 メキ シ ヨシテ イ在住 の 日本 人。

画家。

15)1971年生 まれ。 メキシヨ人。キュレーター。

16)1920年代～ 1930年代 に、メキシコ革命の意義 を

民衆 に伝 えることを目的に、全国各地の公共施設に

多数の壁画が描かれた運動。

17)1896年 -1974年。 メキシコ人。画家。

18)1886年 -1957年。メキシヨ人。画家。
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