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0.1

研究の背景

0.1.1 はじめに

本研究では、“人と人とのコミュニケーションを重視するアート
活動”を基本定義とする“コミュニケーション型アート”に着目す

る。

(1) コミュニケーション型アートとアートプロジェクト

90 年代後半の国内の“アートプロジェクト”を支援したドキュメ
ント 2000 プロジェクトの報告書にて、森司は、

いままさに生まれつつあるさまざまなアートプロジェクトを目
撃し続け、支援してきた。
その成果のひとつが「アウトリーチ支援」である。アウトリー
チ活動に特化した支援は、かたちあるモノとしてのアートより

1 森司、2001、「はじめに」、萩原康子、
熊倉純子（編）、2001、『社会とアートの
えんむすび 1996-2000─つなぎ手たちの
実践』、ドキュメント 2000 実行委員会、
pp.2-3
2 加藤種男、2012、「アサヒ・アート・
フェスティバルはなぜ誕生し、何を生み
出しているのか」、藤浩志、AAF ネットワ
ーク（著）、影山裕樹（編）、2012、『地
域を変えるソフトパワー─アートプロジ
ェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』、
青幻舎、p.222
3 AAF は 2002 年に始まったことが記さ
れている。同上、p.8。
4 加藤種男、2012、「アサヒ・アート・
フェスティバルはなぜ誕生し、何を生み
出しているのか」、藤浩志、AAF ネットワ
ーク、前掲、p.222
5 小見 出 し内 で紹 介さ れ てい る事 例 に
ついては後述する。また、その際を含め本
研究においては、各アーティストの“肩書
き（美術家、現代美術家、アーティスト
ほか）”は公に使用している肩書き名を用
いつつ、論展開の流れによっては、“アー
ティスト”としても述べることとする。

行為性の強いアート活動をフォーカスするフィルターとなり、
結果として、昨今の新たな潮流であるコミュニケーション型ア
ートの発生現場を目撃し、その発展段階を伴走する希有な体験
をもつことができた。1

と述べている。つまりここからはコミュニケーション型アートは、
さまざまなアートプロジェクトの 1 つの制作形態で、行為性の強い
アート活動であると読み取ることができる。
また、アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）による支援のもと
国内各地で展開されたアートプロジェクトの事例について述べられ
た著書の加藤種男によるコラム、小見出し「コミュニケーションを
促すアーティスト活動の時代」2 のなかで、AAF がスタートした時期
3

のコミュニケーション型のアート活動について以下のように述べ

ている。

多様なジャンルのアーティストによるコミュニケーション型の
アート活動が、文字通り枚挙に暇がないほど頻出してきていた。
子ども、学校、病院、老人ホーム、若者、女性、多様な層とア
ートが連携し、アートがこうした人々の自己表現の社会化を支
援していた。4

8

そして、そういった活動との接点が少ない働き盛りの世代を対象と
して展開したアートプロジェクトの事例について述べている 5。こ
の加藤による言葉からは、森が発生現場と発展段階を目撃したと表
現したコミュニケーション型アートが、2000 年代に入ってからも、
次々に、そしてさまざまな社会現場で、多様なアーティストによっ
て実施されてきたということが分かる。
以上より、ジャンルという観点から見ると、コミュニケーション
型アートはアートプロジェクトというジャンルに含まれる 1 つの制
作形態であると捉えることがきる。まずはその前提のもとで、本研
究における議論を進めていく。

(2) 多様な芸術ジャンルによるコミュニケーション型アート

前述の 2 文献で言及しているアートの事例について着目すると、
まず 1 つ目のドキュメント 2000 実行委員会による文献では、芸術
ジャンル（美術、音楽、演劇、舞踊、文学 など）のなかでは美術に
6 木暮宣雄、2001、「社会の壁のなかへ
入るアートプロジェクト」、森司、2001、
「はじめに」、萩原康子、熊倉純子（編）、
2001、『社会とアートのえんむすび 1996
-2000─つなぎ手たちの実践』、ドキュメ
ント 2000 実行委員会、p.93
7

同上、p.94

8

同上、p.95

9

同上、p.96

10 加藤種男、2012、「アサヒ・アート・
フェスティバルはなぜ誕生し、何を生み出
しているのか」、藤浩志、AAF ネットワー
ク、前掲、pp.222-223

該当すると考えられるアートの事例が多めにあげられている傾向に
あった。ただそのなかで、京都橘女子大学文化政策学部助教授（当
時）の小暮宣雄は、コミュニケーション型アートとして言及してい
るわけではないが、2 つ目の文献で加藤種男が紹介するする事例へ
とつながる幅広い芸術ジャンルについて述べている。小暮は、（ア
ートプロジェクトの文脈で）「これまで自明のように述べてきたア
ウトリーチと密接に関係し一部重な」6 るものとして、美術以外だけ
でなく演劇、ダンス、音楽などさまざまなジャンルを用いた「芸術
療法」7 や、「ヒーリングアート／ミュージック」8、参加者の気づき
を促す「諸芸術を援用する非営利的なワークショップ」9 などについ
て紹介している。
また、加藤種男による前述のコラムでは、美術だけでなく音楽や
舞踊のジャンルのアーティストによる事例もコミュニケーション型
アートとして紹介されている 10。
つまり、コミュニケーション型アートは幅広い芸術ジャンルのア
ーティストによって行われていると考えられる。

(3) 筆者の実践と“造形活動を伴う”コミュニケーション型アート

筆者はアーティストとして、2005 年から多様な社会現場で、“ゴ
ブリン”と呼ぶ造形作品を制作するコミュニケーション型のアート

9

活動（以下、「ゴブリン制作活動」と表記する）を継続的に実施し
ている。ゴブリン制作活動では、身の回りのさまざまな物や事柄な
どを元のテーマとし、顔表現を用いて生き物の形態へと変容させる
ことによって、造形作品を制作する。ゴブリン制作活動についての
詳細は後述するが、上記のような造形作品の制作を目的とした側面
と、それを通じたコミュニケーションを目的とした側面を持つ活動
である。
一例をあげると、
コミュニケーション型の初期のアート活動、
2009
年に実施した病院内での滞在制作「ゴブリン博士の病院ゴブリン」
（図 0-1、図 0-2、図 0-3）11 では、2-3 ヶ月のあいだ病院に通い、
11 およそ 2 ヶ月に渡り、自宅から頻繁に
病院に通い、中庭を通るガラス張りの渡り
廊下の「アートステーション SOH」にて、
通り過ぎる人々との会話を中心としたコ
ミュニケーションをとりながら制作した。
粘土とアクリル塗料により、高さ 5cm 前後
の立体作品を制作した。活動の終盤には、
完成作品をカートに乗せてお披露目をし
て回る「ゴブリンパレード」と、成果作品
の展示を行った。学生によるプロジェクト
チーム「アスパラガス」よる企画で、サポ
ートを受けたことなどについては後述す
る。
12 美術教育の用語辞典では「造形活動」
について、「ものの色や形、質や量、位置
に変化を与える働きである」、「体を動か
し、手を働かせる活動である」と解説され
ている。ほかに、「汚す、破る、切る、彫
る、削る野ように破砕的な活動と、かく、
塗る、並べる、つなぐ、積むのように構築
的な活動に分けることができる」など、子
どもによる造形を踏まえた解説がなされ
ている。大阪児童美術研究会（編）、1982、
『新美術教育基本用語辞典』、明治図書、
p50

出会った人々とコミュニケーションをとりながら公開型で粘土製の
病院ゴブリンを制作するという造形活動 12 を展開した。その後も重
ねられたこうした実体験のなかで、造形活動を伴うコミュニケーシ
ョン型アートの活動を通したコミュニケーションの価値や、病院や
地方山間部などの多様な社会現場にアーティストが出向いて行う造
形活動を伴うコミュニケーション型アートの活動の可能性を幾度も
実感することができた。このことが、2021 年現在もゴブリン制作活
動を続けるモチベーションとなっており、筆者が本研究に取り組む
強い動機となっている。よって本研究の後半では、この筆者自身に
よる実践を主な研究対象として述べることとする。
こうした経緯から、本研究の主題を“造形活動を伴う”コミュニ
ケーション型アートの研究とし、筆者自身が病院や地域との連携に
より展開してきたゴブリン制作活動の実践を主な手がかりとする旨
を副題で示した。

図 0-1（左）、図 0-2（右上）、図 0-3（右下）：「ゴブリン博士の病院ゴブリン」、筑波大学附属病院 アー
トステーション SOH ほか院内各所、茨城県つくば市

10

0.1.2 アートプロジェクトとは

造形活動を伴うコミュニケーション型アートを 1 つの制作形態と
する、アートプロジェクトについて述べ、本研究の意義につなげて
いく。

(1) 概要と共創

現在、日本国内では、アートプロジェクトというジャンルのアー
13 「アート活動」と「アートプロジェク
ト」の違いについてだが、「アート活動」
は、「アートプロジェクト」の条件として
定義中からあげられる「共創」や「芸術と
社会の関わり」について特別には意識さ
れない活動も含むと考えられる。よって、
「アート活動」は「アートプロジェクト」
を含むさらに多くのアートを指し示すと
考えられる。本研究ではそうした意図を
示す際に「アート活動」を用いて述べた。

ト活動 13 が国内各地で行われている。それらは美術施設だけでなく、
地方の廃校や自然環境下、商店街や病院などのさまざまな社会現場
で実施されている。そしてそれは、「大地の芸術祭 越後妻有アー
トトリエンナーレ」に代表される大規模な国際芸術祭から、地域の
団体や個人によって行われる小規模な活動まで多様である。そうい
った広がりの背景には、まず、「大地の芸術祭」の成功をきっかけ
に 2000 年代から 2010 年代にかけて大規模なアートプロジェクトが
国内各地で多数生じてきたという動きがある。そして、
その一方で、
地域に根ざした NPO や任意団体などがつなぎ手となり、制作過程や
作品を地域の生活に組み込ませる地域密着型の姿勢が根付いてきて
いることも、アートプロジェクトの発展を後押ししている。
アートプロジェクトの分野に関する研究を牽引する研究者の 1

14 熊倉純子（監修）、菊地拓児、長津結
一郎（編）、2014、『アートプロジェクト
─芸術と共創する社会』、水曜社
15

同上、p.12

16

同上、p.9

人である東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授の熊倉純子
は、2014 年に監修して出版した『アートプロジェクト―芸術と共
創する社会』14 で、「日々変貌し、多様化するアートプロジェクト
の、ごく一端を捉えた暫定的な定義にすぎないかもしれませんが」
15

17 吉澤弥生、2011、『芸術は社会を変え
るか？─文化生産の社会学からの接近』、
青弓社
18

同上、p.97

19

同上、p.97

とも後の頁で述べつつ、以下のようにアートプロジェクトを定義

している。

現代美術を中心に、おもに 1990 年代以降日本各地で展開され
ている共創的芸術活動。作品展示にとどまらず、同時代の社会
の中に入り込んで、個別の社会的事象と関わりながら展開され
る。既存の回路とは異なる接続／接触のきっかけとなることで、
新たな芸術的／社会的文脈を創出する活動

また、以下のような特徴を持つ。
1.制作のプロセスを重視し、積極的に開示
2.プロジェクトが実施される場やその社会的状況に応じた活
動を行う、社会的状況としてのサイト・スペシフィック

11

3.さまざまな波及効果を期待する、継続的な展開
4.さまざまな属性の人びとが関わるコラボレーションと、そ
れを誘発するコミュニケーション
5.芸術以外の社会分野への関心や働きかけ
こうした活動は、芸術家たちが廃校・廃屋などで行う展覧会や
拠点づくり、野外／まちなかでの作品展示や公演を行う芸術
祭、コミュニティの課題を解決するための社会実験的な活動
など、幅広い形で現れるものを指すようになりつつある。16
また、社会学者で共立女子大学文芸学部教授の吉澤弥生は著書 17 で
「近年のアートプロジェクトの特徴」18 として、以下のように述べ
ている。

①作家の単独作業から、多様な参加者による共同制作＝協働と
なる、②パーマネントの作品だけでなく、仮設の作品やワーク
ショップをおこなう、③制作プロセスそのものやその固有性を
重視する、といった要素が挙げられる。そして具体的にはこの
後みていくように、④専門的な道具や素材というより、日常の
なかのものを用いるという特徴もある。そして日本のアートプ
ロジェクトは、美術館に囲い込まれていた芸術を公共の場に解
き放つためというよりは、日常生活や社会のなかに「芸術」を
見いだしていく実践とみなしたほうがふさわしい。19

これら両定義の 1 文目に着目すると、熊倉らによる定義の冒頭で
は「共創」、吉澤があげる特徴では「共同制作＝協働」いう言葉が
用いられている。目的を共有して協力して働く「協働」に対し、「共
創」には新たなものを初めてつくり出すことを意味する「創」の文
字を含む。「協働」や「共創」はアートプロジェクトを展開する上
で重要な姿勢であり、それらを目指す上で、人と人とのコミュニケ
ーションの重視することは 1 つの要件となる。
また、「社会」という言葉も、アートプロジェクトにおけるキー
ワードである。
熊倉らによる定義のなかの「作品展示にとどまらず、
同時代の社会の中に入り込んで」という言葉や、持つ「特徴」とし
てあげる「2.」や「5.」からも、「社会」に関わる芸術というアー
トプロジェクトの定義が見出せる。また、芸術支援を中心とした分
野を専門とする研究者の市川寛也は、「アートプロジェクトやプロ
ジェクト型のアートと呼ばれる現代美術の用語は多義的な内容を含
んでいる。従来の美術展に代わって行われる野外美術展を指すこと
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もあれば，アーティスト個人の表現を指すこともある」と述べ、「芸
20 市川寛也、2015、「参加型のアートプ
ロジェクトによる学びの有効性に関する
考察─《放課後の学校クラブ》の実践研究
を通して」、『美術教育学』（美術科教育
学会）、36、p.43

術と社会の関わり方を示す新しい「ジャンル」として位置付けられ

21

述べられていない点は重要であると考えられる。つまり「芸術と社

熊倉純子（監修）、前掲、p.14

よう」20 と述べている。
この市川寛也による解説のなかで“芸術の社会への関わり方”とは

会の関わり方」と述べることで「芸術」と「社会」双方から関わる
ケースが想起される。
この点は、熊倉純子による定義内の「共創」と結びつく。さらに、
22 吉澤弥生、2016、「「地域に根ざした
アートと文化」のための用語集」、共同事
業体（NPO 法人こえとことばとこころの部
屋、應典院寺町倶楽部、NPO 法人アート NPO
リンク）、『地域に根ざしたアートと文化
─「大阪市：地域等における芸術活動促進
事業」活動報告書』、p.22

その熊倉純子による文献のタイトルは『芸術と共創する社会』とな

23 以下、コミュニティ・アートに関する
言及を、複数の文献からあげる。

たい！」という願いを込めてこのようにいたしました。」21 と述べ

・林容子、2004、『進化するアートマネジ
メント』、レイライン
林容子は、
「アーティストが一般の人々と
一緒に、あるいは彼らを指導する形でコ
ミュニティー（地域）の中で行うアート活
動」（同上、p.209）と定義し、その起こ
りとして、「言葉が最初に使われたのは
1968 年頃のロンドンで、それまでの一般
市民の生活から乖離したアートの在り方
に疑問をもったアーティストたちがアー
トを街中へ、一般の人々の手に返すこと
を主眼として起こした活動であった」
（同
上、p.210）とし、「一人一人全ての人が
社会（創造、運営）の参加者であることを
自覚させてくれる活動」（同上、p.211）
であると述べている。また、「コミュニテ
ィアートと単なるアマチュアアートとの
違い」（p.212）として原則の 1 つに「a
社会問題に積極的につなげようとするも
のである。」（同上、p.212）という項目
をあげている（同上、p.209）。
・伊地知裕子、2010、「コミュニティとア
ート、そしてコミュニティ・アート」、
『ネ
ット TAM』（トヨタ自動車、企業メセナ協
議会）、2010 年 1 月 27 日、https://www.
nettam.jp/column/62/（2020 年 9 月 23 日
アクセス）
アートマネジメントを行うミューズ・カ
ンパニー代表の伊地知裕子は「コミュニ
ティ・アートではコミュニティ・アーティ
ストたちが参加者の人たち自身がプログ
ラムや場をマネージしていくよう促して
いる。つまり、住民や参加者に ownership
がある、といえる。また、作品自体も参加
者自らが制作をおこ なうので、
authorship は参加者のものである」と述
べ、Artist in Community では ownership
、authorship ともにアーティストにある
と続けて述べている。
・吉澤弥生、「「地域に根ざしたアートと
文化」のための用語集」、共同事業体（NPO
法人こえとことばとこころの部屋、應典院
寺町倶楽部、NPO 法人アート NPO リンク）、
前掲、p.22
吉澤弥生による用語集においては、
「アマ
チュアであるとか社会迎合的であるとい
った批判もあり、その美的価値をめぐる
論争が続いている」と述べられている。

っている。熊倉純子は文献内でタイトルについて、「内容を正確に
反映すると「社会と共創する芸術」というべきかと思います。しか
し、（略）研究会メンバーたちの、「芸術と共創する社会を目指し

ている。あえてこの「社会」が「芸術」と「共創」するという行為
の方向性を示すタイトルを用いたことには着目したい。

(2) 国内の特徴

・政治性･社会批評性についての議論
吉澤弥生による、『地域に根ざしたアートと文化─「大阪市：地
域等における芸術活動促進事業」活動報告書』内で「「地域に根ざ
したアートと文化」のための用語集」として整理された用語として
のアートプロジェクトについての解説 22 のなかでは、以下のように
述べられている。

1990 年代以降日本各地に広がった現代アートの一分野
（中略）
欧米でのコミュニティー・アート 23 やソーシャリー・エンゲイ
ジド・アート 24、25 と重なる部分があるが、日本ではアートプロ
ジェクトと呼ばれることが多い。

また、前述した熊倉純子らによる著書のベースとなった報告書で
は、

日本型のアートプロジェクトには、欧米と異なる特徴が二つ認
められる。一つは、多くの国際展や美術館などで展示される作
品や、ソーシャリー・エンゲイジド・アートと呼ばれる一連の
活動に比べて、政治的メッセージや社会批評的視点を明確にし
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た表現が少ないことである。これはしばしば日本の芸術批評家
24
ソーシャリー・エンゲイジド・アートにつ
いて、パブロ・エルゲラは、「いまだ概念
構築の途上にある」と述べている。
パブロ・エルゲラ（著）、アート&ソサイ
エティ研究センター SEA 研究会（訳）、
2015、『ソーシャリー・エンゲイジド・ア
ート入門』、フィルムアート社、p.30
さらに、以下のように定義の手がかりに
ついて述べている。
・「芸術と称する社会的相互行為」
（同上、
p.29）
・「社会的相互行為がソーシャリー・エン
ゲイジド・アートの中心であり、欠くこと
のできない要素」（同上、p.38）である。
・「コンセプチュアルなプロセス・アート
の様式に属する」（同上、p.29）が、「エ
ンゲイジメント」（同上、p.31）が必須で
ある。
・「SEA は、ハイブリッドで分野横断的な
アクティビティであり、芸術と非芸術の
中間のどこかに位置し、その状態は永久
に解消されないだろう。」（同上、p.38）
・最近は「「ソーシャル・プラクティス」
が目立つようになり、ソーシャリー・エン
ゲイジド・アートをさす用語としてもっ
とも広く使われている」
（同上、p.31）が、
関連する諸分野の間の「居心地悪いポジ
ション」（同上、p.33）に位置するため、
「「アート」との関連」（同上、p.34）を
示すソーシャリー・エンゲイジド・アート
は最適である。
25
アート&ソサイエティ研究セン ター SEA
研究会が編者である文献で、美学、表象文
化論を専攻する学者の星野太は「ソーシ
ャリー・エンゲイジド・アートにおける
engaged という言葉が含意するのは、たん
に社会に「関わる」という程度の—つまり
中庸を得た—ものではなく、具体的に特定
の社会集団にコミットし、そこに何らか
の変革をもたらすことなのである」と述
べている。
星野太、2018、「ソーシャル・プラクティ
クスをめぐる理論の現状─社会的展開、
パフォーマンス的展開」、アート&ソサイ
エティ研究センター SEA 研究会（編著）、
『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの
系譜・理論・実践─芸術の社会的転回をめ
ぐって』、フィルムアート社、p.129
その星野による言葉から、同文献内で、工
藤安代（NPO 法人アート＆ソサイエティ研
究センター 代表理事）が、直訳による日
本語の「社会関与の美術」では、
「この「関
与」という日本語のあいまいさとニュア
ンスが、このような新たな芸術動向を日
本に紹介する邦訳として適していると思
えなかった」と、原語のままの表記が適し
ているとした旨を述べている。
アート&ソサイエティ研究セン ター SEA
研究会（編著）、2018、『ソーシャリー・
エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践
芸術の社会的転回をめぐって』、フィルム
アート社、p.8
26 熊倉純子、長津結一郎、アートプロジ
ェクト研究会（編著）、2015、『「日本型
アートプロジェクトの歴史と現在─1990
年→2012 年」補遺』、Tokyo Art Resear
ch Lab（TARL）、p.4

たちから「主催者である行政への配慮である」と批判されるこ
ともあるが、むしろ、非専門家の多くの人々とのつながりをつ
くりたいという、日本のプロジェクト型アーティストたちの志
向によることが大きい、という点は看過すべきではない。
（略）
26

と述べられている（（略）としたもう一つの特徴については後述す
る）。この報告書名では「日本型アートプロジェクト」と表されて
いるが、それを大幅に改定して出版した書籍 27 のタイトルでは「日
本型」が削除され、「アートプロジェクト」となっている。また、
その文献内の前述した定義 28 内でも「日本各地で展開されている」
と述べられている。
これらから、吉澤による定義の表現と熊倉らによる報告書の表現
を比較すると、まず、共通する点として、アートプロジェクトとは
日本国内で独自に用いられる傾向のある用語であるということがあ
げられる。そこで本研究では、以降、基本的にはアートプロジェク
トのみの表記で“国内のアートプロジェクト”を示すこととし、海
外の事例として述べる際にはその旨を加えて述べることとする。そ
して、やや異なる点として、熊倉純子らによる報告書では、コミュ
ニティー・アートやソーシャリー・エンゲイジド・アートや有する
ような政治的メッセージや社会批評的視点を明確にするような表現
が少ないという点を強調している。この点に関しては、加治屋健司
も著書のなかで、熊倉らによる著書 29 を考察し、「アートプロジェ
クトは、二○○○年代を通して、その社会性が可視化されると同時
に、その批評性の弱さによって特徴づけられるようになったと言え
るだろう」30 と述べている。
社会学者の竹田恵子は日本におけるソーシャリー・エンゲイジド・
「加治屋健司は、日本における SEA
アート 31 について述べるために、
的なるものを含む「アートプロジェクト」の三つの源流について」
32

として、本研究でも後述する美術史家の加治屋健司によるアート

プロジェクトの源流についての考察に言及している。また、加治屋
27

熊倉純子（監修）、前掲

28

同上、p.9

29

熊倉純子（監修）、前掲

はこれらの源流に共通する考えとして「①空間的な配慮への志向、
②運営体制の重視、③社会的文脈との距離」33 の 3 つをあげている。
しかし、竹田は、それに続けて述べるソーシャリー・エンゲイジド・
30 加治屋健司、2016、「地域に展開する
日本のアートプロジェクト─歴史的背景
とグローバルな文脈」、藤田直哉（編著）、
『地域アート─美学／制度／日本』、堀之
内出版、p.102

アートの潮流に位置付ける「九○年代京都におけるエイズをめぐる
社会／芸術運動」34 は、③に関しては「社会的文脈を非常に意識し
ながら、創作されたと考えられる」35 と述べている。つまり、竹田
は、前述した吉澤による定義と同様に、アートプロジェクトとソー
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シャリー・エンゲイジド・アートとの“重なり”に着目していると
31 ここでは「SEA」として述べられてい
る。
32 竹田恵子、2016、「ソーシャリー・エ
ンゲイジド・アートとしての九○年代京
都における社会／芸術運動と『S／N』」、
北田暁大、神野真吾、竹田恵子（編）、
『社
会の芸術／芸術という社会─社会とアー
トの関係、その再創造に向けて』、フィル
ムアート社、p.322
33 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
p.112
34 竹田恵子、「ソーシャリー・エンゲイ
ジド・アートとしての九○年代京都にお
ける社会／芸術運動と『S／N』」、前掲、
北田暁大、神野真吾、竹田恵子（編）、p.322

考えられる。
熊倉や加治屋が指摘するように、国内で展開されるアートプロジ
ェクトにみられる政治的メッセージや社会批評的視点の弱さ、また
多様な形態で多数生じ続けている国内独特の状況について考えるう
えで、一般社団法人アーツアライブ代表の林容子による言及は手が
かりとなる。

市民革命を経ていない日本の人々は、アートが個人の自由を表
現する媒体として扱われる欧米と異なり、アートと「市民社会
における個人の尊厳と自由を守る」という信念の関係は希薄で
あるが、「生活を豊かに、楽しくするもの」としてアートを求

35

同上、p.322

36

林容子、前掲、p.35

めている。それゆえアートを精神的よりも即物的にとらえ、経
済や富の道具に考えがちである。
しかし一方で、すさんだ現代人の心や社会には、アート（文
化）を必要とする問題・課題が多く存在する。創造性や個性を
尊重する学校教育や、高年齢化社会における豊かな老後対策、
地方の過疎化対策（人口分布の均等化）の一環として、私たち
が生活する環境をより魅力的にするために、アートの存在が欠
かせないということが認識されつつある。36

ここで言及されているように、歴史的経緯により「アートと「市民
社会における個人の尊厳と自由を守る」という信念の関係は希薄」
であることは、アートプロジェクトに見られる政治的メッセージや
社会批評的視点の弱さという特徴に影響を与えていると考えられる。
また、「「生活を豊かに、楽しくするもの」としてアートを求めて
いる」点、そして、「私たちが生活する環境をより魅力的にする」
というアートの機能が認識されつつあった点は、アートプロジェク
トの興隆に関わっていると考えられる。
37 熊倉純子、長津結一郎、アートプロジ
ェクト研究会（編著）、前掲、p.4
38 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
p.117
39 吉澤弥生、前掲『芸術は社会を変える
か？─文化生産の社会学からの接近』、p.
7
40

同上、p.7

41

同上、p.7

42

同上、p.7

・展覧会ベース／制作行為ベース
前述した報告書において熊倉純子らは、アートプロジェクトの最
大の特徴として以下のように述べている。

学校や病院、老人や障害者などのための福祉施設で展開される
プロジェクトも多いが、そうした活動は他国にも数多くみられ
るものであろう。日本型のアートプロジェクトの最大の特徴は、
おびただしい数のアートフェスティバルがまちや村、さらには
より広い地方で開催されている点である。37
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また、加冶屋健司も前述の著書にて、以下のように述べている。

言うまでもないことだが、まず、社会関与の美術は作品が中心
であるのに対し、日本のアートプロジェクトは展覧会ベースの
活動である。38

「アートフェスティバル」は、「芸術祭」とも呼ばれ、基本的には
作品を展示する「展覧会」を中心とした取り組みである。よって、
これらの文献に共通する点として、アートプロジェクトは“展覧会”
がベースにある活動であると捉えることができる。

一方、吉澤弥生は著書の冒頭で、芸術作品が「アートプロジェク
トを通して、どんどん社会に出ていっている」39 状況を、「芸術の社
会化が進んでいる」40 と表現し、そこでは、「地域、教育、医療、福
祉といった社会的領域への芸術の浸透」41 が生じていると述べてい
る。また、その状況について以下のように具体的に言及している。

アーティストが地域住民とともにまちの姿や記憶を表現したり、
美術教育の新しい試みとしてアーティストと子どもたちが共同
制作をおこなったり、医療や福祉の領域で治療や「過ごし方」
のひとつとしてアートが取り入れられたりしている。また、
「正
規の」西洋美術教育を受けていない人々が自らの創造性のまま
に生み出す表現が「アール・ブリュット」と呼ばれ、注目を集
めている。42

ここでは、まず、住民や子どもとアートティストとの共同制作とい
う“制作行為”について述べている。そして、医療・福祉領域での
治療や日常の現場にアートが取り入れられていることと、アールブ
リュットへの注目からは、患者や利用者による“制作行為”と作品
の“展示”の両方の側面があると考えられる。また、これら一連の
言及のなかで展覧会や展示という言葉は使用されていない。よって、
この言及から吉澤は、アートプロジェクトにおける“制作行為”の
面に着目していると考察することができる。
また、国内で長期間に渡って継続している「取手アートプロジェ
クト」は、フェスティバル形式のアートプロジェクトである。「半
農半芸」、「サンセルフホテル」、「いちねんせいのさくひんてん」
など独立した独自のプロジェクトを展開しており、展示を伴うにし
てもその期間はプロジェクトごとに異なる。このように取手アート
プロジェクトは複数の取り組みを同時に運営しており、一般的なア
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43 取手アートプロジェクト Web サイト
には以下のように基本情報が記載されて
いる。
取手アートプロジェクト（TAP=Tor
ide Art Project）は、1999 年より
市民と取手市、東京芸術大学の三者
が共同で おこな ってい るアー トプ
ロジェクトです。
芸術によ る文化 都市を 目指す 取手
のまちをフィールドとして、アーテ
ィストの活動支援と、市民の芸術体
験・創造 活動の 仕組み づくり によ
り、芸術表現を通じた新しい価値観
の創造を目指して活動しています。
『TORIDE ART PROJECT』（取手アートプ
ロジェクト HP）、https://toride-ap.gr.
jp/about（2020 年 9 月 26 日アクセス）

ートフェスティバルとは異なりアーティスト作品の展示ベースでは
ないと見なせるプロジェクト型の活動を積極的に実施している。こ
うした、多様な形態のアート活動を運営する母体の名称が、取手“ア
ートプロジェクト”であることは、国内で形式化したアートフェス
ティバルが増加するなかで、重要であると考えられる 43。
ただし、この取手アートプロジェクトにも関わってきた熊倉純子
は前述の監修した著書で、「アーティストたちのプロジェクト型の
活動事例」44 を大きく 3 つのタイプに分けている。1 つ目が「地域住
民の参加などを前提とした仕組みを持ちつつ、アーティストの署名
性が高いプロジェクト」45、2 つ目が「アーティストが活動のきっか
けや仕組みをつくりながらも、一般の人びとが活動の担い手となる
ことで「アーティストの作品」という概念をはみ出す、システム型

44

熊倉純子（監修）、前掲、p.23

45 熊倉純子（監修）、前掲、p.23
ほかに、代表的な事例に川俣正の活動が
あげられ、
「このような活動は一般に、
「ア
ーティストの作品」と美術界でとらえら
れる傾向が強い」と述べられている。

のアートプロジェクト」46、3 つ目が「アーティストがプロデューサ
ーとしての力量を発揮するケース」47 という 3 つのタイプである。
つまり、ここで例としてともにあげている事例から見ると、熊倉純
子らは「アーティストたちのプロジェクト型の活動」については、
アートフェスティバルや展示を必須条件としているわけではないと

46 熊倉純子（監修）、前掲、p.23
ほかに、代表的な事例に藤浩志の「かえっ
こ」、日比野克彦の「明後日朝顔プロジェ
クト」をあげている。
47 熊倉純子（監修）、前掲、p.23
ほかに、このタイプの代表的な実践者に
中村政人や山出淳也をあげている。また
「ただこの場合は、アーティスト自身は
生み出したプロジェクトを作品とはとら
えていないようだ。」と、誰の視点から見
てとらえるかによって作品と見なせるか
どうかが変わってくるという曖昧な点に
ついても述べられている。

考えていることが分かる。
・柔軟性
前述の引用文で（略）とした、熊倉らによる著書のベースとなっ
た報告書であげられている日本型のアートプロジェクトに認められ
る欧米と異なる特徴のもう 1 つとして、以下のように述べられてい
る。

もう一つは、個々の活動においてミッションが明確ではない点
である。フェスティバル全体としては、主にスポンサーである
行政の政策として「地域振興」を掲げていることが多いのに、
48 熊倉純子、長津結一郎、アートプロジ
ェクト研究会（編著）、前掲、p.4
49 吉澤弥生、前掲『芸術は社会を変える
か？─文化生産の社会学からの接近』、p.
7

そこに参加する個別の作品や活動は、あまり社会的なミッショ
ンを明確に掲げようとしない 48。

50

同上、p.8

ここでは地域振興を目的として行われる地域名を伴うアートフェス

51

同上、p.8

ティバルにおいて、アーティスト達は社会的な使命を明確に掲げな
いということ、言い換えると社会的な目的を掲げたりその目的達成
のための手段化を押し出す姿勢を見せたりしない傾向がある点につ
いて言及している。
また、吉澤は前述の著書で、二十世紀の「社会的な文脈を意識す
る」49 芸術の変容を述べたのち、アートプロジェクトを通して進む
「芸術の社会化」50 について、
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それぞれが明確な輪郭や主義・主張をもって既存の制度を否定
しようとしているわけではない。むしろ、それぞれが自分たち
の芸術／アートをつくりだし、既存の芸術に対するさまざまな
オルタナティヴを示しながら、結果的に表現の多様性を担保す
るような実践といえる。51

と述べている。つまり、アートプロジェクトを実施するアーティス
ト達は、既存の「芸術／アート」を否定せずに、柔軟に個々の表現
を展開していると読み取ることができる。
アートプロジェクトに対する、熊倉らによる社会的な使命を掲げ
ない傾向にあるという言及と、吉澤による既存の芸術／アートを否
定しないという言及からは、アートプロジェクトやその実施アーテ
ィスト達は、基本的には様々な地域や社会現場に展開させやすい柔
軟な性質を持つと考えることができる。

(3) プラス面とマイナス面

アートプロジェクトにより、地域住民以外の人々の来訪や、日常
生活とは異なる地域住民の行動、役割が生じ、来訪者にとっても地
域住民にとっても、普段とは異なるコミュニケーションや、新たな
人間関係が生じることがある。また、アートプロジェクトにより、
アーティストではない一般の参加者がアート活動を行うことができ
る。複数のアーティストが集まるアートフェスティバルでは、アー
ティスト同士の交流が生まれ意識を高め合うよい契機になっている
だろう。一方で近年、国内では、地域で行われる芸術祭を中心に問
題点を指摘する声があがっている。
52 1968 年前後に生まれた美術制度を問
う等により生じた一連の運動的な芸術。
藤 田 直 哉 は 赤 瀬 川 原 平 に よ る 「イ ベ ン
ト」、寺山修司による「市街劇」、フルク
サスによる「ハプニング」を例にあげてい
る。藤田直哉（編著）、2016、『地域アー
ト─美学／制度／日本』、堀之内出版、p.
35

SF・文芸評論家の藤田直哉は、著書のなかで「注意すべきは、現
在の日本で行われているアートが、それらの過去の運動 52 を自身の
正当化の根拠のようにしながら、結局は、国策の一環であるかのよ
うな「地域活性化」に奉仕してしまって、閉じていく現状である」
53

と述べている。そして、「政治思想や社会の動向に随伴し、既存の

53

同上、p.35

54

同上、p.40

権威を用いて自己正当化することは、美術固有の存在価値を毀損し

55

同上、p.41

ているのではないか」54、「芸術が芸術という固有の領域であること
により期待されていた、現世を超えたある種の力を、失うことには
ならないか」55 とも述べている。当然、共創の姿勢によるアートプ
ロジェクトだけがアートの全てではないため、これら藤田による指
摘は、アート自体の本質に関する重要な議論であると考えられる。
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社会学、消費社会論、地方都市論などを専門とする立教大学社会
56 貞包英之、2016、「アートと地方の危
険な関係～「アートフェス」はいつまで続
くのか？」、『現代ビジネス』（講談社）、
2016 年 9 月 24 日、https://gendai.isme
dia.jp/articles/-/49691（2019 年 8 月 6
日アクセス）
57 『ウェブ版美術手帳』（BTCompany）、
2019、
「茨城県北芸術祭が開催中止へ。
「真
に効果的であったか曖昧」」、2019 年 3 月
19 日、https://bijutsutecho.com/magaz
ine/news/headline/19511（2020 年 3 月 2
0 日アクセス）

学部教授の貞包英之は、各地のアートフェスティバルで扱われる、
市民参加型であったりハプニング的であったりするアートは、市場
での取り引きがし難いため、「スター的なキュレーター/プロデュー
サーの目に叶うことがアートであるための必要条件になり、逆にみ
れば、そうした「保護者」を求めるアートの性質が、キュレーター
/プロデューサーの権力をますます強めているのである」と述べてい
る。貞包は、それを「大都市」が地方を見出す「承認のゲーム」と
も述べ、その先には、地方のアートフェスティバルは過酷な競争に

58 中止を明らかとした答弁内で大井川
知事はほかに、「『県北振興チャレンジプ
ラン』の策定や、日立市かみね動物園への
ジャイアントパンダの誘致などで、効果
的な県北振興に全力で取り組む」と述べ
たと記載されている。
『産経新聞』電子版、2019、「茨城県北芸
術祭は中止 知事「効果的か曖昧」」、2
019 年 3 月 4 日 19:38、https://www.san
kei.com/politics/news/190304/plt1903
040014-n1.html（2020 年 3 月 20 日アクセ
ス）

59 原発事故を受けて現代美術作家のヤ
ノベケンジにより制作され、福島市内の
施設エントランスに展示された子どもの
像「サン・チャイルド」が、市に寄せられ
た批判や来場者へのアンケート結果を背
景として撤去された。木幡浩市長は「合意
形成のプロセスを欠き、反省している」と
述べている。
古源盛一、丸山ひかり、2018、「防護服着
た像、福島市が撤去へ」、『朝日新聞デジ
タル』、https://www.asahi.com/article
s/ASL8X4SLSL8XUTIL01R.html（2020 年 3
月 20 日アクセス）

巻き込まれ、いずれは一部を残し衰退していくと予想している 56。
2016 年に初回が開催された茨城県北芸術祭は、2019 年秋に 2 回
目の開催が予定されていたが、
2019 年 3 月に中止が明らかとなった。
その理由として茨城県の大井川知事は、「持続的な地域の発展」に
対し「真に効果的であったか曖昧」と述べた。この背景には、2 回目
開催を承認した 2017 年 5 月時点では、実行委員会会長は前知事の
橋本昌であり、知事交代後に延期、中止へと変化していった。そこ
で記事では「知事の交代によってその命運が左右される、という地
域の芸術祭の構造が浮き彫りになったかたち」であると述べられて
いる 57、58。また、別の取り組みにおいては、芸術施設外でアートが
展開された際のトラブル事例も複数生じている

。美術家の川俣正

60

は、2011 年に実施した独自の調査 では、関与する住民は実は「ア
ートに対して予想以上に興味がな」61 く、「自分たちの生活とは全
く違うものとして、
非常に冷めた見方をしているという結果が見え」
62

60 川俣正は 2010 年に、越後妻有の住民
が芸術祭のおかげで元気になったと聞く
のでそれを確かめるための調査を行なっ
た。調査は精神科医による対話を通して
行われ、かなり躁鬱的な人が多く、アート
への興味が予想以上にないという結論が
でた。そこから、もともと鬱状態の人が多
いという地域性の問題を確認することが
できたと述べている。
川俣正、2014、
「画一的になった“サイト・
スペシフィック”を壊す」、熊倉純子（監
修）、菊地拓児、長津結一郎（編）、『ア
ート プ ロジ ェク ト ─芸 術 と共 創す る 社
会』、水曜社、p.298

59

たと述べている。そしてこの調査結果に対して加治屋健司は、

「個々のアートプロジェクトの問題というよりも、日本のアートプ
ロジェクトの構造的な問題であろう。恒久的な展示場所をもつ美術
館と異なり、仮設的・実験的であるアートプロジェクトにおいて、
教育普及は必ずしも容易ではない」63 と、教育普及の視点から芸術
施設とも比較して問題点を述べている。また同著書内で加治屋健司
はアートプロジェクトの「継続的な事業モデルの強調」64 という姿
勢が「助成団体の意向に配慮して、社会批評性に代表されるような

61

同上、p.298

作品の自由度を縮減させ、アートプロジェクトのフォーマットに適

62

同上、p.298

した表現ばかりを生み出すことになってしまわないだろうか。」65 と

63 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
p.122

「継続性」が引き起こしうるマイナス面について述べている。
住民がボランティアとして支えるアートフェスティバルが型式化
によって継続性が求められるなかで生じる弊害に関連し、金沢 21 世

64

同上、p.120

65

同上、p.121

紀美術館の学芸員であった鷲田めるろは「参加を促すアートプロジ
ェクトがファシズムに陥る」66 危険性について指摘している。また、
その回避手段に「作家や主催者が、プロジェクトの所有権を参加者
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に開放する」67 ことと、「参加者の組織化を避ける」68 ことをあげて
いる。
美術家、美術批評家の白川昌生は、著書にてアートプロジェクト
の危うさを指摘している。「ひとつの市場となり、スターとブラン
ドを生み出す市場システムの歯車のひとつになっている」69 とアー
66 鷲田めるろ、2009、「アートプロジェ
クトの政治学」、川口幸也（編）、『展示
の政治学』、水声社、p.243
67

同上、p.250

68

同上、p.250

トの本質的な力の追求からは外れている現状を指摘し、

そもそもアートプロジェクトは印刷物ではなく、アート制作の
現場での直接的関係を相互に体験して、共働で作業してゆく過
程の共有と社会化が一つの目的であったはずだが、「参加しな

69 白川昌生、2010、『美術館・動物園・
精神科施設』、水声社、p.99
70

い人への、あるいは参加できない人への想像力」の欠落は見逃

同上、p.101

され、いつしか美術界での「評価」が優先されるようになった
ために、メディアを使用した事前、事後の広報活動が重視され
るようになったと思えてならない。70

と、参加しない人や参加できない人について想像する必要性につい
て言及している。

0.2

研究の目的

0.2.1 主目的

ここまで、コミュニケーション型アートがアートプロジェクトに
含まれる 1 つのジャンルであることを関連文献から確認した。また、
本研究では筆者による造形活動を伴うコミュニケーション型アート
の実践を主な研究対象とすることから、本研究の主題を“造形活動
を伴うコミュニケーション型アート”
とすることを述べた。そして、
関連する文献から、アートプロジェクトの概要や問題点について述
べた。
それらの問題点のなかから、2 点をあげる。1 点目は、貞包英之の
71 藤田は著書で「現世を超えたある種
の力」、「世界を全的に変えてしまうよう
な鮮烈な力」と述べている。藤田直哉（編
著）、前掲、p.41

指摘と関連し、藤田直哉が指摘する、本来の芸術の力 71 が消えてし
まわないかという懸念、そして 2 点目は、川俣正や鷲田めるろ、白
川昌夫らの指摘の根底にある、参加する、または参加しない人々へ
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の想像力の欠如である。矛盾をはらむと見ることもできる、これら
の点が解決に近づいたなら、“より豊かなアート活動”に近づくと
考えられる。そこで、コミュニケーション型アートを、より“豊か
な活動”に近づけるための指標として、本研究では、指標 1）本来
の芸術の力が消えてしまわないようにすること と、指標 2）参加す
る/参加しない人々への想像力が欠如しないようにすること を設

定する。
ここで言う“豊か”についてであるが、そのアート活動に関わる
さまざまな立場の人それぞれの求めに応えるほど“豊かな”アート
活動に近づくと、本研究では考える。例えば、楽しさや嬉しさ、喜
びなど“快”の感情を求める個人にとってはその快をどれだけ得ら
れたか、思考を求める個人にとってはその思考をどれだけ働かすこ
とができたかという具合である。また、その個人の立場を実施団体
の運営者として見た場合には、実施する現場ごとに異なるアート活
動の目的にどれだけ近づけられたかということになる。それらは、
まちの賑わい創出、子ども達への地域教育、個々人の主体性を引き
出す、療養環境の改善 など多様である。また現場が芸術施設の美術
館であれば、1 つに、現在の社会においてどれだけ適切なアートを
公にして価値付けることができたかという点と述べることもできる
だろう。
こうした状況をふまえ、本研究では、造形活動を伴うコミュニケ
ーション型アートに着目してそれら問題点の解決を試みる。まず、
主に文献調査から、以下の主目的 1 に向けて研究を進める。

“主目的１：造形活動を伴うコミュニケーション型アートのさまざ
まな特質を明らかにする”

次に、主目的 1 に向けての進めた研究結果をふまえつつ、主に実践
の省察から、以下の主目的 2 に向けて研究を進める。

“主目的 2：造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな
活動として行うための在り方を共有可能なものとする”

造形活動を伴うコミュニケーション型アートの実態や課題、向上さ
せるための在り方に関する学術的な研究が充実しているようには見
られない。そこで、本研究は、造形活動を伴うコミュニケーション
型アートに焦点を当てた研究の前進に貢献すると考える。
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0.2.2 主目的解明に向けての段階的な目的

まずは主に文献調査から、本研究におけるコミュニケーション型
アートの定義、様式、様式と用語の生じた時期を示す。そして、コ
ミュニケーション型アートのルーツを国内を中心としたアート史か
ら示す。そして、調査によって抽出した事例からコミュニケーショ
ン型アートを観点別に分類する。これらより、“主目的１： 造形活
動を伴うコミュニケーション型アートのさまざまな特質を明らか
にする”の解明を試みる。

そして、前述したが、筆者には 15 年半の間に渡る、様々な病院や
地域においての造形活動を伴うコミュニケーション型アートの活動
歴があり、その実践を手掛かりとして研究を進めることが可能であ
る。そこで、次に、“主目的 1”をふまえた上で、筆者による過去の
ゴブリン制作活動を省察し、必要に応じて他の事例や研究と照らし
合わせながら、
その実践から得られた知見を明らかにする。
まずは、
アートの歴史的変遷と連動する社会の動きから、筆者による活動を
多様な社会現場との連携によって実現させてきた背景を明らかにす
る。また、コミュニケーション型アートの分類と筆者による活動を
照らし合わせることで、コミュニケーション型アートのなかでの筆
者による活動の位置づけを明らかにする。そして、ゴブリン制作活
動の構造に着目してさらに分類し、構成要素を明らかにして共有可
能なものにする。そして、ゴブリン制作活動を病院や地域など多様
な社会現場と連携して展開する中で生じたコミュニケーションに関
するエピソードを省察し、その実態や課題などから、“主目的 2：
造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな活動として
行うための在り方を共有可能なものとする”の解明を試みる。

0.3

研究の方法

0.3.1 研究対象

第 1 章から第 2 章は、20 世紀から 21 世紀の主に国内におけるア
ートプロジェクトに関連する文献を中心的な研究対象とする。
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そして第 3 章から第 5 章は、2005 年 8 月から 2021 年 1 月現在ま
で 15 年半の間に行われたゴブリン制作活動およそ 200 件を研究対
象とし、特に「病院との連携による活動」と「地域との連携による
活動」を主たる研究対象とする。その過去活動の具体的なデータと
しては、活動ごとの記録写真、記録映像、
記録 Blog のテキスト記事、
過去の展示のために作成したエピソードテキスト、活動の進行中に
記したスケッチやテキストによるメモ、新聞に掲載された記事など
を用いる。

0.3.2 基本姿勢

(1) 「Arts-Based Research＝ABR」・「芸術的省察による研究」を
基本姿勢とした研究の構造

本研究の、文献による調査から述べつつも筆者による活動の省察
を 中 心 に 進 め て い く と い う 研 究 全 体 の 構 造 は 、 「 Arts-Based
Research＝ABR」、そして後述する「芸術的省察による研究」という
考えを研究への基本姿勢として参照している。1993 年にスタンフォ
72 情報を参照した。
小松佳代子（編著）、2018、『美術教育の
可能性─作品制作と芸術的省察』、勁草書
房、iii
73 笠原広一、2019、「Arts-Based Resea
rch による美術教育研究の可能性につい
て─その成立の背景と歴史及び国内外の
研究動向の概況から─」、美術教育学(美術
科教育学会)、40、pp.114-115
74

小松佳代子（編著）、前掲、iii

75

同上、pp.75-76

76 リーヴィーに関する小松佳代子によ
る考察を参照した。同上、pp.80-83
77 岡原正幸（編著）、2020、『アート・
ライフ・社会学─エンパワーするアートベ
ース・リサーチ─』、晃洋書房、iii
78

同上、ii

ード大学においてアイスナーが開催した研修会でこの言葉が始めて
明確に使用され

72

、その後も広がりを見せている研究への考え方で

あ り、 教育 学研 究者 の笠原 広一 は国 際学 会等でも Arts-Based
Research や関連する言葉が見られるようになってきていることを
述べている 73。教育哲学、美術教育を専門分野とする研究者の小松
佳代子によると、Arts-Based Research とは「芸術家が作品制作に
おいて行っている探究を研究と位置付け、従来の自然科学、あるい
は人文社会科学野方法では救いとれなかった問題に迫ろうとするも
の」74 で、以下のようにその詳細を述べている。

通常の科学的研究において求められるような、研究対象から距
離をとって客観的な分析をするとか、複雑な事象を図式的に理
解するといった方法論とは全く異なる研究の姿である。研究者
（＝制作者）は、研究（＝制作）のプロセスに参与し、そのこ
とによって研究者（＝制作者）自身の変容が促されるようなあ
り方である。そのように、研究者が自ら研究している事柄に参
与することで。研究が進行するのと同時に研究者自らの変容も
生じるという意味で、それは臨床的な知だと言えるだろう。75
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一方、アメリカのリーヴィーや、日本の岡原正幸は、社会学を人々
に開いていく研究スタイルとして Arts-Based Research を積極的に
活用している 76、77。その岡原正幸は、社会学における活用に関して
次のように述べている。

学術的な研究作業のプロセス全体で、とくに最終的なアウトプ
ットにおいて文字媒体を主とするテクストだけではなく、写真、
映像、パフォーマンス、ダンス、演劇、あるいは平面、立体、
インスタレーション、アートプロジェクトなどの美術、サウン
ドや音楽、さらに文字や文章を使うとしても小説や詩や戯曲な
どの文学を媒体として公開される研究スタイルを ABR と考えて
いる 78。

小松佳代子は、岡原らによる Arts-Based Research への動向を述べ
た後、国内の美術系大学で行われる Arts-Based Research の固有性
に着目し、

「日本の」「芸術系大学の」「理論研究と実技研究を二つなが
らに追求する」「美術教育に関わる」研究の場だからこそ、発
想できる ABR というものがあっても良いのではないか。それを
わたしたちは「芸術的省察による研究」と呼び、ABR をあえて
そのように翻訳したい。79

79

小松佳代子（編著）、前掲、p.92

80 渡邉誠介、板垣順平、小松佳代子、
2019、「（試論）長岡造形大学大学院研究
方法論の模索」、
『長岡造形大学研究紀要』、
16、p.121

と、あえて「芸術的省察による研究」と述べている。また、小松は
別の文献でやや表現を変えたうえで以下のように述べている。

私自身は、美術制作者の思考・探究過程に即して、芸術制作に
おける構想や素材や技法の探究、あるいは表現・展示に至る一
連の制作行為において、論理的な思考とは異なるとはいえ、芸
術に固有の何らかの知性が働き、それを他者に共有可能にする
ことをもって「芸術に基づく研究」と理解している。そうした
研究のあり方は、研究者が対象を外在的に観察し分析するとい
うようなスタイルではなく、自らの制作行為を研究対象とする
ことで、その過程において研究対象に研究者が巻き込まれるこ
とになり研究者自身が変容することにも特徴がある。80

ここで述べられている「論理的な思考とは異なるとはいえ、芸術に
固有の何らかの知性」は、本研究の“主目的 2：造形活動を伴うコ
ミュニケーション型アートを豊かな活動として行うための在り方
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を共有可能なものとする”について考える際の手がかりとなる。こ

の“在り方”を小松の述べる「知性」としてとして捉え、「他者に
共有可能にすることをもって「芸術に基づく研究」となるように研
究を進める。

(2) 実験的ワークショップによる気づき

“Arts-Based Research・芸術的省察による研究”を基本姿勢とす
るに至った経緯について述べる。2016 年度に複数の社会現場で実験
的なコミュニケーション型アートを実施したのだが、そこで感じた
81 2016 年度に開催した、関彰商事株式会
社のギャラリー（茨城県つくば市）、あお
ぞら児童クラブ（茨城県つくば市、学童保
育施設）、みどりのレジデンス（茨城県つ
くば市、老人ホーム）で実施した 3 件の実
験的活動。顔をつける作品とつけない作品
の制作による感想の差異などを参加者へ
の質問紙によって調査した。
82 筆者がアーティストとしてアート活
動を行う際に名のる名称。ペイント白衣を
着用する。詳細は後述する。
83 病院における活動などにおいては、活
気が少なめで静かに進むことが適してい
る状況もある。その状況を、心のなかに活
気が生まれていると捉えることもできる
だろう。

違和感が手がかりとなった。参加者は、条件を変えながら造形活動
を伴うコミュニケーション型アートを行い、質問紙によって“満足
度”や“難易度”などを答えるというものであった 81。感じた違和
感の大きなところは、アーティストとして振る舞う自身の存在を、
実験の場でどう扱えばよいか迷った点であった。造形に着目した実
験において、結果に“アーティストの存在”という要素が影響を与
えないように考慮し、筆者の従来の活動スタイルである“ゴブリン
博士”82 になりきって振る舞う、ということを意識的にあえて行わ
ないようにして実施したときのことである。実験における場の様子
は、普段の活動とは質の異なるものであった。

84

小松佳代子（編著）、前掲、iii

85

同上、pp.75-76

ていると感じた活気 83 を場に加えるように振る舞うことができたの

86

同上、p.76

だが、
そうすると造形以外の要素が結果に影響を与えてしまうため、

その実験の場が、普段のゴブリン制作活動であったなら、不足し

最小限の言葉がけにより進行させた。その際、ペイント白衣は着用
していない。この不足を感じた経験からは、活動中に場の様子を汲
み取りながらアーティストとして振る舞う普段の筆者について、振
る舞わないことから逆に理解することができた。また、これまでの
実践のなかで、実際に目の前の人の発話や表情などから伝わってき
たエネルギーは、実験的ワークショップの質問紙項目に現れる数値
とはやや“質”の異なるものであるとも考えることができた。そこ
で、新たな実験という条件下の活動ではなく、実施してきた制作活
動を主な研究対象とした研究とする方向性へと切り替えた。
さらに、
研究方法について調査するなかで、まず“質的研究”という研究ア
プローチに可能性を見出し、それから、「芸術家が作品制作におい
て行っている探究を研究と位置付け」84 るという小松が提唱する「芸
術的省察による研究」に行き着いた。Arts-Based Research では、
「研究者（＝制作者）は、研究（＝制作）のプロセスに参与し、そ
のことによって研究者（＝制作者）自身の変容が促される」85 とし、
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「臨床的な知だと言える」86 という小松の言葉から、これまで 15 年
間の制作活動によって筆者自身も変容してきたと考えられる点と、
本研究においても筆者自身が省察によって新たな見方を培うことが
できるであろう点が結びついたことも、“Arts-Based Research・芸
術的省察による研究”に行き着いた理由である。

(3) 質的研究、文献調査による研究という捉え方

Arts-Based Research・芸術的省察による研究はまだ新しい研究姿
勢であり、そのための具体的な手法は十分には解明されていないと
見られる。そこで、既存の研究手法からも本研究の基本姿勢につい
て捉えて述べる。
前述したが、質的研究として可能性を見出したのちに ABR に行き
着いたわけだが、特に第 3 章以降は質的研究 87 であると捉えること
87 質的研究の概要について参照した。
能智正博、2005、「質的研究の質と評価基
準について」、
『東京女子大学心理学紀要』、
1、pp.87-97
88 抱井尚子、2011、「質的研究の概要」、
末田清子、抱井尚子、田崎勝也、猿橋順子
（編著）、『コミュニケーション研究法』、
ナカニシヤ出版、p.139
89 大谷尚、『SCAT Steps for Coding an
d Theorization 質的データの分析手法』、
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otan
i/scat/#02（2020 年 9 月 28 日アクセス）
90 大谷尚、2017、「質的研究とは何か」、
『YAKUGAKU ZASSHI』
（日本薬学会）、137(6)、
p.654

ができる。その理由に、中心的な研究対象が筆者によるゴブリン制
作活動の一事例である点、データについては過去活動の写真、
映像、
記録 Blog のテキスト記事など多様な形態のデータを用いる点、そ
してデータの解釈は実施者でもある筆者が行うため主観が反映され
る点があげられる。また、筆者は様々な現場での活動数を重ねるな
かで、より“豊かな活動”となるように改善に向けて模索を繰り返
してきたが、この過程は質的研究の循環的プロセス」88 に近いと見
ることができる。実践者である筆者自身が主体的に研究対象を解釈
するという本研究の過程が、このプロセスに通じると考えられるか
らである。
一方で、第 2 章までは、主に文献調査によってコミュニケーショ
ン型アートの定義や文献について考察する。そこで、この点におい
ては文献調査による研究であると捉えることができる。

(4) 研究方法により生じる問題点への姿勢

本研究では、Arts-Based Research・芸術的省察による研究を基本
姿勢として、文献調査による研究と質的研究と捉えられる手法を組
み合わせて進めるということをここまでで述べたが、研究対象とし
“主
て筆者による実践への比重が高いため、
特に主目的の 1 つである
目的 2：造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな活動
として行うための在り方を共有可能なものとする”の解明は慎重に

行う必要がある。
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質的データ分析手法 SCAT89 の開発者である大谷尚は、質的研究の
特徴の 1 つに、「⑦ 研究対象の有する具体性や個別性を通して一
般性や普遍性を追求する」90 と述べている。つまり、質的研究と捉
えられるから「一般性や普遍性」を無視してよいわけではない。本
研究でも、研究対象の「具体性や個別性」を活かして、アーティス
トや運営関係者、そして研究者の助けになる共有可能な知見を示し、
普遍的な知の解明を目指すことを意識して進めていくこととする。

0.3.3 章ごとの研究方法

前述の段階的な目的と重複する記述があるが、章と対応させなが
らあらためて述べつつ、章ごとの研究方法について以下に述べる。

第 1 章では、20 世紀から 21 世紀の主に国内におけるアートプロ
ジェクトに関連する文献、そのなかでも具体的にコミュニケーショ
ン型アートに関して述べていると考えられた文献を中心的な研究対
象とし、コミュニケーション型アートについて、本研究における定
義、様式、様式と用語の生じた時期から示す。

第 2 章では、まず、アートプロジェクトに関連すると考えられた
文献の調査により国内を中心としたアート史を概観し、コミュニケ
ーション型アートのルーツに関して考察する。そして、その文献の
調査から抽出したコミュニケーション型アートの事例を対象に考察
し、見出した観点ごとに分類する。

第 3 章以降ではゴブリン制作活動を中心的な研究対象として省察
し、必要に応じて序章、第 1 章と第 2 章における文献調査による考
察の内容に言及する。そのために第 3 章では、筆者が過去 15 年半の
間実施してきたゴブリン制作活動の全体像を示すことを目的とする。
まずは、第 2 章で述べたアートの歴史的変遷、そして連動する社会
の動きから、筆者による活動が生じた背景を示す。次に、第 2 章の
コミュニケーション型アートの分類とゴブリン制作活動を照らし合
わせ、コミュニケーション型アートのなかでの筆者による活動の位
置づけを示す。それから、ゴブリン制作活動を観点別に分類して構
成要素を示し、それぞれについて述べ、あわせてゴブリン制作活動
の課題を述べる。
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第 4 章、第 5 章では、ゴブリン制作活動を通して筆者自身が体験
してきたコミュニケーションに関するエピソード（筆者の印象に残
るできごと、生じた問題やその解決プロセス など）を省察する。ま
ずそれらエピソードを省察して一部を記述し、それから記述したエ
ピソード考察し、ゴブリン制作活動を、より“豊かな活動”として
行うための在り方を示して共有する。

終章では、第 1 章と第 2 章の結果に第 3 章以降の考察の内容を照
らし合わせ、あらためて“主目的 1：造形活動を伴うコミュニケー
ション型アートのさまざまな特質を明らかにする”の結果を確認し

て整理する。そして、ここまでのゴブリン制作活動に関する省察の
結果に、“主目的 1”の結果と第 2 章以前の文献調査による考察の
内容をあらためて照らし合わせて、“主目的 2：造形活動を伴うコ
ミュニケーション型アートを豊かな活動として行うための在り方
を共有可能なものとする”の達成を試みる。
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第1章
コミュニケーション型アートに関する言説
1.1

本章の概要

1.2

コミュニケーション型アートへの具体的言説の比
較

1.3

コミュニケーション型アートの様式と用語の出現
時期

1.4

小括
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1.1

本章の概要

序章でも述べたが、本研究における基本定義が“人と人とのコミ
ュニケーションを重視するアート活動”であるコミュニケーション
型アートは、アートプロジェクトというジャンルに含まれる 1 つの
制作形態であるという前提のもとで本研究における議論を進めてい
く。しかし、そのさらに具体的な定義に関してはこれまでどのよう
に述べられてきたのであろうか。
また、コミュニケーション型アートは、近年は単独で言及される
1

この点も本章で確認していく。

というよりも、アートプロジェクトと一括りにして論じられ、一般
的に用いられている傾向にあるようだ 1。ではコミュニケーション
型アートという様式の出現時期、また用語自体が現れた時期はいつ
頃のことなのだろうか。アートプロジェクトに関してであれば、後
述する加治屋健司による研究や序章で言及した熊倉純子らによる定
義において 1990 年代と述べられている。
本章は、研究を進めるにあたって、本研究におけるコミュニケー
ション型アートの定義を提示することと、コミュニケーション型ア
ートの様式が出現した時期、用語自体が現れ用いられ始めた時期を
明らかにすることを目的として進める。そのために、まず、コミュ
ニケーション型アートに関して具体的に詳細が述べられている 3 文
献を研究対象とし、言説を考察する。次に、様式と用語自体の出現
時期を解明する手がかりとなると考えられた 7 文献（第 2 節の 2 文
献を含む）を研究対象とし、考察する。

1.2

コミュニケーション型アートへの具体的言説の
比較

1.2.1 具体的言説

コミュニケーション型アートについて理解するために、コミュニ
ケーション型アートやそれに近い用語が掲載され、具体的に詳細が
述べられている箇所を文献資料からあげる。なお、文献 1 と文献 2
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2

萩原康子、熊倉純子（編）、前掲

3 村田真、2001、「「もの」から「コミュ
ニケーション」へ」、萩原康子、熊倉純子
（編）、『社会とアートのえんむすび 199
6-2000─つなぎ手たちの実践』、ドキュメ
ント 2000 実行委員会、p.116
4 美術家の藤浩志による 1999 年の展示
をきっかけして始まった、人々が家庭から
排出されたビニール・プラスチック類を持
ち寄り分別・コレクションし、作品を制作
するプロジェクト。そして、このなかの企
画として「かえっこ」の形式が生まれる。
以上は 村田 真に よる 概要を 筆者 がま とめ
て述べた。同上、pp.138-141
また、「かえっこ」については、吉澤弥生
が、「子どもがいらなくなったおもちゃを
物々交換する、お金を使わない遊びのお店
のシステムである。」と述べている。また、
同じ頁で藤浩志の活動について、「「アー
ト」を美術史ではなく社会のなかに位置づ
け、地域の人たちと対話を通してさまざま
な表現活動をおこなっている」と、「美術
史ではなく社会のなかに」と述べている点
にも着目したい。吉澤弥生、前掲『芸術は
社会を変 える か？——文化生産 の社会 学か
らの接近』、p.101
5 美術家のきむらとしろうじんじんが、1
995 年から始めた活動。窯と絵付け道具を
積んだ特製のリアカーを引いて、派手な衣
装とメ イク で現 れる アーテ ィス トと とも
に、参加者は街頭で茶碗の絵付けとお茶を
一服楽しむ。国内各地だけでなく、国外で
も開催している。以上はアサヒビール株式
会社環境社会貢献部（当時）の山城純一が
述べる概要を筆者がまとめて述べた。山城
淳一、「ケーススタディ 1.野点─きむら
としろう じんじん」、萩原康子、熊倉純
子（編）、『社会とアートのえんむすび 1
996-2000─つなぎ手たちの実践』、ドキュ
メント 2000 実行委員会、p.145-149、pp.1
45-146
ただし、同じ山城純一による文章内で、ア
ーティ スト 自身 によ る言葉 も含 むか たち
で、「さらには「野点」を「コミュニケー
ションをテーマとしたアート活動」とは見
てほしくないとも。「そう思われがちなん
ですが、むしろ自分がどれだけコミュニケ
ーションを誘発する存在となって、あるい
はコミ ュニ ケー ショ ンその もの を携 えて
人のな かに 入れ るか ってい うほ うに 喜び
を見出します」。」（同上、p.149）と述べ
ている。この点からは 1 つの用語にまとめ
てしまうこと（まとめられてしまうこと）
の難しさが読み取れる。アーティストの意
図など、個別の活動のなかにある差異には
常に注意したうえで、本研究のなかでも事
例を見ていく必要がある。
6 美術家の小沢剛によるシリーズについ
て、村田真は、「もともと、描きかけの絵
をいろんな人に見せて相談しながら加筆・
修正していく、つまり作品の運命をなかば
他者に ゆだ ねる 」と いう制 作だ った もの
が、その後に「相談芸術大学」、「相談芸
術カフェ」「相談芸術ホテル」へと発展し
ていき、「結果が予測できないことを手法
化した「相談芸術」そのものが、本人の予
想を超 えて ひと り歩 きして しま った わけ
だ。」と述べている。村田真、「「もの」
から「コミュニケーション」へ」、萩原康
子、熊倉純子（編）、前掲、p.124

においては各書籍内で取り上げる記述の位置づけを示すために目次
を掲載する。なお、下線は筆者による。

(1) 文献 1：萩原康子・熊倉純子（編）『社会とアートのえんむすび
1996-2000―つなぎ手たちの実践』（2001 年、ドキュメント 2000 プ
ロジェクト実行委員会）2
目次
はじめに（森司著）
0）「脱美術館」化するアートプロジェクト（村田真著）
1）まちに出たアート（橋本敏子著）
2）社会の他の領域への侵入─サービスと芸術創造の狭間で
・社会の襞のなかへ入るアートプロジェクト（小暮宣雄著）
・QOLC と QOLC 以降─わたしたちはそれぞれになにを所有し、
互いになにを交換したのか（森岡祥倫著）
3）美術作品とコミュニケーション
・「もの」から「コミュニケーション」へ（村田真著）
・コミュニケーション型アートが問いかけるもの（樋口昌樹著）
4）アートプロジェクトを支えるシステム
・「アートの家」がまちに生まれる可能性 ─拠点づくりと組織運
営（熊倉純子著）
・アート NPO の可能性と諸課題（加藤種男著）
5）資料編

本書には、
「ドキュメント 2000 プロジェクト」が 1996 年から 2000
年にかけて支援したアート活動の記録と、それに基づく論考が掲載
されている。ここでは「第 3 章 美術作品とコミュニケーション」
における村田真と樋口昌樹による記述を取り上げる。

まず、美術ジャーナリストの村田真は、「「もの」から「コミュ
ニケーション」へ」3 と題した節のなかで、藤浩志が始めた「ビニー
ル・プラスチック・コネクション」4、きむらとしろうじんじんによ
る「野点」5、小沢剛による「相談芸術」シリーズ 6、宮島達男が始め
た「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」7 などを「「アートプロジェ
クト」の一部」8 として例示し、以下のように述べている。

彼らにとって「アート」とは作品をつくることではなく、見知
らぬ人々と出会い交流するなかから生み出していくものなので
ある。どうやら彼らは「コミュニケーション」こそ「アート」
だと考え、そのために他者と「コラボレーション」しているら
しい。9
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また村田は、アートとは「作品にあらかじめ内在する性質のもので

7 現代美術家の宮島達男が、1995 年の長
崎での展示（展示に向けての資料集めの過
程で、長崎在住の樹木医・海老沼正幸によ
る、被曝から生き抜いた柿の木の苗木を子
ども達に渡して育ててもらう活動を知る）
をきっかけに、実行委員会を組織して開始
したプロジェクト。国内外から柿の木 2 世
の里親を募集し、その里親や地域の有志が
主体的に、植樹する「Meet the KAKI」を
企画・運営する。また、植樹の際には必ず
子ども達が参加することと、育てて 10 年
後に収穫祭「The Harvest of KAKI」を開
催することの 2 点が条件となっている。以
上は村 田真 によ る概 要を筆 者が まと めて
述べた。同上、pp.128-129

連のシリーズの「コールマイン田川」などのプロジェクトを振り返

8

同上、p.116

ったうえで、以下のようにも述べている。

9

同上、p.117

はなく、見る人の視線のなかに生成する現象」10、「つまり作品との
コミュニケーションのなかに見出せる」11 とし、「物理的に作品がな
くても、他者とコミュニケーションさえできればアートは成立可能
なはずではないか」12 と、コミュニケーションがアートとなる理論的
な構造について述べている。
そして、川俣正による「ワーク・イン・プログレス」13、14 と呼ぶ一

10

同上、p.117

作品という「ものづくり」から「事柄づくり」へ、「完成」を

11

同上、p.118

めざすより「プロセス」重視へ、ひとりの作業から「コラボレ

12

同上、p.118

ーション」へ、そしてなにより「コミュニケーション」を優先

13

同上、p.121

14 川俣正が開始した制作スタイル。詳細
は後述する（第 2 章）。

する方向へと重心を移してきた過程が理解できるだろう。15

また、紹介した複数の事例において共通している手法として、ア

15

同上、p.123

ーティストが「活動全体の基本ソフトを設計」16 し、「実際につくる

16

同上、p.125

のはそれに賛同した他の誰か」17 となる、藤浩志提唱の「OS 説」18 を

17

同上、p.125

あげ、その可能性について述べている。

18

同上、p.125

次に、資生堂ギャラリーの学芸員として、数多くの展覧会のキュ
19 樋口昌樹、2001、「コミュニケーショ
ン型アートが問いかけるもの」、萩原康子、
熊倉純子（編）、『社会とアートのえんむ
すび 1996-2000─つなぎ手たちの実践』、
ドキュメント 2000 実行委員会、p.128
20

同上、p.133

21

同上、p.137

22

同上、p.137

23

同上、p.137

24

同上、pp.142-143

25

同上、p.133

26

同上、p.141

レーションに携わってきた樋口昌樹は「コミュニケーション型アー
トが問いかけるもの」と題した節で、宮島達男「「時の蘇生」柿の
木プロジェクト」と藤浩志「ビニール・プラスチック・コネクショ
ン」の 2 事例に焦点をあて、村田に続いて述べている。まず、

近年「もの」から離れ、他者とのコミュニケーションに重きを
置くアートが見受けられるようになった。19

と述べて「コミュニケーション型アート」と呼んでいる。そして、
コミュニケーション型アートの定義に関わる言説として、「想像的
な行為者」という表現を用い、以下のように述べている。

ビジュアルアートという言葉が示すように、従来の「もの」と
しての美術は視覚を通じて鑑賞するものであり、観客はあくま
でも受け身であった。しかしコミュニケーション型アートにお
ける鑑賞とは、プロジェクトに参加し自分の考えを述べ自分か
ら行動すること、つまり自らが創造的な行為者になることであ
る。20
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この点については、参加者の実例をあげ、「コミュニケーション型
アートのもっとも画期的な点」21 に、「新しい価値に気づく。自分を
高めるための触媒としてアートが機能する」22 という具体的な効果
を述べている。ただしそこではあわせて、アート一般論として「本
来優れたアートは教育的なものである」23 として、物質を鑑賞する従
来の形態のアートでもそれら効果は生じうるということも述べてい
る。さらに、コミュニケーション型アートの「価値」とは何かにつ
いて、以下のように述べている。

コミュニケーション型アートに対して従来の「美的」価値とい
う絶対無二の評価軸を適用することは意味をなさず、「触媒」
としてどれだけの力を発揮したかが問われると述べた。
この「触
媒」という言葉には二重の意味がある。ひとつはそのプロジェ
クトに関わった一人ひとりが創造的な行為者となるための「触
媒」という意味。もうひとつは普段接点のない人々がプロジェ
クトを通して出会い、コミュニケーションの輪を広げるための
「触媒」という意味である。「コミュニケーション型アート」
がこのふたつの意味をもつ「触媒として機能するかどうかは、
プロジェクトがどれだけ多面性をもつかということにかかって
いる。24

また、「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」が「コミュニケーショ
ンを誘発するシステム」であるがゆえの必然的帰結として「アーテ
ィストの名前が匿名化していく」25 と述べている。そして、「ビニー
ル・プラスチック・コネクション」では、「藤は「ビニプラ？」の
開催に漕ぎつけるまで、何度も上石津町に足を運びミーティングを
重ねた。あくまでも藤自身はコンセプトを説明するのみで、実施に
あたっては極力地元の自主的な運営を求めた。それはまさに「コミ
ュニケーション型アート」ならではのスタンスである」26 と述べてい
る。これらには、活動のイニシアティブが参加者に移るという同一
の姿勢を見出すことができる。
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(2) 文献 2：藤浩志・AAF ネットワーク（著）『地域を変えるソフト
（2012
パワー─アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』
年、青幻舎）27
目次
・１ 地域の課題へはじめの一歩（商店街のシャッターを開けるに
は？沖縄・コザ「銀天街商店街」の場合；課題は過疎だけじゃない
—コミュニティの都市化というジレンマ 滋賀県・近江八幡のほん
がら松明保存活動；創造的な過疎をつくろう！徳島県・神山町「グ
リーンバレー」の取り組み ほか）
・２ 多様性を受け入れるまちづくり（障がい者支援から寛容性あ
る社会づくりへ 浜松のプロジェクト「クリエイティブサポート
レッツ」；学校は「教わる場」じゃなくて、「学ぶ場」なんだ！中
学校が美術館になる、長野県・戸倉上山田中学校；地域の孤独な
人と人をつなげるには？岡山「ハート・アート・おかやま」 ほ
か）
・３ 人と人、まちとまちをつなげるしくみ（国際的なアートのお
祭りを一からつくり上げる 大分県・別府「ＢＥＰＰＵ ＰＲＯ
ＪＥＣＴ」；市民主導の行政施設の試み 青森県・八戸ポータル
ミュージアム「はっち」；地域の物語をつむぐ 地元の人々を主
役にする、宮城「ＥＮＶＩＳＩ」の取り組み ほか）
・コラム アサヒ・アート・フェスティバルはなぜ誕生し、何を生み
出しているのか（加藤種男著） ほか

「アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）」とは全国の市民グル
27 藤浩志、AAF ネットワーク（著）、影
山裕樹（編）、2012、『地域を変えるソフ
トパワー─アートプロジェクトがつなぐ
人の知恵、まちの経験』、青幻舎
28 加藤種男、2012、「アサヒ・アート・
フェスティバルはなぜ誕生し、何を生み
出しているのか」、藤浩志、AAF ネットワ
ーク（著）、影山裕樹（編）、『地域を変
えるソフトパワー─アートプロジェクト
がつなぐ人の知恵、まちの経験』、青幻舎、
p.222
29

同上、p.222

30

同上、p.223

31

同上、p.223

32

同上、p.223

ープやアート NPO、アサヒビール株式会社などが協働で開催してき
たアートフェスティバルで、2016 年まで 15 年間、開催されてきた。
本書では、具体的な 14 の事例が紹介されている。ここでは巻末コラ
ムの 1 つ、加藤種男による記述を取り上げる。加藤種男はクリエイ
ティブディレクターとして、これまで全国各地で展開されている地
域独自の芸術文化活動・アートプロジェクトと企業とのパートナー
シップを推進し、全国規模のネットワーク構築に貢献してきた。加
藤種男はコラム内で、
「なぜアートが必要とされているのだろうか。
最大の理由は、地域の疲弊とそこからの再生にあった」と社会背景
についてと、地域の魅力を回復させるために必要な「市民自治」28 に
ついて述べ、その市民自治の回復に必要な能力をアートが提供して
くれるとして、以下のようにそうしたアートの効果について述べて
いる。

ちょうど 00 年と前後して、人々の「自己表現の回復」や、それ
を互いに認め合う「自己表現の社会化」、そのためのコミュニ
ケーション能力の回復に資するようなアート活動が次々と目に
付くようになってきた。29
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そして、野村誠の老人ホームでの実践をあげ、

いくつになっても、どのような状態に置かれても人は自己表現
をし、それを相互に認め合うことがなければ、生きる力がわい
てこない、ということを野村は見事な事例で示した。30

と述べ、

こうした、いわばコミュニケーション型のアート活動が、いく
つも生まれてきていた時期に、AAF がスタートしたのが幸運で
あった。31
と述べている。そして加藤は、そうした活動に該当するアーティス
トや NPO 法人として、老人ホームで協働により曲をつくる活動を実
施する作曲家の野村誠、美術家として多くのアートプロジェクトを
実施する藤浩志、子どもたちとアーティストの出会いを通じて創造
的な学び・遊びの機会をつくりだす活動を展開している「NPO 法人
芸術家と子どもたち（ASIAS）」、ダンスなどのアートを通じて「体
験」と「鑑賞」という 2 つのワークショップを教育の場で実践する
団体「ワークショップ・デリ」を主催するダンサーの伊藤キム、路
上や空き地などのオープンスペースに屋台を持ち込んで陶芸を制作
する「野点」という活動を行う美術家のむらとしろうじんじん、参
加型表現活動集団の wah、「未来へ号」で全国を巡って出会った人々
と交流し車体に夢を書いてもらう活動を行う未来芸術家の遠藤一郎
をあげている。また以上の事例を紹介したのち、「こうした多様な
ジャンルのアーティストによるコミュニケーション型のアート活動」
と表現している 32。

(3) 文献 3：上田假奈代（著）「コミュニケーション型アート」『ネ
33 上田假奈代、2015、「コミュニケーシ
ョン型アート」、ネット TAM（トヨタ自動
車、企業メセナ協議会）、2015 年 5 月 18
日、https://www.nettam.jp/keyword/com
munication-art/（2020 年 1 月 7 日アクセ
ス）

ット TAM』（2015 年、https://www.nettam.jp）

ネット TAM はトヨタとメセナ協議会が運営するアートマネジメン
トに関する総合情報サイトである。その用語集では「アートプロジ

34

同上

ェクト」とは別に「コミュニケーション型アート」について、2015

35

同上

年に記された解説が掲載されている

36

同上

業家の上田假奈代は、NPO 法人「こえとことばとこころの部屋」（コ

37

同上

コルーム）代表で、大阪府西成区にて「釜ヶ崎芸術大学」を運営す

38

同上

る。上田假奈代は、「関係性をゆたかに展開させるアートの取組み

35

33

。その解説の著者で詩人・詩

を「コミュニケーション型アート」というのだと思う」34 と述べてい
る。そして、類するものとして、「コミュニティアート」と「リレ
ーショナルアート（関係（性）の芸術）」をあげ、これらの概念も
「関係性」を本領とする旨を述べている 35。そこでは、関係性を「作
品の制作者と鑑賞者の関係をさすのではなく、ある状況や出来事の
過程に人々が参与・参加すること」36 と述べている。そして、「アー
トの持つ本質が、他者（性）との関わり合いだと」37 述べたうえで、
以下のように自身の考えを述べている。

わざわざ「コミュニケーション型アート」と呼ぶ事態が起こる
のは、現在の日本の社会がそうさせているからだろう。制度や
経済、規範というものに縛れた現在において、固定化されがち
な関係を揺すったり、価値をズラしたりすることに、アートが
有効だと捉えているからだと思う。38
そして、話題を上田自身の現場・釜ヶ崎に移し、そこで出会う人と
のコミュニケーションへの模索について「せっかちに決めつけず、
思い込まず、ゆるやかな遊びのこころを忍ばせ、でも言いたいこと
は言う。」と表現している。また、WEB サイトにはあわせて、ココル
ームによる表現活動中の写真が数枚掲載されているが、それらの被
写体は上田ではなく「釜ヶ崎の元労働者」などの参加者となってい
る。

1.2.2 言説の項目化

それぞれの言及を比較するために、著者ごとに言説を項目化する。

(1) 村田真による言説の項目化

まず、文献 1 では、村田真が、新しいアートの潮流としてコミュ
ニケーション型のアートを行うアーティストについて述べているが、
39 村田真、「「もの」から「コミュニケ
ーション」へ」、萩原康子、熊倉純子（編）、
前掲、p.117
40

同上、p.117

「やはり彼らが（中略）行為をおこなっているのだ。」39、「どうや
ら彼らは（中略）しているらしい。」40 という言葉にあらわれている
ように“アーティストが”参加者とコミュニケーションをとるとい
う「行為」と捉えていると考えられる。よって、
1-a）アーティストが見知らぬ人々と出会い交流するなかから生み
出していくアート
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とまず項目化し、さらに、アート活動によって生じるコミュニケー
ションがアートになる理論的な構造について述べていることから、
1-b）アート活動によって生じる「コミュニケーション」を「アート」
と捉えるアート活動である。

と項目化できる。また、以下についても述べている。
1-c）アーティストが活動全体の基本ソフトを設計する「OS 説」と
いう共通性を持つ可能性

(2) 樋口昌樹による言説の項目化

同じ文献 1 で、樋口昌樹は、「コミュニケーション型アート」と
いう用語を使用し、以下の効果を促す「触媒」として働くと述べて
いる。
2-a）観客が創造的な行為者になる（新しい価値に気づく。自分を高
める。参加し自ら考えを述べ行動する。）。
2-b）普段接点のない人々が出会い交流する。

そして、その「価値」として、
2-c）美的価値というよりも、触媒として 2-a）2-b）の効果をどれ
だけ発揮したかが問われる。

と述べている。また、2 事例への言及から以下も見出した。
2-d）アーティストが活動のイニシアティブを参加者に移していく
姿勢をとる。

  
  
(3) 加藤種男による言説の項目化

文献 2 では、加藤種男が、2000 年前後から多数生じたアート活動
を、「いわば、コミュニケーション型のアート」などと表現し、市
民自治の回復に必要な能力の回復という観点からその機能について
述べている。そこでは、まず社会背景に、
3-a）地域の疲弊

をあげている。そして述べられている機能について、以下のように
まとめた。
3-b）アート活動が自己表現の回復、自己表現の認め合いによる自己
表現の社会化、コミュニケーション能力の回復に役立ち、生き
る力がわく。
3-c） 3-b）によって地域の魅力を回復させるための「市民自治」の
意識を生み、地域の魅力を回復させうる。

37

また、該当する複数事例のジャンルについての言及から以下の項目
をあげることができる。
3-d）多様なジャンルで行われる。

(4) 上田假奈代による言説の項目化

そして文献 3 では、上田假奈代が用語集のなかの用語「コミュニ
ケーション型アート」の解説で、その背景について、
4-a）制度や経済、規範というものに縛られた現在の日本の社会

をあげ、その効果として、以下の 2 点をあげている。
4-b）作品の制作者と鑑賞者の関係ではなく、過程に人々が参与・参
加するという「関係性」を豊かに展開させる。
4-c）他者（性）との関わり合いによって、固定化されがちな関係を
揺すったり価値をズラしたりする。

1.2.3 言説による各項目の比較と定義作成をふまえた項目化

ここまでであげた各項目を、背景に関する言説と、内容に関する
言説と、効果に関する言説から比較する。そして、本研究における
捉え方について述べ、本研究におけるコミュニケーション型アート
の定義作成をふまえて項目化する。

(1) 背景に関する言説

背景に関する言説として下記の 2 項目があげられる。
3-a）地域の疲弊（加藤の言説から）
4-a）制度や経済、規範というものに縛られた現在の日本の社会（上
田の言説から）

どちらも 2021 年現在も続く社会の状況であると考えられ、今もコ
ミュニケーション型アートの背景にあると考えられ、本研究の課題
においても共通の背景である。ただし、地域については具体的に言
及しているが、野村誠による活動の現場である「特別養護老人ホー
ム」に直接関連する背景への言及が不足していると考えられる。そ
こで、本研究においては「医療福祉現場の環境改善に機能するアー
ト活動への注目の高まり」を、近年の背景として加えることとする。
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→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（背景）
・制度や経済、規範というものに縛られた現在の日本の社会
・地域の疲弊
・医療福祉現場の環境改善に機能するアート活動への注目の高
まり

(2) 内容に関する言説

内容に関する項目としては、まずは基本事項として何をアートと
捉えるかという観点から以下があげられる。
1-b）アート活動によって生じる「コミュニケーション」を「アート」
と捉えるアート活動である。（村田の言説から）

このコミュニケーション自体をアートとして捉える点はコミュニケ
ーション型アートの核となる要件であり、本研究における定義にお
いても重要である。

→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（何を
アートと捉えるか）
・アート活動によって生じる「コミュニケーション」を「アー
ト」と捉える。

そして、活動による誰と誰のコミュニケーションに目を向けてい
るのか、つまり“活動の主体”という観点に関連する項目に以下が
見られた。
1-a）アーティストが見知らぬ人々と出会い交流するなかから生み
出していくアート（村田の言説から）
4-b）作品の制作者と鑑賞者の関係ではなく、過程に人々が参与・参
加するという「関係性」を豊かに展開させる。（上田の言説か
ら）
2-d）アーティストが活動のイニシアティブを参加者に移していく
姿勢をとる。（樋口の言説から）
1-c）アーティストが活動全体の基本ソフトを設計する「OS 説」と
いう共通性を持つ可能性（村田の言説から）

村田の言説による 1-a）は、アーティストが活動の場にいて参加者
と直接コミュニケーションをとるため「アーティストと参加者との
コミュニケーションを伴う両者主体で進行するタイプ」であると言
える。村田があげている例からだと、きむらとしろうじんじん「野
点」、小沢剛「相談芸術」シリーズが該当する。そして加藤が紹介
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している遠藤一郎は、現在も自身と参加者とのコミュニケーション
を要件とした活動を発展させて継続している。つまり、このタイプ
は本研究における定義を述べるためにも必要であると捉えられる。
一方、上田の言説による 4-b）は、アーティストと参加者の関係
については言及せず、参加者が参加することに注視した述べ方をし
ている。そして樋口の言説による 2-d）の姿勢によると、活動の主
体がアーティストから参加者に移行する。これら 2 項目は異なる内
容ではあるが、参加者を注視している点は共通している。また、樋
口が事例としてあげる宮島達男による「「時の蘇生」柿の木プロジ
ェクト」は 2021 年現在も継続しており、藤浩志による「ビニール・
プラスチック・コネクション」は「かえっこ」へとかたちを変え、
同じく継続している。つまりこれらは、参加者を注視する、「活動
の主体がアーティストから参加者に移行するタイプ」と言える。ま
た、このタイプも同様に、本研究における定義を述べるためにも必
要な項目であると捉えられる。
また、村田の言説による 1-c）の「OS」は、「オペレーション・シ
ステム」の略語である。人々の手で操作できる体系を持つプロジェ
クト、アーティストが設定したシステムが人々の制作を誘導するプ
ロジェクトとも言い換えることができるだろう。この形態は、アー
ティストがシステムを設定するという点から見ると、村田と樋口が
紹介するどの事例にも該当すると考えられる。つまり、前述したコ
ミュニケーション型アートの「アーティストと参加者とのコミュニ
ケーションを伴って進行するタイプ」と「活動の主体がアーティス
トから参加者に移行するタイプ」のどちらにおいても人々の参加を
促すという機能を持つ。また遠藤一郎による活動をはじめとした近
年のコミュニケーション型アートでもこの OS 説、システムを設け
る手法を用いていると考えられる。よって、本研究における定義に
も必要な項目であると捉えることができる。ただし、この藤浩志が
提唱した「0S」の説や作品は、第 1 章で述べた熊倉純子らによるア
ーティストたちのプロジェクト型の活動の分類の 1 つである「シス
41

熊倉純子（監修）、前掲、p.23

テム型のアートプロジェクト」41 と基本的には同義であると考えら
れる。しかし、この分類の例として担い手がアーティストから離れ
ていく「かえっこ」などが例としてあげられ、分類のもう 1 つを人々
の参加を前提とした仕組みを持ちつつアーティストの署名性が高い
プロジェクトとして、その例に川俣正の活動をあげている。つまり
本研究におけるコミュニケーション型アートの項目としては、「シ
ステム型のアートプロジェクト」とはせずに、アーティストが設計
したシステムが人々の参加を促す機能を持つと表記した方が適して
いる
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→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（活動
の主体）
・「アーティストと参加者とのコミュニケーションが軸となる
両者が主体であるタイプ」と「活動の主体がアーティストか
ら参加者に移るタイプ」がある。
・システムが人々の参加を促す機能を持つ。

それから、価値がどこに置かれるかという点について関連する項
目として以下が見られた。
2-c）美的価値というよりも、触媒として〈 2-a）観客が創造的な行
為者になる〉と〈 2-b）普段接点のない人々が出会い交流す
る。〉の効果をどれだけ発揮したかが問われる。（樋口の言説
から）

ここで言う効果の2-a）は、具体的には「新しい価値に気づく。自
分を高める。参加し自ら考えを述べ行動する。」としたため、対人
的なコミュニケーションによって達成されると考えられる。
よって、
触媒としての効果は「対人的なコミュニケーションの価値」とまと
めて述べることができる。この項目は本研究における定義として支
持すべきであると考えられるが、「美的価値というよりも」という
表現であると美的価値を軽視している印象も受けうるであろう。そ
こで、“だけでなく”として、「美的価値だけでなく、対人的なコ
ミュニケーションの価値が重視される傾向にあるアート活動であ
る。」を本研究における定義の項目とすることとする。

→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（価値）
・美的価値というよりも、対人的なコミュニケーションの価値
が重視される傾向にある。

また、本研究の序章でも述べたが、芸術ジャンルについて以下の
項目をあげることができる。
3-d）多様なジャンルで行われる。（加藤の言説から）

この点は、本研究における定義に加えることができる。

→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（芸術
ジャンル）
・多様なジャンルで行われる。
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(3) 効果に関する言説

効果に関連する項目のうち、人々の関係性に関連すると考えられ
る項目を以下にあげる。
2-b）普段接点のない人々が出会い交流する。（樋口の言説から）
4-c）他者（性）との関わり合いによって、固定化されがちな関係を
揺すったり価値をズラしたりする。（上田の言説から）
4-b）作品の制作者と鑑賞者の関係ではなく、過程に人々が参与・参
42 「・定義に関連」でもあげた項目だが、
「・効果に関連」に該当する見方もできる
ため、再度取り上げた。

加するという「関係性」を豊かに展開させる。（上田による言
説から）42

まず、樋口の言説による 2-b）の普段接点のない人々の交流は、近
年のコミュニケーション型アートにおいても基本的で重要な効果で
あると考えられる。
次に、4-c）と 4-b）は、共に上田の言説による項目であるが、ま
ず 4-c）では「固定化された関係を揺す」ることである。ここでは、
2-b）が示す“普段接点のない人々同士の関係”だけでなく“普段か

ら接点のある人々同士の関係”も指していると考えられる。この普
段の関係に着目して何かしらの変化を加えるという点も、重要な効
果であると考えられる。また、4-b）の「「関係性」を豊かに展開さ
せる」という表現は、2-b）と 4-c）を短的に言い表していると考え
られる。この 4-c）と 4-b）も、近年のコミュニケーション型アート
においても重要な項目である。
以上より、普段接点のない人々が出会い交流したり、人々が普段
とは異なる関係で交流したりすることで、人々の関係性が豊かに展
開する。を本研究の定義における 1 項目とする。

→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（期待
される効果：人々の関係性）
・普段接点のない人々が出会い交流することで固定化されがち
な関が多様化される。

効果に関する項目のうち、人々の学びや内面の変化に関連すると
考えられる項目を以下にあげた。
2-a）観客が創造的な行為者になる（新しい価値に気づく。自分を高
める。参加し自ら考えを述べ行動する。）。
（樋口の言説から）
3-b）アート活動が自己表現の回復、自己表現の認め合いによる自己
表現の社会化、コミュニケーション能力の回復に役立ち、生き
る力がわく。（加藤の言説から）
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3-c） 3-b）によって地域の魅力を回復させるための「市民自治」の
意識を生み、地域の魅力を回復させうる。（加藤の言説から）

「創造的な行為者」としてまとめた樋口の言説による 2-a）は、加
藤の言説による 3-b）のなかの「自己表現の回復」に通ずると考え
られる。そうすると、3-b）の「自己表現の社会化」まで言及してい
る点は、両者の違いとしてまずあげられると考えられる。「市民自
治」意識を育む点にまで言及している点も 3-c）、つまり加藤によ
る言説の特徴であろう。この両者の言説による項目は、本研究の定
義として見ても重要である。そこで、より具体的に述べていると考
えられることから加藤による表現をベースとして、「自己を表現す
る力を得る。」を 1 つ目、そして 3-b）から「自己表現を認め合っ
て社会化させる力を得る。」を 2 つ目、さらに「市民自治の意識を
育む。」を 3 つ目の項目として、本研究における定義に入れること
とする。
そしてもう 1 点、2-a）中の「自分を高める」と、3-b）中の「生
きる力がわく」からは、「生きる力を高める。」という共通性を見
出すことができる。この性質は、コミュニケーション型アートが医
療福祉現場で行われる際に求められるケアとしての効果が含まれる
と考えられ、本研究における定義から見ても大変重要な効果である
と考えられる。よってこの点、「生きる力を高める。」も本研究に
おける定義に加えることとする。

→ 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義案（期待
される効果：人々の学びや内面の変化）
・自己を表現する力を得る。
・自己表現を認め合って社会化させる力を得る。
・市民自治の意識を育む。
・生きる力を高める。

1.2.4 本研究におけるコミュニケーション型アートの定義の作成

ここまでの考察によりあげた、本研究におけるコミュニケーショ
ン型アートの定義作成に向けての項目から〈暫定版〉として、以下
（表 1-1）のようにまとめることができる。なお、背景の 3 項目そ
れぞれの属性を「社会全般」、「地域」、「医療福祉現場」として、
定義に加えた。また、この定義については本章の小括や終章でも確
認することとする。
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表 1-1：本研究におけるコミュニケーション型アートの定義〈暫定版〉

本研究におけるコミュニケーション型アートの定義〈暫定版〉
背景  

社会全般  

・制度や経済、規範というものに縛られた現在の日本の社会

地域

・地域の疲弊

医療福祉現場

・医療福祉現場の環境改善に機能するアート活動への注目の高
まり

内容  

何をアートと
捉えるか  

・アート活動によって生じる「コミュニケーション」を「アー
ト」と捉える。

活動の主体

・「アーティストと参加者とのコミュニケーションが軸となる
両者が主体であるタイプ」と「活動の主体がアーティストか

  

ら参加者に移るタイプ」がある。
・システムが人々の参加を促す機能を持つ。
価値  

・美的価値というよりも、対人的なコミュニケーションの価値
が重視される傾向にある。  

  

期待される

芸術ジャンル

・多様なジャンルで行われる。

人々の関係性

・普段接点のない人々が出会い交流することで固定化されがち

効果
  

な関係が多様化される。  
人々の学びや

・自己を表現する力を得る。  

内面の変化  

・自己表現を認め合って社会化させる力を得る。  

  

・市民自治の意識を育む。  
・生きる力を高める。  
  

44

1.3

コミュニケーション型アートの様式と用語の
出現時期

1.3.1 関連する文献

本章の冒頭でも述べたが、コミュニケーション型アートはアート
プロジェクトというジャンルに含まれる 1 つの制作形態であり、近
年は“アートプロジェクト”と一括りにして認識されているという
傾向がある。そこで本節では、アートプロジェクトとの関係にも着
目しつつ、その“様式”の出現時期と、コミュニケーション型アー
トという“用語”自体の出現時期の解明を試みる。
そこで、アートプロジェクトについて述べられている文献資料と
して知られる、複数の著書の内容を比較することで明らかにする。
以下に順を追って述べる。

(1) 橋本敏子（著）『地域の力とアートエネルギー』（1997 年、学
43 橋本敏子、1997、『地域の力とアート
エネルギー』、学陽書房
44

同上、p.7

45

同上、p.160

46

同上、p.160

47

同上、p.126

48 「g）固定化されがちな関係を揺すった
り価値をズラしたりする。」の対象は“人”
とも“制度など”とも受け取れるが、ここ
では“人”が対象であると見る。

陽書房）43

30 年余にわたりアートプロジェクトのプロデュースに関わって
きた橋本敏子は、この著書のなかで「視覚芸術を中心とする「アー
トプロジェクト」を素材として取り上げた。」44 と述べ、全編を通し
て“アートプロジェクト”という用語を用いて述べている。また「ア
ートによるコミュニケーション」45 のはたらきとして、

アートを触媒として地域社会やそこに住む人々の関係を多様で
豊かなものに変化させていく 46
といった記述がある。さらに、「第 III 章 アートプロジュクトと
は何か」のなかで、

最もアートプロジェクトをプロジェクトたらしめているのは、
意識されているかどうかはともかく、
アートが触媒となって「新
たなコミュニケーション」の回路が生み出されていることであ
る。つまり、（略）制作されるプロセスや作品との出会いがさ
まざま人々との関わりによって成立したり、また表現活動を通
して場所に新たな意味を発見させる。47

45

と述べられている。
「アートによるコミュニケーション」が「触媒」となって「人々の
関係を多様で豊かなものに変化させていく」という効果への言及と、
「「新たなコミュニケーション」の回路」を生み出すという機能が
「最もアートプロジェクトをプロジェクトたらしめている」と強調
して言及されていることから、橋本はアートによって創出されるコ
ミュニケーションを重視していることが分かる。またこれらの言及
は、さきほど本章で述べたコミュニケーション型アートへの言及の
うち村田真による a）、樋口昌樹による c）、上田假奈代による g）
48

と近い意味を示す。

(2) 萩原康子・熊倉純子（編）『社会とアートのえんむすび 19962000―つなぎ手たちの実践』（2001 年、ドキュメント 2000 プロジ
49

萩原康子、熊倉純子（編）、前掲

50 森司、2001、「はじめに」、萩原康子、
熊倉純子（編）、『社会とアートのえんむ
すび 1996-2000─つなぎ手たちの実践』、
ドキュメント 2000 実行委員会、p.2
51

同上、pp.2-3

52 本研究の第 1 章冒頭で既に引用した
が、円滑に述べるために再度引用した。

ェクト実行委員会）49

本著書については前節でも触れたが、
“ドキュメント 2000 プロジ
ェクト”は 1996 年から 2000 年にかけて実施された、芸術活動に対
する助成金支援の活動である。アートプロジェクトの企画運営を行
っている森司は、本著書の冒頭「はじめに」のなかで、

53 萩原康子、熊倉純子（編）、前掲、p.
216
54 ここで示されている芸術活動として
のアウトリーチとは、
「芸術家や公的文化
施設などが、通常の活動の場で接する機
会の少ない人々に対して、出張コンサー
トやイベントなどを催すこと」を意味す
る。
『日本大百科全書(ニッポニカ)』（小学
館）編集部、2017、「アウトリーチ」、『コ
トバンク』（朝日新聞社）、https://kot
obank.jp/word/アウトリーチ-186292（20
20 年 3 月 15 日アクセス）

「アートマネジメント」「NPO」といったフレームが用意された
のも、ここ 10 年の間のことである。これに対してアートの側で
は、「オフ・ミュージアム」「アウトリーチ」「コミュニケー
ション型アート」といった現象で呼応し 50

と述べている。出版年の 2001 年に対し「ここ 10 年の間」なので、
1990 年代にコミュニケーション型アートが生じたと述べられてい

55 森司、「はじめに」、萩原康子、熊倉
純子（編）、前掲、p.3
56

同上、p.3

57

同上、p.128

ルように読み取ることができる。そして同じ「はじめに」で、

いままさに生まれつつあるさまざまなアートプロジェクトを目
撃し続け、支援してきた。
その成果のひとつが「アウトリーチ支援」である。アウトリ
ーチ活動に特化した支援は、かたちあるモノとしてのアートよ
り行為性の強いアート活動をフォーカスするフィルターとなり、
結果として、昨今の新たな潮流であるコミュニケーション型ア
ートの発生現場を目撃し 51

46

と述べている 52。そもそも「ドキュメント 2000 プロジェクト」は、
1995 年に橋本敏子により「成果が残りにくいアート活動を VTR や
CD-ROM などのメディアで記録し、情報を伝達する環境づくりを目指
すという趣旨」53 から構想が始まっている。この初期コンセプトによ
って開始された本助成の支援対象を選ぶ際に、アウトリーチ

54

性が

手がかりとなったのだと考えられる。そのため、展覧会のみの活動
というよりも森の述べる「行為性の強いアート活動」55 への支援が行
われた。川俣正や小沢剛によるプロジェクトなどコミュニケーショ
ン型アートと見なせる活動は 1996 年以前から生じているため、1996
年から 2000 年の「ドキュメント 2000 プロジェクト」による助成金
支援の期間内に、その様式のアート活動が生じたわけではない。し
かし、本著書内で多数のコミュニケーション型アートと見られる事
例が掲載されていることが示すように、この期間内の支援が後押し
するかたちで、萌芽の状態であったコミュニケーション型アートが
発展していったということが確認できる。それが森による「コミュ
ニケーション型アートの発生現場を目撃し」56 という言葉につなが
ったと考えられる。
また用語自体に着目すると、
本著書内の樋口昌樹による論考で「仮
にそれらを「コミュニケーション型アート」と呼ぶことにしよう。」
57

と述べられている点が 1 つの手がかりとなる。この「仮に」のニュ

アンスを示すように、2001 年時点でも“コミュニケーション型アー
58 中野詩、2003、「生をつなぐ─「時の
蘇生」柿の木プロジェクトがひらくアート
の次元」、『美術教育学』（美術科教育学
会）、24、p.237-249

ト”という用語自体は定まりきっていない見方があることも確認で
きる。

59 本文献において中野詩は、「「時の蘇
生」柿の木プロジェクト」により、参加者
各々から導き出された「生」が交歓しあう
ことで、互いに「生の蘇生」を経験できる
場が創出されると述べている。なお、記述
内容をまとめて述べた。同上、p.247

がひらくアートの次元」『美術教育学』第 24 巻（2003 年、美術科

60

同上、p.237

教育学会）58

61

同上、p.237

62

同上、p.237

著者の中野詩は、美術施設での教育活動などを行ってきて、現在

63

同上、p.237

は個人診療所における「美術待合室」を主宰している。中野詩は、

64 その前段階の「体験型のアート」につ
いては、中野は、「作家との間接的なコミ
ュニケーションの機会と場を鑑賞者に提
供した」と述べている。同上、p.237
つまりここで言及されている「体験型のア
ート」は、作家は展示の場にはいない形態
のアートとして中野詩は捉えていると考
えられる。
65

同上、p.237

66

出版年が 2003 年であるため。

(3) 中野詩（著）「生をつなぐ―「時の蘇生」柿の木プロジェクト

美術科教育学会による学術誌の中でコミュニケーション型のアート
の代表例である宮島達男らによる「「時の蘇生」柿の木プロジェク
ト」を取り上げた論文を発表している 59。中野詩はその冒頭で、コ
ミュニケーション型アートに関連する「参加型のアート」、「体験
型のアート」、「コミュニケーション型のアート」、「プロジェク
ト型のアート」の定義と、生じた時期について出現順に述べて整理
している。
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それによると、まず、「鑑賞者と作品とのインタラクティブな交
67 中野詩、「生をつなぐ─「時の蘇生」
柿の木プロジェクトがひらくアートの次
元」、前掲、p.238
68

同上、p.237

69

同上、p.237

70 続けてプロジェクト型アートの例と
して、川俣正「コールマイン田川」と藤浩
志「ビニール・プラスチック・コネクショ
ン」があげられている。同上、p.238
71 論 文 中 で は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 型
“の”アートと表記されているが、コミュ
ニケーション型アートと同義として捉え
た。
72 中野詩、2004、「「プロジェクト型の
アート」の教育的意義と可能性について─
藤浩志の OS 表現「かえっこ」をめぐる一考
察」、『美術教育学』（美術科教育学会）、
25、pp.299-317
73

同上、p.299

74

同上、p.299

75

同上、p.299

76

同上、p.299

流を可能にさせるような表現方法」60 を「「参加型のアート」の名称
で括っておく」61 としたうえで、以下のように述べている。「およそ
1980 年代以降に」62「自ら作品に手を加えたり、鑑賞者のアクショ
ンに応答するような「体験型のアート」」63 があらわれた

64

。次に

「1990 年代には作家と鑑賞者がコミュニケーションをとって互い
に働きかけあう中で作品を成立させていく「コミュニケーション型
のアート」があらわれ」65 た。「そして現在」、つまり 2003 年頃 66
には、「「参加型のアート」の一形態の「コミュニケーション型の
アート」が、さらに深化し発展したものであ」67 る「プロジェクト型
のアート」68 が「特に注目され」69 ている 70。
これらから「作家」と「鑑賞者」がコミュニケーションをとって、
作品を成立させていくという定義のコミュニケーション型のアート
71

が 1990 年代に出現したと述べていることが分かる。
そして中野詩は翌年の 2004 年に同学術雑誌で発表した論文

72

の

なかで、

「プロジェクト型のアート」は、プロセスで誘発されるコミュ
ニケーションに新たなアートの価値が見出され、「コミュニケ
ーション型のアート」が深化し発展したものと認識されつつあ
る。73

と述べている。この記述より「コミュニケーション型のアート」の
発展型として「プロジェクト型のアート」、すなわちアートプロジ
ェクトが生じたと中野詩は述べていることが分かる。論文の対象事
例が作家不在でもプロジェクトが進行する「かえっこ」であること
から、ここで述べられている「新たなアートの価値が見出され」74 た
「プロセスで誘発されるコミュニケーション」75 とは、「作家」が直
接関与しない参加者同士のコミュニケーションを主とすると考えら
れる。また、「認識されつつある」76 と示すことで、その認識の変化
は現在進行形であることは示しているが、2021 年現在ではアートプ
ロジェクトという用語が幅広く認識されていることから、中野詩に
よる言説は正しかったと考えられる。
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(4) 柳幸典（監修）、加治屋健司・今井みはる・鹿田義彦（編）『広
島アートプロジェクト 2008―汽水域』（2009 年、広島アートプロジ
ェクト）77
77 加治屋健司、2009、「アートプロジェ
クトと日本─アートのアーキテクチャを
考える」、柳幸典（監修）、加治屋健司、
今井みはる、鹿田義彦（編）、『広島アー
トプロジェクト 2008─汽水域』、広島アー
トプロジェクト実行委員会、pp.129-135
78 本文献において加治屋健司は、アート
を支える物理的制度を「アートのアーキテ
クチャ」と述べている。そして、アートの
アーキテクチャの 1 つである美術館制度は
限定的であり、そのアーキテクチャに関心
を寄せた川俣正や柳幸典などのアーティ
ストによる試みが少しずつアートの領域
を広げたと述べている。同上、pp.129-135
79

同上、p.129

「広島アートプロジェクト」とは、2007 年から 2010 年の間の 4 年
間、広島市立大学芸術学部現代表現領域の教員と学生が中心となっ
て行われた展覧会形式のアートプロジェクトである。その教員であ
り、運営に関わった表象文化論・現代美術史の研究を専門とする加
治屋健司は、2008 年の展覧会カタログ内に「アートプロジェクトと
日本─アートのアーキテクチャを考える」と題するアートプロジェ
クトに関する論文を掲載している。そこで加治屋健司は、
美術の分野ではアーキテクチャ 78 に対する問い直しは、80 年代
から行われていたと考えてよいだろう。それまでこうした試み
は「関係性の美学」や「コミュニケーション型アート」あるい
は「アースワーク」や「インスタレーション」と呼ばれてきた
が、こうした言葉は、状況のある一面しか捉えていなかった。
これらは「アート」を拡張する試みと理解されてきたが、そこ
で目指されていたのは、アートを支える物理的な制度すなわち
アーキテクチャに対するデュシャン的な問い直しだったのであ
り、それが 90 年代に入ってアートプロジェクトとして全面化
してきたと考えることができるだろう。79

と述べている。
この引用文を考察すると、1980 年代に「コミュニケーション型ア
ート」という用語自体が存在していた可能性があるようにも読み取
れるが、明言はなされていない。ただし、1990 年代に入ってアート
プロジェクトが生じたということは明言されている。
そして、この引用文を「アートプロジェクト」と「コミュニケー
ション型アート」の関係性から考察すると、加治屋健司は明確に「コ
ミュニケーション型アート」の様式を「アートプロジェクト」が展
開される「状況のある一面」と述べていることが理解できる。
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(5) 藤浩志・AAF ネットワーク（著）『地域を変えるソフトパワー
─アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』（2012 年、

青幻舎）80
80

藤浩志、AAF ネットワーク、前掲

81 加藤種男、「アサヒ・アート・フェス
ティバルはなぜ誕生し、何を生み出して
いるのか」、藤浩志、AAF ネットワーク、
前掲、p.222

前節 1-2 でも触れた、アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）が
支援したアートプロジェクトに関する文献である。サブタイトルに
「アートプロジェクト」が用いられていることが示す通り、本文中
でもアートプロジェクトとして AAF が支援した複数の事例が紹介さ
れている。そのなかの加藤種男によるコラム内では、「コミュニケ

82

AAF は 2002 年に始まった。

83 この引用文も、本研究の第 1 章冒頭で
既に引用しているが、本章を円滑に述べる
ために再度引用した。
84 加藤種男、「アサヒ・アート・フェス
ティバルはなぜ誕生し、何を生み出して
いるのか」、藤浩志、AAF ネットワーク、
前掲、p.223
85

同上、p.223

86 2001 年から始まった「オンパク」
（別
府八湯温泉泊覧会）と連携したアート活
動。
『ONPAKU─一般社団法人オンパク』
（オ
ンパク HP）、https://www.japanonpaku.com
/blog/page/1（2020 年 6 月 3 日アクセス）
87 舞鶴のアートプロジェクト「MAIZU
RU RB」によって、2011 年に「八島アー
トポート」というアートセンターが東舞
鶴駅近くにオープンした。
88 尾道旧市街地の坂と路地のエリアに
て、2012 年に行われた「OPEN STUDIO／
ON AIR」というプロジェクト。空き家に
移住してきたアーティストによる制作現
場の公開・展示によって街をミュージア
ム化させた。
89 加藤種男、「アサヒ・アート・フェス
ティバルはなぜ誕生し、何を生み出して
いるのか」、藤浩志、AAF ネットワーク、
前掲、p.222
90

同上、p.223

91 日 本 で は 伝 統 的 に 座 や 連 と い っ た
「コ ミ ュニ ケー シ ョン 型 のコ ミュ ニ テ
ィ・アート」が行われてきたこと、特に俳
諧の連歌と茶はその質において「双璧」で
あったと加藤は述べている。同上、p.231
92

同上、p.223

ーション型のアート活動」について述べられている。小見出し「コ
ミュニケーションを促すアーティスト活動の時代」81 のなかで、AAF
がスタートした

82

時期のコミュニケーション型のアート活動につ

いて、以下のように述べている 83。

多様なジャンルのアーティストによるコミュニケーション型の
アート活動が、文字通り枚挙に暇がないほど頻出してきていた。
子ども、学校、病院、老人ホーム、若者、女性、多様な層とア
ートが連携し、アートがこうした人々の自己表現の社会化を支
援していた。84

だがここでこれらのコミュニケーション型アートに向けて、「しか
し、働き盛りの中堅の商工業者に積極的に働きかけるアートは、必
ずしも多くなかったのではないか。」85 と、当時いくつも生まれた
コミュニケーション型アートと中堅の商工業者との間に距離があっ
たことを指摘している。そこでこの点に着目した AAF が 2000 年代
から 2010 年代にかけて、従来のコミュニケーション型アートでは
届かなかった中堅商工業者に働きかけるために、空き家の空間改修、
販売やカフェなどの小規模な経済活動を伴ったプロジェクトへの支
援を行ったことが紹介されている。具体的には別府

86

や舞鶴 87、尾

道 88 におけるプロジェクトが紹介されている。
これら地域のプロジェクトはコミュニケーション型アートの側面
を持つものの、空間改修という場への建築的行為、小規模な経済活
動、街全体への影響を捉える俯瞰的な視点が伴うことなど、対人的
なコミュニケーションとは別の複数のねらいへの比重が高いと考え
られる。
また用語については、「コミュニケーションを促すアーティスト
活動」89「コミュニケーション型のアート活動」「コミュニケーショ
ン・アート」90、と複数の言葉で表されている 91。「いわばコミュニ
ケーション型のアート活動が」92 と述べられているなかの「いわば」

50

という表現とあわせ、用語が明確には定まりきっていないことも
確認できる。

(6) 熊倉純子（監修）、菊地拓児・長津結一郎（編著）『アートプ
ロジェクト―芸術と共創する社会』（2014 年、水曜社）93

93

熊倉純子（監修）、前掲

94

同上、p.9

95 横浜市職員で「寿オルタナティブ・ネ
ットワーク」総合プロデューサーの河本
一満により「KOTOBUKI クリエイティブア
クション」の事例について述べられた節
では、「コミュニケーション型アート」へ
の言及が見られる。河本一満、2014、「K
OTOBUKI クリエイティブアクション─簡
易宿泊街でアートの力を問い続ける」、熊
倉純子（監修）、菊地拓児、長津結一郎
（編）、『アートプロジェクト─芸術と共
創する社会』、水曜社、p.228
96

熊倉純子（監修）、前掲、p.9

97

同上、p.9

98

同上、p.9

序章（p.11）にも記載した、「アートプロジェクト」の定義 94 が
冒頭から述べられているが、本文中で“コミュニケーション型アー
ト”と言う用語はほとんど用いられてない 95。また、そのアートプ
ロジェクトの定義のなかで、
また、以下のような特徴を持つ。（略）4.さまざまな属性の人
びとが関わるコラボレーションと、それを誘発するコミュニ
ケーション 96
と述べられている。ここではコラボレーションに至る前提や回路
としてのコミュニケーションを指し、コミュニケーションという
言語やその働きへの焦点が弱まっていると読み取ることができる。

99 村田真、「「もの」から「コミュニケ
ーション」へ」、萩原康子、熊倉純子（編）、
前掲、p.123

だが、序章でも述べたが定義の 1 文目に「共創的芸術活動」97 とあ

100

ンが、言語化せずとも含まれる。つまり、コミュニケーションへの

同上、p.123

るように、「共創」98 にはそれを達成するためのコミュニケーショ
意識が浸透し、共有され、定義上で強く言及する必要が無くなった
という見方もできる。
本書より 13 年前の 2001 年に出版された、『社会とアートのえん
むすび 1996-2000―つなぎ手たちの実践』で村田真が川俣正の 20 年
あまりにわたる仕事を振り返り、「ここ 10 年ほどの世界的な潮流
のひとつにすらなっている」99 表現形態として述べた、

ひとりの作業から「コラボレーション」へ、そしてなにより「コ
ミュニケーション」を優先する方向へと重心を移してきた 100

という述べ方と比べると、“コミュニケーション”という言葉に対
する扱いが変化してきたことが分かる。
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(7) 藤田直哉（編著）
『地域アート―美学／制度／日本』
（2016 年、
堀之内出版）101
複数の著者による論考と対談で構成された本文献では「コミュニ
ケーション型アート」という用語は使用されていない。また、編者
101

藤田直哉（編著）、前掲

で著者である SF・文芸評論家の藤田直哉が記した「まえがき」と「前

102

同上、p.7

衛のゾンビたち―地域アートの諸問題」の章における定義をみると、

103

同上、p.18

「地域アート」を「ある地域名を冠した美術のイベント」102 と定義

104

同上、p.8

し、前述した『アートプロジェクト―芸術と共創する社会』（2014

105 引用文中の「時には（略）ことも起
こっています。」からは、筆者の藤田直哉
がコミュニケーション型アートの形態を
“内包”するものとしてアートプロジェク
トを認識していると捉えることができる。

年）を参照して、

ここで「アートプロジェクト」と呼ばれているものは、この論
でぼくが「地域アート」と呼んでいるものと、ほぼ同義と考え
てもらってかまわない。103
と述べている。また、「地域アート」の説明のなかで、
今までの芸術と異なって、関わる人が膨大に広がっていること
も大きな特徴です。作家、キュレーターだけでなく、運営をサ
ポートするボランティアの人たち、ワークショップなどを通じ
て参加する地域の人たち、主催する自治体の人たち自身や、観
客も重要な「芸術」の担い手と見なされています。時には、そ
のような人々の繋がりや参加そのものが作品の本体となる（つ
まり、関わる人たちが、芸術作品になる）ことも起こっていま
す。104
と述べている。この引用文中の、特に「時には、そのような人々の
繋がりや参加そのものが作品の本体となる（つまり、関わる人たち
が、芸術作品になる）」の箇所は、まさにコミュニケーション型ア
ートについて述べている 105。よって、藤田直哉は地域アート、すな
わちアートプロジェクトに着目しており、そのジャンル内に生じる
コミュニケーション型アートについて認識していることが分かる。

1.3.2 文献の比較による考察
以上複数の言説から、まずコミュニケーション型アートの様式の
出現時期について考察する。始めに、文献（1）ではアートプロジェ
クトについて述べられてはいるのだが、アートが触媒となり人々の
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間で新たなコミュニケーション回路が生み出されることをはじめと
した、前述の本研究におけるコミュニケーション型アートの定義と
重なる効果について述べられている。
ここで注目したいのは、アートプロジェクトに「共通する要素」
としてあげられていた、「社会とアートの多様な関係をつくりだそ
うとしていること」と、「表現活動のさまざまな場面への参加・交
流をつくりだそうとしていること」のふたつの要素である。このう
ち後者は、本研究におけるコミュニケーション型アートの定義に通
ずる。ということは、このコミュニケーション型アートによって期
待される効果はアートプロジェクトでも期待されており、前提的な
効果であるとも捉えられる。橋本敏子によって著された本文献は 19
97 年出版と考察した文献のなかでは古いが、2014 年に熊倉純子に
よって著されたアートプロジェクト定義中の「共創」106 の前提にあ
106

熊倉純子（監修）、前掲、p.9

るコミュニケーションの必要性から考察すると、コミュニケーショ
ン型アートによる効果はアートプロジェクトにおいても前提として
存在しているという捉え方は通ずると考察することができる。
一方でアーティストによる表現形態としてのコミュニケーション
型アートは、多様化するアートプロジェクトの一形態であると述べ
られる。こちらには、文献（2）で森司が発生現場を目撃したという
コミュニケーション型アートや、文献（3）で加藤種男が紹介した事
例が、該当する傾向があると考えられる。
なお、調査した文献全体に渡って用語自体は、このアーティスト
による表現形態としてのコミュニケーション型アートを示す傾向が
見られたため、前者を“広義の”コミュニケーション型アートと表
現する。
そう考えると、本研究におけるコミュニケーション型アートの様
式には、
以下の 2 つの捉え方があると考えることができる
（表 1-2）
。
なお本研究における定義と同様にこの様式も本章では〈暫定版〉と
しておく。
表 1-2：本研究におけるコミュニケーション型アートの様式〈暫定版〉

本研究におけるコミュニケーション型アートの様式〈暫定版〉
様式 1） アート活動における人と人とのコミュニケーションに
よる効果から見た広義のコミュニケーション型アート
様式 2） アーティストによる表現形態としてのコミュニケーシ
ョン型アート

そして、様式 1）はアートプロジェクトに付随するため、出現時期
はアートプロジェクトと同様に主に 1990 年代ということとなる。
そして様式 2）も、小沢剛「相談芸術」や宮島達男発案「「時の蘇
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生」柿の木プロジェクト」、川俣正「コールマイン田川」などの表
現形態発生初期の代表事例は 1990 年代始めから中盤にかけての期
間に開始されているため、出現時期は主に 1990 年代と言える。
次に、コミュニケーション型アートという用語自体の出現時期に
ついて考察する。明確には文献（2）から用いられており、1990 年代
から“コミュニケーション型アート”という用語が生じたと読み取
ることができることことは前述した。また、ここで述べられている
コミュニケーション型アートは、前述の“様式 2）アーティストに
よる表現形態としてのコミュニケーション型アート”を指すと考え
られる。この文献では、アートプロジェクトとコミュニケーション
型アートという用語が共に使用されているが、アーティストによる
表現形態としてのコミュニケーション型アートが事例として紹介さ
れていることがその理由である。

1.4

小括

本章では、コミュニケーション型アートに関係する文献を調査す
ることで、その定義を暫定的にまとめることができた。
そして、本研究が捉えるコミュニケーション型アートの様式を 2
つの視点から導き出し、どちらも出現時期は主に 1990 年であると
考えられることを述べることができた。
また、コミュニケーション型アートの用語自体に関しては、1990
年代に用いられるようになったと考えられた。繰り返しになるが、
様式 2）アーティストによる表現形態としてのコミュニケーション
型アート を差し示す用語として、である。そして調査対象とした 2
000 年代から 2010 年代の複数の文献上から、アート活動のジャンル
を示す用語としては僅かに定まりきっていないことが分かった。
最後に、2010 年代中盤以降の用いられ方について考える。以下ど
ちらも前述の内容と重複するところがあるが、第 3 節文献（6）の熊
107

藤田直哉（編著）、前掲、p.8

倉純子によるアートプロジェクトの定義中では、コミュニケーショ
ンがコラボレーションを誘発するアートプロジェクトの要素として
述べられている。また 1-3 文献（7）では、アートプロジェクトとほ
ぼ同義と述べる地域アートについての解説中で、コミュニケーショ
ン型アートとは述べられていないものの、
「時には、そのような人々
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107
の繋がりや参加そのものが作品の本体となる」
と述べられている。

つまり著者の藤田直哉は、アートプロジェクトのなかで「時には」
コミュニケーション型アートの定義項目中の「美的価値というより
も、対人的なコミュニケーションの価値が重視される傾向にあるア
ート活動である。」に近い現象が生じることについて述べている。
そして、この 2 文献は 2010 年代に出版されている。これらの文献か
らは、コミュニケーション型アートは 2010 年代には“アートプロジ
ェクト”と一括りにして論じられつつあると考察することができる。
ただし第 2 節文献（3）でネット TAM のアートマネジメント関連用語
として上田假奈代が解説した年は 2015 年で、2021 年現在も Web サ
イト上に掲載されているため、2021 年現在も、一括りにして論じら
れているわけではないと考えられる。
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第2章
アートプロジェクト史から見るコミュニケーシ
ョン型アートの変遷
2.1

本章の概要

2.2

1950 年代-1980 年代─アートプロジェクト前史

2.3

1990 年代─アートプロジェクト萌芽期

2.4

2000 年代以降─アートプロジェクト興隆期

2.5

コミュニケーション型アートの分類

2.6

変遷のまとめと観点別分類の考察

2.7

小括
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2.1

本章の概要

2.1.1 目的と構成

第 2 章の目的は、コミュニケーション型アートの歴史的変遷を概
観し、コミュニケーション型アートのルーツと事例について調査す
ることである。
第 1 章で述べた 2 つの様式に関する記述より、生じる効果から見
た広義のコミュニケーション型アートはアートプロジェクトに伴い
そのなかで生じ、アーティストによる表現形態の 1 つとして見たコ
ミュニケーション型アートはアートプロジェクトを構成する要素や
それ自体として実施されてきた。
そこで、本章の構成としては、まず国内の事例を中心に必要に応
じて海外の動向も照らし合わせつつ、国内におけるアートプロジェ
クトの歴史的変遷を概観する。そのなかで、どのような経緯を経て
コミュニケーション型アートが生じ、変化し、現在に至ったかにつ
1 加治屋健司、
「アートプロジェクトと日
本─アートのアーキテクチャを考える」、
前掲、pp.129-135
2 加治屋健司、2010、「日本のアートプロ
ジェクト─その歴史と近年の展開」、『広
島アートプロジェクト 2009─いざ、船内探
険! 吉宝丸』、広島アートプロジェクト実
行委員会、pp.261-271
3 加治屋健司、
「地域に展開する日本のア
ートプロジェクト─歴史的背景とグロー
バルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
pp.95-134
4 著書内の、なかでも「歴史的位置付けと
その変遷─空間から場、そしてシステム」
と題された pp.17-21 を主に参照した。熊
倉純子（監修）、前掲、pp.17-21
5 アートプロジェクトの歴史的付けと変
遷について、熊倉純子らは以下のように分
類して述べている。「1950 年代-1980 年代
─アートプロジェクト前史」、「1990 年代
─アートプロジェクトの萌芽」、「2000 年
代以降─「社会システム」としてのアート
プロジェクト」と分けている。同上、水曜
社、pp.16-21
また、北澤潤は博士論文において以下のよ
うに分類している。
「1950 年代〜1970 年代
—アートプロジェクト前史」「1980 年代〜
1990 年代—アートプロジェクト萌芽期」
「2000 年代以降—アートプロジェクト興隆
期」と分けている。北澤潤、2015、「「も
うひとつの日常」を生み出すアートプロジ
ェクトに関する研究」、東京藝術大学、博
士論文
両者の区分けで異なる点、「前史」の期間
は熊倉純子らによる区分けを用い、「2000
年代以降」のダッシュ以下は北澤潤による
表現を用いた。

いて述べる。次に、コミュニケーション型アートの表現形態を実施
しているアーティストやプロジェクトの主に国内の事例をあげ、複
数の観点から分類する。また、本章で示した歴史的変遷や分類によ
り、その次の第 3 章ではそれらをゴブリン制作活動と照らし合わせ、
アート史におけるゴブリン制作活動の位置付けと、コミュニケーシ
ョン型アートの事例のなかでの活動形態から見た位置付けを示す。

2.1.2 研究方法

本章でアートプロジェクト史を述べるためのベースとしては、主
に以下の 4 文献を参照する。加治屋健司による「アートプロジェク
トと日本─アートのアーキテクチャを考える」1、「日本のアートプ
ロジェクト─その歴史と近年の展開」2、「地域に展開する日本のア
ートプロジェクト─歴史的背景とグローバルな文脈」3 の 3 文献と、
熊倉純子らによる著書『アートプロジェクト─芸術と共創する社会』
4

である。そして、調査において生じた必要に応じ、そのほかの文献

を調査するという手順をとる。
また、時代区分は、熊倉らによる前述の著書と、アーティストの
北澤潤による博士論文を参照して 5 以下のように分けて述べる。国
内においてアートプロジェクトの概念形成のための土台が作られた
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と考えられる「1950 年代-1980 年代─アートプロジェクト前史」、
国内にアートプロジェクトという概念が生じたと考えられる「1990
年代─アートプロジェクト萌芽期」、国内でアートプロジェクトが
広まり概念が一般的に認識されたと考えられる「2000 年代以降─ア
6

萩原康子、熊倉純子（編）、前掲

7 吉澤弥生、前掲『芸術は社会を変える
か？─文化生産の社会学からの接近』

ートプロジェクト興隆期」という 3 区分である。
そして、調査をふまえてコミュニケーション型アートを主に国内
の事例から分類する。分類の対象とした事例は、コミュニケーショ

8

藤浩志、AAF ネットワーク、前掲

ン型アートを含むアートプロジェクトの事例が複数掲載されている

9

熊倉純子（監修）、前掲

ことから、本研究でこれまでも見てきた 4 文献から主にあげる。そ
の 4 文献を出版年順に a から d のアルファベットを振って順番にあ

10 加治屋健司、「アートプロジェクトと
日 本 ─ アー ト のア ー キテ ク チャ を 考 え
る」、柳幸典（監修）、前掲、p.135
11 1954 年に兵庫県芦屋市で結成された、
吉原治良をリーダーとする前衛美術家グ
ループ。吉原による「絶対にひとのまねを
してはいけないというモットー」のもと、
自立した行為や、廃品など特定の素材によ
る、ラディカルな表現を展開した。以上の
具体美術協会に関する情報は、美術批評家
の千葉成夫による次の文献と、吉原の作品
を多数所蔵する大阪中之島美術館準備室
（旧・大阪新美術館）の Web サイトを参照
して述べた。千葉成夫、1986、『現代美術
逸脱史─1945～1985』、晶文社、pp.45-57
『Artrip Museum─大阪中之島美術館コレ
クション』
（大阪中之島美術館準備室 HP）、
「「具体」の歴史」、http://www.nak-osa
ka.jp/gutai_history.html（2020 年 9 月 1
5 日アクセス）
12 1957 年に福岡県を拠点に結成された
前衛芸術家グループ。反公募展、反東京の
姿勢を強く打ち出し、身近な生活用品を用
いたインスタレーションや、パフォーマン
スを展開した。1962 年あるいは 1968 年で
グループ解体。以上の九州派に関する情報
は、『ウェブ版美術手帳』内、愛知県美術
館学芸員の副田一穂による解説と、美術教
育に関する研究者の山木朝彦による著書
を参照して述べた。
副田一穂、「九州派」、『ウェブ版美術手
帳』（BTCompany）、https://bijutsutech
o.com/artwiki/68（2020 年 9 月 16 日アク
セス）；山木朝彦、2005、「日本の前衛芸
術─1910～」、フィルムアート社＋プラク
ティカ・ネットワーク（編）、『アートと
いう戦場─ソーシャルアート入門』、フィ
ルムアート社

げると、〔文献 a〕萩原康子・熊倉純子（編）『社会とアートのえん
むすび 1996-2000─つなぎ手たちの実践』（2001 年、ドキュメント
2000 実行委員会）6、〔文献 b〕吉澤弥生（著）『芸術は社会を変え
るか？─文化生産の社会学からの接近』（2011 年、青弓社）7、〔文
献 c〕藤浩志・AAF ネットワーク（著）『地域を変えるソフトパワー

─アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』（2011 年、
青幻舎）8、〔文献 d〕熊倉純子（監修）『アートプロジェクト─芸
術と共創する社会』（2012 年、水曜社）9 となる。ただし、近年の事
例であるなどの理由で 4 文献に掲載されてない事例に関しては、他
の文献（Web サイトを含む）からも取り上げる。

2.2

2.2.1

1950 年代-1980 年代─アートプロジェクト前史

1950 年代

加治屋健司は、国内では 1950 年代に、アーティスト同士で結成さ
れた前衛美術家グループによって、野外で作品を展示する最初期の

13 1950 年代末に「ハプニング」という概
念を提唱したアラン・カプローは、1966 年
に出版した著書『Assemblage, environmen
ts and happenings』で、具体美術協会に
一章を割き「ハプニング」の先駆的事例と
してその初期活動を紹介している。Allan
Kaprow, 1966, Assemblage, environment
s and happenings, Harry N. Abrams, In
c., pp.210-212

ている 10。具体美術協会（吉原治良、金山明、田中敦子、村上三郎、

14

林）や、九州派（桜井孝身、オチ・オサム、菊畑茂久馬ら）12 が街道

熊倉純子（監修）、前掲、p.17

15 山木朝彦、「日本の前衛芸術─1910
～」、フィルムアート社＋プラクティカ・
ネットワーク（編）、前掲、p.118

試みが行われるようになったと述べ、2 グループによる活動をあげ
白髪一雄、山崎つる子ら）11 が川畔で実施した「真夏の太陽にいど
む野外モダンアート実験展」（1955 年、兵庫県芦屋市芦屋川畔の松
で実施した「ペルソナ展」（1956 年、福岡県福岡市旧福岡県庁西側
街頭）などである 13。
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熊倉純子らはこの動きの背景について、「美術館や美術の制度に
対する批判的な意識はさほど強くなく、
あくまで野外という
「空間」
への興味が中心であった」14 と述べている。
また山木朝彦は、具体美術協会の、「子どもの造形表現に理解を
深め、次世代との対話を重視し」ていた点は「自らの社会的役割を
自覚していた証として留意すべき事項である」15 と述べている。
16 「展覧会の一形式。だれでもが自由に
出品し、審査を受けることなく、また授賞
の制度も設けない展覧会」。友部直、「ア
ンデパンダン展」、『日本大百科全書(ニ
ッポニカ)』（小学館）、『コトバンク』
（朝日新聞社）、https://kotobank.jp/w
ord/アンデパンダン展-29416（2020 年 9
月 17 日アクセス）

こうして、野外美術展のかたちでアート作品が美術施設の外に展
開され始めた。

17 加治屋健司、
「日本のアートプロジェ
クト─その歴史と近年の展開」、柳幸典、
岩崎貴宏（監修）、前掲、p.262
18 ただし 1962 年の「山手線事件」実施
時点では赤瀬川原平はグループの一員で
はなかったことが、以下、赤瀬川による著
書内の記述から分かる。赤瀬川は、「先の
山手線事件というのは、まだハイレッド・
センターが浮上する前の事件、いわばこ
の世にそのものが頭角をあらわそうとし
ているときの事件であります。プレ・ハイ
レッド・センターというべきものです。私
赤瀬川はその案内状の受取人であり、そ
こに見える冷たい熱情に共感を覚えてい
たのです。」と述べている。赤瀬川原平、
1984、『東京ミキサー計画─ハイレッド・
センター直接行動の記録』、PARCO 出版、
p.20
それから 1963 年の 3 人によるグループ名
の作成過程について「たとえば三人の頭
の文字を並べたら、ハイ……レッド……
センター……。」と述べている。同上、p.
71
19

千葉成夫、前掲、p.92

20

同上、p.76

21 『東京文化財研究所』HP、1963、
「「世
界近代彫刻シンポジウム」真鶴で開く」、
1963 年 7 月、https://www.tobunken.go.
jp/materials/nenshi/4706.html（2020 年
9 月 16 日アクセス）
22 宇部市での野外彫刻展は、
「十九六一
年に「宇部市野外彫刻展」を常磐公園で開
催する。一九六三年の「全国野外コンクー
ル応募展」を経て、一九六五年には第一回
「現代日本彫刻展」が開催され、同展は隔
年開催として継続し」ている。竹田直樹、
1997、
『日本の彫刻設置事業─モニュメン
トとパブリックアート』、公人の友社、p.
79
そして 2009 年からは「UBE ビエンナーレ」
へと名称を変更している。
『UBE ビエンナーレ』HP、「現代日本彫刻
展の歴史」、https://ubebiennale.com/#
news-topics（2020 年 9 月 16 日アクセス）
23 継続期間について以下論文を参照し
た。竹田直樹、八木健太郎、2004、「野外
彫刻展型の彫刻設置事業の変遷」、『環境
芸術』（環境芸術学会）、4、p.2
24 山本朝彦はアンデパンダン展につい
て、
「十九四九年から十九六三年まで十五
年間＝十五回、催された「読売アンデパン
ダン展」である。この展覧会は無審査であ
り表現方法も自由であるということから
アーティストの実験精神を刺激し、彼ら
彼女らに発表の場を提供した」と述べて
いる。山木朝彦、「日本の前衛芸術─1910
～」、フィルムアート社＋プラクティカ・
ネットワーク（編）、前掲、p.116
25 光田由里、2014、「日本「現代美術」
の成 立 と展 開─ 一 九四 五 ～七 ○年 代 前
半」、北澤憲昭、佐藤道信、森仁史（編）、
『美術の日本近現代史─制度・言説・造
型』、東京美術、p.601

2.2.2

1960 年代

1960 年代に入ってから国内の野外美術展については、加治屋健司
によって「60 年代の野外美術展は、ハプニングやイヴェント、野外
彫刻展、そして地方でのアンデパンダン展 16 の 3 つに特徴づけられ
る」17 と述べられているように、新たな動きや表現形態が生じた。
まず特徴の 1 つ目のハプニングやイヴェントとしては、ハイレッ
ド・センター（高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之）によって行われ
た「山手線事件」（1962 年、東京都山手線内回り品川-上野間）18、
「首都圏清掃整理促進運動」（1964 年、東京都中央区銀座）19 など
の数々のハプニングがあげられる。また、1950 年代でもあげた九州
派によって福岡の百道海岸で一昼夜に渡って行われたイヴェント
「英雄たちの大集会」（1962 年、福岡県福岡市百道海水浴場）20 が
あげられる。
次に特徴の 2 つ目の野外彫刻展としては、朝日新聞社主催のもと
開催された「世界近代彫刻シンポジウム」（1963 年、神奈川県足柄
下郡真鶴町の道無海岸）21、行政主導により公園内で行われるかたち
で開催された、山口県宇部市常盤公園を会場とした「現代日本彫刻
展」（1965 年-）22 や「神戸須磨離宮公園現代彫刻展」（1968-1998
年、兵庫県神戸市須磨離宮公園）23 などがあげられる。
最後に特徴の 3 つ目、地方でのアンデパンダン展についてである。
読売アンデパンダン展が 1963 年を最後に中止となった

24

あとの状

況について、美術評論家の光田由里は、「読売アンデパンダン展と
いう共有の場がなくなったことの喪失感は大きく、代替えの発表場
所を求めて作家有志グループによる自主的なアンデパンダン展が各
地で開催されていた」25 と述べている。ただしヨシダヨシエによる
と、「読売アンデパンダン展がなくなる以前に、地域アンデパンダ
ン展は、かなり地方に散在していた」26 ようだ。さらにヨシダヨシ
エは、読売アンデパンダン展中止後の「行詰り」27 を「変質させるき
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ざし」28 として、「あたらしい発表の形式と、空間への挑戦」29 の可
26 ヨシダヨシエ、1968、「流動化する地
方の前衛─読売アンデパンダン展とその
後」、『美術手帖』、296、美術出版社、
p.102

能性について述べ、読売アンデパンダン展以後の「ひとつの頂点」

27

同上、p.102

年）での美術施設外の空間のハプニング的な使用法について述べて

28

同上、p.104

この展覧会は、
前衛美術家グループ VAVA によって企画され、
いる 31。

29

同上、p.104

30

同上、p.105

31

同上、p.105

32 展覧会情報について参照した。池田
龍雄、2001、『芸術アヴァンギャルドの背
中』、沖積舎、pp.124-125
33

千葉成夫、前掲、p.115

34 作品のタイトルなど情報について参
照した。千葉成夫、前掲、pp.114-115
35 参加作家である池水慶一の Web サイ
トを参照した。『WORKS of IKEMIZU KEII
CHI 池水 慶一』（池水慶一 HP）、「堺
現代美術の祭典」、http://www.ne.jp/as
ahi/ike/mizu/anpan-s/anpan-s.htm（202
0 年 9 月 20 日アクセス）
36

池田龍雄、前掲、pp.129-130

37 加治屋健司、
「日本のアートプロジェ
クト─その歴史と近年の展開」、柳幸典、
岩崎貴宏（監修）、前掲、p.262

30

と表現する「岐阜アンデパンダン・アートフェスティバル」（1965

岐阜市の市民センターや公園、長良川河川敷で開催された 32。その
なかで、9 人のメンバーからなるグループ「位」は、「長良川の河原
で灼熱の太陽のもとただ黙々と穴を掘りつづけ、一定の大きさにな
ったところで予定どおりもとのように埋めなおす、という行為」33 を
行い「穴を掘る」と題した

34

。そして翌年、現代美術の祭典実行委

員会（太田隆三、丸本耕、池水慶一、森口宏一ら）による「堺現代
美術の祭典」（1966 年）が、堺市の公園や体育館で行われた 35。画
家の池田龍雄は、
（「岐阜アンデパンダン・アートフェスティバル」
の）「翌六六年の堺市での「現代美術の祭典」を堺に、秋の落日の
ごとく釣瓶落としに沈んでしまったのである。どうも、時代の変化
は地球の回転よりも早いらしい」36 と、自主的アンデパンダン展の
急速な収束を表現している。ただ、そういった形式の展覧会は収束
するものの、加治屋健司は、この時期の動きについて、「地方のア
ンデパンダン展で作家同士の交流が始まり、そこから美術館でもギ
ャラリーでもない場所を見つけて展示していく動きが本格化するよ
うになった」と、次の動きへのつながりについて考察している 37。
こうして、美術施設の外に出た作品は、日常生活の場面に行為と
して現れたり、地方の公園や美術施設以外の空間に展示されたりす
るようになった。

2.2.3

1970 年代

1970 年代になると、国内では、野外や美術関連ではない施設での
展覧会が増え、野外美術展が急増する。横浜市のこどもの国で開催
された「現代美術野外フェスティバル」（1970 年）は 18 名の作家
が実行委員会を設立して企画・運営し、159 名の作家が参加すると
いう規模の大きなものであった。その後は、作家たちによる自主的
な小規模の野外美術展が行われるようになる。例えば、4 名の作家
38 『東京パブリッシングハウス』HP、
「P
revious Exhibition - SPACE TOTSUKA 7
0 Revision with Photographs」、http:/
/www.artbook-tph.com/tph/pastexhibit
ions/totsuka.html（2020 年 12 月 29 日ア
クセス）

達（高山登、榎倉康二、藤井博、羽生真）による「SPACE TOTSUKA 70
（木・壁・草・土・家・石・空・地・火・空気・水…）」（1970 年）
は出展作家の下宿先の庭（横浜市戸塚区）でインスタレーション作
品の展示とパフォーマンスが行われた
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38

。そして、その作家達に 5

名（島州一、長重之、原口典之、八田淳、内藤晴久）が加わって行
われた「点展」（1973 年、1975 年、1976 年）では、自宅やその周辺
で展示やイヴェントが実施された。さらに、1970 年代末から所沢航
空記念公園で近隣在住のアーティストが中心となって行った「所沢
野外美術展」
（1978 年-1985 年）の頃から、野外美術展の規模が徐々
に大きくなってくる。

2.2.4

1970 年代―ヨーロッパのアートプロジェクトの始まり

近・現代「美術と社会」研究者で地域・美術館・大学が連携する
39 長田謙一、加治屋健司、森司、熊倉純
子、菊地拓児、2014、「Discussion 実践
教育としてのアートプロジェクト」、熊倉
純子（監修）、菊地拓児、長津結一郎（編）、
『アートプロジェクト─芸術と共創する
社会』、水曜社、p.60
40

同上、p.60

41

熊倉純子（監修）、前掲、p.17

42 村田真、「美術の基礎問題 連載第 1
8 回─3．美術館を出て」、『アートスケ
ープ』（大日本印刷）、http://www.dnp.
co.jp/artscape/series/0112/murata.ht
ml（2019 年 7 月 23 日アクセス）

企画も展開してきた長田謙一は、ヨーロッパの「アートプロジェク
ト的なもの」の始まりは 1970 年代の前半と述べている 39。そして、
その時期の事例として、ベルリンの NGBK（1969 年設立）という団体
による活動をあげている。NGBK は、「展覧会だけでなく、まちに繰
り出したプロジェクト」を行っており、「バスのプロジェクトでは
ベルリンのナチスや戦争の記憶をつないでいくようなものなど、小
さいけれどアートプロジェクト的なもの」を始めていたそうだ 40。
そして、1977 年には、熊倉純子らが「日本におけるアートプロジ
ェクトに大きな影響を与えた海外の先駆的な事例」であると述べて

43 村田真、
「ミュンスター彫刻プロジェ
クト 1997」、『アートスケープ』（大日
本印刷）、http://www.dnp.co.jp/museum
/nmp/nmp_j/feature/0724/munster.html
（2020 年 10 月 7 日アクセス）

いる「ミュンスター彫刻プロジェクト」（ドイツ・ミュンスター）
が開始され 41。村田真によると、10 年に 1 度の開催で会期終了後も
一部の作品が残されるというこのプロジェクトは、「ミュンスター
市に徐々に彫刻を浸透させていく長期的な計画とそのプロセス全体
を指して」いるため、「彫刻展」ではなく「彫刻プロジェクト」と
呼ばれている。42。また村田真は別の文献で、1997 年の第 3 回展つ
いて、「第 1 回展では、石や鉄といった硬質な物体を用いた作品ば
かりだったのに、第 2 回展ではそこに一時的なインスタレーション
や動く作品が加わり、今回は映像とパフォーマンスだけで全体の 2
割を占めるにいたっている」と、作品形態の変化に着目して述べて
いる 43。

2.2.5

1980 年代

ここまでの 1950 年代から 1970 年代に掛けてを、熊倉純子らは
「「作品」と「空間」への関心が新たな展開を見せた時代」44 であっ
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たと述べている。そして、次の 1980 年代から 1990 年代前半に掛け
44

熊倉純子（監修）、前掲、p.17

ては、「「空間」から「場」へと概念が拡張してい」き、「「サイ

45

同上、p.17

ト・スペシフィック」という概念が広ま」ったと述べている 45。

46 加治屋健司、「アートプロジェクトと
日 本 ─ アー ト のア ー キテ ク チャ を 考 え
る」、柳幸典（監修）、前掲、pp.129-135、
p.134
47 記録集には「服部物産の代表、服部恒
雄氏は、JAPAN 牛窓国際芸術祭の立役者
で、（中略）自由工場は（中略）発起人た
ちの提案を、服部氏が受諾したことによ
って可能となった。」と経緯について記さ
れている。井上明彦（編）、1997、『自由
工場記録集』、自由工場、p.7

まず、1980 年代前半の国内では、静岡県浜松市の砂浜で行われた
「浜松野外美術展」（1980 年-1987 年）、栃木県宇都宮市の石切り
場で行われた「大谷地下美術展」（1984 年-1989 年）などが行われ
た。その変化について加治屋健司は、「それまでの野外展の主な会
場となっていた公園を離れて、人里離れた自然の中で展覧会が行わ
れるようになった」46 と述べている。岡山県牛窓町（現瀬戸内市）で
はオリーブ園を中心として、国際展「牛窓国際芸術祭」（1984 年-

48

熊倉純子（監修）、前掲、p.18

1993 年）が行われ、後述する「自由工場」（1993 年 12 月-1995 年 3
月）の活動につながった 47。ただし、これらの展覧会が行われた 80
年代前半について、熊倉純子らは、「場の歴史性や、今この場所が
同時代の社会や人びととどのような関係を持ち得るのかという、時
間軸も含めた、より広義な「サイト・スペシフィック」な傾向は、
まだ萌芽に留まっている」48 と述べている。

しかし一方で、藤浩志が書籍掲載の議論上で、「1990 年頃にアー
トプロジェクトが増え始めたのは「場」という問題との関係があり
49 藤浩志、2014、「大型フェスティバル
が生まれた背景」、熊倉純子（監修）、菊
地拓児、長津結一郎（編）、『アートプロ
ジェクト─芸術と共創する社会』、水曜
社、pp.304-312、p.306

ます。80 年代に川俣さんが注目したのは「場」であって、それが 90
年代に流通していった。」49 と、川俣正が 1980 年代からすでに「場」
に注目した活動を展開していたことについて指摘している。実際、

50 川俣正、BankART1929（著）、BankAR
T1929（編）、2013、『Kawamata Expand
BankART』、BankART1929、p.114

川俣正による著書内の、1983 年の作品「アパートメント・プロジェ

51

解説を筆者が要約。同上、p.116

ての解説には、「以後、アパート等の空間自体に関わること以上に

52

同上、p.117

その場所の社会的な条件、その地域の歴史的な背景などに興味をも

クト《スリップ・イン・所沢》」（1983 年、埼玉県所沢市）につい

つ。」50 と記載されている。そして 80 年代の後の活動のなかでは、
人が通る「アーケード」という場の社会的条件に合わせて、毎年組
み立てと解体とを繰り返しながら 5 年後まで増殖していく計画で制
作された「大街道インスタレーション」51（1984 年、愛媛県松山市）、
過去に病院だった建物が舞台であったため、「移動のための船を」
「建物にもち込み、インスタレーションに組み込むことで歴史的な
意味に触れることを考えた」52 と述べられている「プロジェクト・
ワーク・イン・ヴィエイユ・シャリテ」（1987 年、フランス・マル
セイユ）など、「その場所の社会的な条件、その地域の歴史的な背
景など」への興味が示された作品が現れている。
これらより、川俣正は国内のアートプロジェクト史の流れのなか
では一足早く、「空間」を経由した同時代の社会や人々、その地域

62

の歴史などに向けて深度が増した「場」に興味を持ち、独自にプロ
ジェクト的な作品に取り組んだアーティストであったと考えられる。

2.2.6

1986 年の「シャンブル・ダミ」展

1980 年代の国外においては、1986 年にベルギーで開催されたヤ
ン・フート企画の展覧会、「シャンブル・ダミ（友達の部屋）」展
53 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
p.119

された。その際、加治屋健司によると、「アーティストは会場の提

54

熊倉純子（監修）、前掲、p.18

供者と関わりながら作品を展示し、鑑賞者は市内に点在する会場を

55

両展覧会の詳細は後述する。

歩いて回った」という 53。この展覧会について熊倉純子らは、「主

が重要となる。この展覧会では、50 軒の個人住宅の中に作品が展示

催者・アーティスト・観客の 3 者のみならず、自宅を会場として提
供した人たちや監視スタッフ、会場をつなぐタクシーサービスなど、
市民がさまざまな立場で支えたことからも、現代アートプロジェク
トといわれる事例の先駆けととらえられるだろう」と考察している
54

。さらに、そうした支援の中で市民に生じた役割と、それに伴う対

人的なコミュニケーションは、日常生活において生じる役割、コミ
ュニケーションとは異なるものであったと考えられる。
この展覧会には日本のワタリウム美術館の和多利志津子が訪れて
おり、同年以降の企画者ヤン・フートの日本への招聘と、後の 1990
年代の展覧会「ヤン・フート IN 鶴来―現代美術と街空間―」、「水
の波紋’95」55 につながっており、直接的に国内のアートプロジェ
クト史に影響を与えた展覧会であったと言える。

2.3

2.3.1

1990 年代─アートプロジェクト萌芽期

1990 年代の変遷

1990 年代には、「芸術の新しい環境を目指し、同時代の社会の中
に入り、個別の社会的事象と関わりながら展開される、共創的芸術

63

活動」56 が行われ始めた。つまり、アートプロジェクトが日本国内
56

熊倉純子（監修）、前掲、p.61

で開始されたと考えられている。そこでは、プロセスを重視した野

57 加治屋健司、
「日本のアートプロジェ
クト─その歴史と近年の展開」、柳幸典、
岩崎貴宏（監修）、前掲、p.265

外彫刻展が開催されたほか、集う場づくりやそれによるネットワー

58 暮沢剛巳、「アートキャンプ白州」、
『アートスケープ』（大日本印刷）、htt
ps://artscape.jp/dictionary/modern/1
198251_1637.html（2020 年 10 月 7 日アク
セス）

プロジェクトの始まりの事例として、1990 年代が主な実施時期であ

ク形成など展覧会を終着点としない活動も実施された。そのアート

った「アートキャンプ白州」があげられる。
「アートキャンプ白州」（1988-1999 年※毎年開催、山梨県白州
町）は、舞踏家の田中泯が、自身が率いる舞踏グループのメンバー

59 加治屋健司、
「日本のアートプロジェ
クト─その歴史と近年の展開」、柳幸典、
岩崎貴宏（監修）、p.265

で山梨県白州町（現北杜市）に移り住み、アートプロデューサーの

60 加治屋の考察と関連し、Web サイト
『スペースモジュレーター』（日本板硝
子）によると、木幡和枝は以下のように述
べている。

林、路上など様々な場所で」57、「舞踏のパフォーマンス公演を中心

だが、ことは簡単ではない。例えば
農地で制作・展示するには、農業委
員会の許可がいる。なにより「芸術
家」の奇想天外な申し入れを最初か
ら信用する人はいない。「これが芸
術ねぇ～」
「 難しくてわからない・・・」
といわれるのがせいぜい。
１年目は、ともかく一度作らせてく
ださい、と作家たちが町に住み込み
ながら制作した。穴を掘り、鉄板や
鉄骨を立てるといった重労働を繰り
返す美術家たちの姿は、町の人々に、
自分たちと同じ労働をしていると信
用を生んだ。
『スペースモジュレーター』（日本板硝
子）編集部、「アートキャンプ白州」、h
ttp://space-modulator.jp/sm81~90/sm8
3_contents/sm83_hakusyu_txt.html（202
0 年 10 月 7 日アクセス）

木幡和枝とともに立ち上げたフェスティバルである。
「神社、民家、

に、美術、演劇、音楽、映像などさまざまなジャンルの表現活動が
ワークショップやコラボレーションといった形で行なわれ」58 た。
加治屋健司は「アートキャンプ白州」について、「美術家が主導的
な立場にいた 80 年代の野外美術展と異なり、表現者も、運営者も、
鑑賞者も、そして、生活者も当事者であるという考えに立っていた
ように思われる」59 と考察している 60。
そして「アートキャンプ白州」開始時期から 1990 年代前半にかけ
ては、「空間としての面白さのみでなく、仲間が集う場の重要性が
認識され、また、単発的ではなく持続的なネットワークを形成する
ような活動が行われた」61 と熊倉純子らは述べている。その 1 つ、
「自由工場」62（1993 年 12 月-1995 年 3 月、岡山県岡山市）は、岡
山市内の解体を予定したビルで美術家、建築家、市民、学生らが自
主運営した非営利のアートスペースで、岡山県内からだけでなく、

61

熊倉純子（監修）、前掲、p.19

62 自 由 工 場 の 記 録 集 に は 概 要 に つ い
て、「自由工場（FREE FACTORY）とは、取
り壊しが予定された岡山市中心部にある
大供（だいく）ビルを、1 年 4 カ月にわた
って、美術・建築・音楽・演劇・映像など
の芸 術 活動 と交 流 の拠 点 とし て活 用 し
た、非営利・自主運営のアートスペースで
した。」と記させている。井上明彦（編）、
前掲、p.3
63 自由工場については『自由工場記録
集』を参照して述べた。井上明彦（編）、
前掲
64 『C.A.P.［芸術と計画会議］』HP、
「C.
A.P.とは」、https://www.cap-kobe.com/
about/index.html（2020 年 2 月 10 日アク
セス）

全国各地から総勢 400 名を越える文化関係者（工員）が参加した 63。
また、そこから、活動終了後も他の活動に派生していく人的ネット
ワークも形成された。御野小学校の創立 100 周年を記念して開催さ
れた現代美術展「アートワークみの」（1995 年夏、岡山県岡山市）
は、そのネットッワークから生まれた活動である。
ほか杉山知子を中心とした 12 名のアーティストによって立ち上
げられた「C.A.P.（特定非営利活動法人 芸術と計画会議）」（1994
年に設立し 2002 年に NPO 化、兵庫県神戸市）がある。その Web サイ
トには、

私達は、社会的な機能として、芸術を媒介に職業、年齢、性別、
国境などの境界を越えてあらゆる人々が集まり、対話し、意見
交換ができる場を持つということが重要だと考えます。更に、
この意見交換を通して様々な人が深く芸術を探究し、またその

64

可能性を広げ、且つその可能性に形を与え実現させる事が重要
ではないでしょうか 64。
65 同上。Web サイトにはほかに以下のよ
うに記されている。芸術活動は既存の「価
値体系で簡単に判断されるものではない
はず」であり、「芸術とは完成された作品
を鑑賞するだけのものではなく、芸術家の
考え方や、作品の完成に至るまでのプロセ
スをも芸術活動ととらえ」るので、美術館
やホール以外の「新たなもう一つの「場」
を必要としてい」る。
66 これからの美術館は、過去だけでな
く現在生じつつある美術の現場をバック
アップするべきあること、
「新しく建物を
つくる場合」は「ハード(建物)にお金をか
けず、ソフト(人)を充実させる」べきであ
ることなどが提案されている。
『C.A.P.［芸術と計画会議］』HP、「これ
までの活動―これからの美術館」、https:
//www.cap-kobe.com/history/museum1.h
tml（2020 年 12 月 27 日アクセス）
67 旧居留地の文化的特性と阪神大震災
を背景とした、
「街に美術館ではなく、
“街
全体が美術館”となるためのプラン」。同
上。
68

熊倉純子（監修）、前掲、p.19

69 『C.A.P.［芸術と計画会議］』HP、
「こ
れまでの活動―これからの美術館」、htt
ps://www.cap-kobe.com/history/museum
1.html（2020 年 12 月 27 日アクセス）

と活動の理念が記されている 65。同 Web サイトの活動内容の 1 項目
目に「定期的な研究会の開催」と記されている点は、その理念の現
れであると考えられる。また C.A.P.は、設立のきっかとなった「こ
れからの美術館」66、設立翌年の「旧居留地ミュージアム構想」67 を
神戸市に提出して始まっていることから、仲間が場に集うことだけ
でなく、まち全体を美術館と捉えるというまちへの新たな視点を持
っている。この提案や活動について熊倉純子らは、「社会システム
の中における美術のあり方へと意識を広げていると言える」68 と考
察している。さらに、「これからの美術館」のなかでは、「基本コ
ンセプト」の 1 つに、

●人と人との交流を通した美術教育機関としての美術館
教育は美術館の重要な役割の一つです。「これからの美術館」
は作品のみでなく作品を作る人とその現場、展示のみでなく展
示に至るまでのプロセスを取り込み、地域に開放していきます
(=ワークショップ)。
そこにさまざまなかたちで人が関わってい
く中で人と人との交流が生まれます。そうした交流を通して地
域の美術教育がなされるようにプログラムを組み、小・中・高
等学校の授業に開放していきます。69

と記されている。ここで「(=ワークショップ)」として述べられてい
る視点とそこから生じる「人と人との交流」への視点から、ここで
示すアート活動は、本研究においてはコミュニケーション型アート
と見ることができる。つまり、作品、人、現場、プロセスを「地域
に解放」し、「人と人との交流」を「地域の美術教育」に活かして
いくという C.A.P アーティスト達による考えからは、コミュニケー
ション型アートが持つ「地域の美術教育」への展開可能性を見出す
ことができる。
1990 年代を通じて、都市で展開される都市型アートプロジェクト
である「ミュージアム・シティ・福岡」（1990 年-2004 年、隔年開
催、福岡県福岡市天神地区中心）が展開された。「ミュージアム・
70

熊倉純子（監修）、前掲、p.19

シティ・福岡」について熊倉純子らは、「アートが社会システムへ
と関わり始めた兆しがみられる事例として重要」70 であると述べて
いる。天神地区の商業地区や公共空間に作品が展示されるかたちで
「ミュージアム・シティ・天神」として開催されていたが、1998 年
から開催地を、博多を含む福岡市中心地に広げ、名称を「ミュージ

65

アム・シティ・福岡」とした。作家主導ではなく、企業、行政、美
術関係者の三者による組織が企画運営した展覧会である。継続期間
の後期には、市民参加型のワークショップや、アーティスト・イン・
レジデンスなども行われた。例をあげると、藤浩志「ビニール・プ
ラスチック・コネクション」や、ナウィン・ラワンチャイクン「博
多ドライヴ・イン─博多の全タクシー・ドライバーに捧ぐ─」、ヴ
ォッヘンクラウズールによる学校を舞台とした活動などがその時期
の事例に該当し、コミュニケーションが表現の中心に据えられたプ
ロジェクト型のアート活動が行われた。
そして、1990 年代中頃から美術家の岡崎乾二郎らによって実施さ
れた「灰塚アースワークプロジェクト」（1994 年-2003 年、広島県
北東部）も同様に、「社会システムとの関わりの中で生まれた事例
71

熊倉純子（監修）、前掲、p.20

72

熊倉純子（監修）、前掲、p.9

である」71。この活動では、ダム建築予定地、つまり水没してしまう、
三良坂（みよしざか）、吉舎（きさ）、総領（そうりょう）の 3 町
を舞台に、ダム周辺地区の環境整備と地域文化の振興を目的として、
「アースワーク」、「サマーキャンプ」、「アーティスト・イン・
レジデンス」などが行われた。この活動は、これまでの野外美術展
で用いられてきた、場の形状や空間的な特性を生かしたサイト・ス
ペシフィックではなく、ダムの建設によって地域が大きく変容する
という時間軸を持った社会的な事象自体に対してのサイト・スペシ
フィックであった。つまり、前述した熊倉純子によるアートプロジ
ェクトの定義にある「社会的な文脈としてのサイト・スペシフィッ
ク」72 な表現が明確に展開されたと言える。
また、「灰塚アースワークプロジェクト」では、住民達も“討論”
や“ワークショップ”
に参加することで制作のプロセスに携わった。
そのような協働によって制作が進められたプロジェクトのなかの 1
つの作品、PH STUDIO による「船をつくる話」は、その制作プロセ
スについて PH STUDIO 自身が村田真によるインタビューのなかで、
次のように述べている。

96 年の滞在で火がついたっていうのは二つの意味があって、本
当にプランとしてやってみたいという意味で火がついた部分。
もう一点は現地の人たちとインタビューとか下調べとかいろい
ろ協力してもらっているうちに、結局もっともっと関わってい
くことでしか、負けている部分を跳ね返せないみたいな感じが
あって、もうちょっとつきあいたいみたいな感じがでてきた。
彼らも長い時間かけて、日常生活の中で大きな変換を行ったわ
けですよね。僕らも僕らの日常の中にこれをプログラムとして

66

入れないと、非日常的にこれに関わってしまうと全然太刀打ち
できないと思ったんです。73

73 PH スタジオ（池田修、細淵太麻紀）
（編）、2003、『PH STUDIO 1984‐2002』、
現代企画室、pp.179-180

この言葉からは、ダムにより生じる変化に対して暮らしを立て直し

74 萩原康子、熊倉純子（編）、前掲、p.
232

りを重ねる“覚悟”や、住民への“寄り添い”の姿勢を読み取るこ

75 『灰塚アースワークプロジェクト』H
P、「アートスフィア灰塚 2000」、http:/
/ew-p.org/2000/hs/index.html（2020 年
2 月 10 日アクセス）
76 加治屋健司、
「日本のアートプロジェ
クト─その歴史と近年の展開」、柳幸典、
岩崎貴宏（監修）、前掲、p.267

ていく住民の心情と対峙して会話し協働するために、住民との関わ

とができる。そして、アーティストと住民が密に関わってコミュニ
ケーションをとるなか、プロジェクトが進められたということが分
かる。
「灰塚アースワークプロジェクト」のなかの別の企画、「作品ホ
ームステイ」では、「「作品とともに生活する」システムの提案」
74

を目的として住民が選んだ作品を自宅に置いた。公式 Web サイト

には、作品を「預かってくれた方（ホストファミリー）や、その近
所の人たちにゆっくりと作品を鑑賞していただくことができます。」
75

と記されている。ここから、来場して鑑賞する人と住民との間に

は、鑑賞が可能かを交渉するコミュニケーションや、感想を言葉に
し合うコミュニケーションなどが生じると考えられる。
1980 年代以前の野外美術展は作家や実行委員会に関心が向けら
れる作家中心の企画であったと考えられるが、1990 年代の変化につ
いて加治屋健司は論文のなかで、前述した「ミュージアム・シティ・
天神」、「灰塚アースワークプロジェクト」ほか 1990 年代のアート
プロジェクトの考察により“鑑賞者”から論じている。そこで加治
屋健司は、1990 年代のアートプロジェクトにおける「主題化された
鑑賞者とは、純粋な制作体験をする者というよりは、その場所で生
活しながら作品を見るという、生活者としての鑑賞者であったと考
えられる」76 と述べている。つまり、1990 年代のアートプロジェク
トでは、作家と「生活者としての鑑賞者」との間で、“意見交換会”
や“ワークショップ”、“鑑賞中の会話”などのコミュニケーショ
ン型アートの一形態と言える活動が生じていたという特徴があった
と言える。

主に 1990 年代に開始され始めた表現形態としてのコミュニケー
ション型アートの事例としては、繰り返しとなるが、宮島達男が発
案した「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」、藤浩志による「ビニ
ール・プラスチック・コネクション」、きむらとしろうじんじんに
よる「野点」、小沢剛による「相談芸術絵画」に始まった一連の「相
談芸術」のプロジェクトなどがあげられる。

67

そして、1980 年代の項でも述べた川俣正は、自著のなかで、「九
十年代前半に行ったいくつかの大がかりなプロジェクトを最後に、
77 川俣正、2001、『アートレス─マイノ
リティとしての現代美術』、フィルムアー
ト社、p.95

決められた時期に展示作業が終わり、その後一般の人たちに公開す

78 同上、pp.122-123

た。」77 と述べたうえで、「つねに変化せざるを得ない状況の中で変

るという通常の作品展示スケジュールを、根本的に見直そうと思っ

化していく方向を決定する。その要因をその場やそこにかかわる人
たちの身体を通したコミュニケーションにゆだねている。その都度
のチャンスをかたちにし、次につながるようにうまくオペレートし
ていく」78 とする、制作プロセスそのものを作品と呼ぶ「ワーク・イ
ン・プログレス」のスタンスによるプロジェクトを開始したことを
述べている。また、この時期の事例として、ドラッグやアルコール
依存症患者のためのリハビリセンターでの「アルクマー・プロジェ
クト」（1996 年-1998 年、オランダ・アルクマー）、福岡県の産炭
地を舞台とした 10 年間のプロジェクト「コールマイン・プロジェク
ト」（1996 年-2006 年、福岡県田川市）をあげている。

1990 年代の海外の動きについて述べる。ニコラ・ブリオーが 1996
年にフランスのボルドー現代美術館で開催された「トラフィック」
展に寄せたテキストがある。そこでブリオーは、「関係性の美学」
79 片岡真実、2009、「リレーショナル・
アート」、美術手帖（編）、『現代アート
事典』、美術出版社、p.114

として、「芸術作品の評価を、そこで表現され、創出され、影響さ

80

て、この視点にもとづく、「人間相互のあらゆる関係性やその社会

同上、p.114

81 ニコラ・ブリオーによる「リレーショ
ナル・アート」の考え方に対してはその
後、クレア・ビショップやグラント・ケス
ターによって批判的意見が表明されてい
る。加治屋健司、「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
pp.112-116

れる人間相互の関係性に依拠する美学的理論」79 と説明した。そし
的文脈に依拠しようとするアートのあり方」80 を「リレーショナル・
アート」と定義し、画廊内での料理の振る舞いを作品としたリクリ
ット・ティラバーニャなどの該当する複数のアーティストを紹介し
た著作『関係性の美学』を 1998 年に出版して注目された。
ただし、加治屋健司（2016）によれば、「リレーショナル・アー
ト」の概念が日本で注目を集め始めた 2000 年代始めにはすでに日
本でアートプロジェクトが盛んであったため、日本のアートプロジ
ェクトは別のルーツ（後述する 3 件の源流）から生じているとも言
えると述べている 81。ほかにも、小沢剛による、人と人との関わり
によって作品ができあがる「相談芸術」は、「トラフィック」展よ
り前の 1991 年に開始されたプロジェクトであるという点も、日本
のアートプロジェクトの源流に必ずしもニコラ・ブリオーの提唱す
る「リレーショナル・アート」の概念があったわけではないことを
示している。
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2.3.2

1990 年代の国内パブリックアート

第 1 章で少し述べたが、加治屋健司によると、日本のアートプロ
ジェクトの源流には、「野外美術展」、「パブリックアート」、「ヤ
ン・フートの活動」の 3 件があるという 82。これらのうち「野外美
術展」に該当する事例については前述したので割愛する。そこで本
節では「パブリックアート」について述べ、次節では「ヤン・フー
82 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
pp.103-112
83 八木健太郎、竹田直樹、2010、「日本
におけるパブリックアートの変化に関す
る考察」、『環境芸術』（環境芸術学会）、
9、p.66

トの活動」について述べる。
公共空間に設置された芸術作品のことを示す
「パブリックアート」
という概念は、1980 年代にアメリカから国内に輸入され、1990 年代
には一般的に知られることとなった。そして、都市の再開発と連動
した「パブリックアート」のプロジェクトとして、1994 年には東京
都立川市で北川フラムがアートプランナーを務めた「ファーレ立川」
が、1995 年には東京都新宿区で南条史生がアートコンサルタントを
務めた「新宿アイランド」が開始された。そして、それらをきっか
けとして、以前からまちなかに設置されていた野外彫刻についても
「パブリックアート」と認識し直された。
まちなかへの野外彫刻の設置は、1960 年代に宇部市で開始された
前述の「現代日本彫刻展」をきっかけとして広まり始めた。そして、
1970 年代以降は各地の自治体が公共事業として競うように取り組
んだ「彫刻のあるまちづくり」事業によって急増した。それらの公
共空間に設置する、深い意味を問うことなく設置された作品につい
て、国内では「健全な議論はそれほど多くはなされていないが」、
「作品の数や設置場所の適切性」の側面と「裸婦像が圧倒的多数を
占める」という側面への「いずれも彫刻公害というコンテクストで
捉えることが可能」な批判がある

83

。そうした批判を回避するため

に、「ファーレ立川」では座れたり車止めになったりするなどの何
らかの都市機能を作品に与え、「新宿アイランド」では舗道や池、
時計などに組み込むことで、空間や場の要素と一体になる形態の作
品をほぼ採用している。

2.3.3

1990 年代のヤン・フートの活動

ヤン・フートによる 1986 年の活動「シャンブル・ダミ」展につい
ては前述したが、ヤン・フートはその後、1991 年に、展覧会構成を
担当したワタリウム美術館における「視覚の裏側」展のために来日
した。その来館記念に同美術館で 100 名の公募アーティストの作品
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を批評する「現代美術一日大学」を開催した。そして、その参加ア
ーティストの中から選抜した 34 名の作品をそのまま石川県鶴来町
のまちなかに運び、町家や蔵、醸造場、駅など築数百年の伝統家屋
に展示した「ヤン・フート IN 鶴来―現代美術と街空間―」を開催し
84 その 3 年後の 1994 年に、2 年目の「ヤ
ン・フート IN 鶴来」が開催されている。
85 『ワタリウム美術館』HP、「館外・プ
ロジェクト 91 年～98 年」、http://www.
watarium.co.jp/o_project2.html（2020
年 2 月 8 日アクセス）
86 加治屋健司、
「地域に展開する日本の
アートプロジェクト─歴史的背景とグロ
ーバルな文脈」、藤田直哉（編著）、前掲、
p.110
87 「ヤン・フート IN 鶴来」（1991 年、
1994 年）と「アートフェスティバル IN 鶴
来」（1995-1999 年）両方をまとめたプロ
ジェクト名として称されている。

た 84。
ワタリウム美術館の公式ホームページには、「観客は現代美術と
街空間のなかで、それぞれの家を守ってきたおじいさん、おばあさ
んたちから難解と思われがちな現代美術の説明を受けるという、ま
ったく新しい現代美術・紹介の方法を提示しました。」85 と記載さ
れ、現地で生じた観客と展示会場を所有する住民との間に生じたコ
ミュニケーションについて言及している。このように市民が支えた
展覧会の形式から、加治屋健司はこの企画について、「非展示施設
で展示したこの展覧会は、規模や影響力の大きな違いを除けば、そ

88 鷲田めるろ、2016、「鶴来現代芸術祭
における地域と伝統」、
『Я［アール］
（金
沢 21 世紀美術館研究紀要）』、6、p.81

の意図と形式において「シャンブル・ダミ」展に比しうるものだっ

89 江戸時代から商業のまち。古くから
打刃物の産地として知られ、現在は鉄製
品工業・金属機械工業と木材・製材業を地
場産業として扱う。毎年 10 月の金剣宮の
祭りでは、「造り物」として各地区ごとに
制作される巨大な武者人形の出来を競い
合う。（pp.60-61 をまとめて述べた。橋本
敏子、前掲）

商工会で、会場探し、会場提供も行った」点を「フートが率いるゲ

90

同上、pp.67-68

91

同上、p.70

た」86 と述べている。一方、鷲田めるろは、「当初より主催したのは

ント現代美術館が主催し、会場探しを行った「シャンブル・ダミ」
展とは異なる、鶴来現代美術祭

87

の特徴と言える」88 と、両企画の

相違点について述べている。
その商工会青年部のメンバーについて、橋本敏子は 1994 年の企
画への取材から、「モノづくりの楽しさをみんなが知っている」と
いうまちの背景 89 と併せ、制作をサポートする商工会青年部メンバ
ーとアーティストとのコミュニケーションを、
「作家の求めるもの、
微妙なモノや空間のかたちに対する感覚とそれに対する了解の仕方。
言葉を超えた共同作業を通して交わされるコミュニケーションは、
相手が世界的作家であろうとなかろうと、最終的には「人」と「人」
とが通じ合えるものが生まれるかどうかにかかっている。」90 と述
べ、「単なる「制作のお手伝い」から「より深い共感の共有」へ」
91

とも言い表している。ここでは、アーティストとの言語を超えた

総合的なコミュニケーションを経て、アーティストと商工会青年部
メンバーがお互いに共感し合える作品を制作するというプロセスが
読み取れ、企画を支える鶴来のまち出身の商工会青年部メンバーの
コミュニケーション力とものづくりの技術力がうかがえる。また、
「何よりも、彼らが「人と人との出会いの楽しさ」とそのなかから
さまざまなものを体験し、発見する喜びを得ていることに支えられ
ている。」と、「人と人との出会い」というコミュニケーションに
よる喜びが商工会青年部メンバーの士気を支えていたことを述べて
いる。
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そして 1995 年に、今度は東京のまちなかで、ヤン・フートがキュ
レーションするワタリウム美術館が主催の展覧会、
「水の波紋’95」
（東京都港区青山）が開催された。参加作家たちは事前に、札幌、
仙台、能登、鶴来、奥越、長崎、水俣、東京の八ヶ所に滞在して、
その土地の人々と交流し、まちの伝統や歴史、課題や展望などの特
性を用いた作品を制作し、青山地区に持ち込むというプロセスを踏
んだ。そして、50 名弱の作家による作品が、街路、幼稚園、公園、
墓地、オフィスビルなどに展示された。

2.3.4

1990 年代のアートプロジェクト萌芽の背景にあった文化環

境の変化
92

熊倉純子（監修）、前掲、p.18

93

同上、p.18

94 意味や成り立ちとして、メセナ協議
会 Web サイトでは、以下のように解説さ
れている。
「「メセナ」【mécénat】は、芸術文化支
援を意味するフランス語」
「日本では、「日仏文化サミット'88～文
化と企業」を契機に企業メセナ協議会が 1
990 年に発足した際、
「即効的な販売促進・
広告宣伝効果を求めるのではなく、社会
貢献の一環として行う芸術文化支援」と
いう意味で「メセナ」という言葉を導入
し、一般に知られるようになりました。」
『企業メセナ協議会』HP、
「メセナとは」、
https://www.mecenat.or.jp/ja/introdu
ction/post/about/（2019 年 12 月 25 日ア
クセス）
95 1990 年は「メセナ元年」と呼ばれて
いることが記されている。林容子、前掲、
p.10

1990 年代初頭の国内の文化背景について、熊倉純子らは「文化環
境が大きく変化した時代である」92 と述べている。そして熊倉らは、
その背景と出来事として、1980 年代後半からの「バブル景気の余波」
により
「企業が余剰資金を文化イベントへと活用する」
動きが生じ、
1990 年 2 月に、「社団法人（現公益社団法人）企業メセナ協議会が
発足した」と述べている 93。「メセナ」とは、芸術文化支援を意味
するフランス語で、社会貢献の一環として行う芸術文化支援という
意味で用いられた 94、95。また、翌月の 1990 年 3 月には、政府と民間
の出資により「芸術文化振興基金」が設立された 96。熊倉は、「大
きなカンパニーとかオーケストラなどではない、一般の人でも公的
助成を得られる素地が日本に初めてできた」97 とその設立の意義を
述べている。
1990 年代にはその後、1996 年に「アーツプラン 21」が策定され

96 註釈の「芸術文化振興基金」について
の解説を参照して述べた。熊倉純子（監
修）、前掲、p.133

て「音楽、舞踊、演劇の芸術団体を運営面で支え」る事業が行われ

97

た。そして、1998 年には「特定非営利活動促進法」が制定されて「非

熊倉純子（監修）、前掲、p.133

98 「アーツプラン 21」と「特定非営利
活動促進法」については加治屋健司によ
る記述を引用して述べた。
加治屋健司、「アートプロジェクトと日本
─アートのアーキテクチャを考える」、柳
幸典（監修）、前掲、p.133-134
99

営利団体（NPO）が活動する環境を法的に整備し」た 98。
これらの文化環境の変化を背景として、前述の「アートキャンプ
白州」では「助成金によってファンド・レイジング」を行い 99、「ミ
ュージアム・シティ・天神」では企業からの出資を受け 100 活動資金

同上、p.134

とした。これらの活動資金の捻出方法について、アーティストの北
100 「収支内訳の変遷」を参照した。山
野真悟、宮本初音、黒田雷児、2003、『ミ
ュージアム・シティ・プロジェクト 1990
-200X ─福岡の「まち」に出たアートの 1
0 年』、ミュージアム・シティ・プロジェ
クト出版部、p.147
101

北澤潤、前掲、p.19

澤潤は、「それまでとは一線を画していた」と述べている 101。

また、林容子が、主に「80 年代に入って、日本各地に公立美術館
ができはじめ」102 たと述べているように、板橋区立美術館（1979 年
開館）、宮城県立美術館（1981 年開館）、世田谷美術館（1986 年開
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館）、目黒区美術館（1987 年開館）と公立美術館の開館が続いた。
元目黒区美術館学芸員の降旗千賀子は、そのなかの板橋区立美術館
について、教育普及専門学芸員を設けて開館し、「当時としてはま
102

林容子、前掲、p.98

103 降旗千賀子、2011、「ワークショッ
プで育まれた“人の関係”─目黒区美術館
の蓄積」、高橋陽一（編）、『造形ワーク
ショップの広がり』、武蔵野美術大学出版
局、p.68
104

同上、p.68

105 降旗千賀子、2008、
『目黒区美術館ワ
ークショップ 20 年の記録［1987〜2007］─
4 資料編』、目黒区美術館、p.7
106 成相肇、「教育普及」、『アートス
ケープ』（大日本印刷）、https://artsc
ape.jp/artword/index.php/教育普及（20
20 年 2 月 12 日アクセス）
107 成相肇は続けて 2000 年代以降の状
況について、
「人と人との関わりを主軸と
する教育普及の観点の導入は館の運営全
体に及びつつある」と述べている。
成相肇、「教育普及」、『アートスケープ』
（大日本印刷）、https://artscape.jp/a
rtword/index.php/教育普及（2020 年 2 月
12 日アクセス）
108 加治屋健司、「日本のアートプロジ
ェクト─その歴史と近年の展開」、柳幸
典、岩崎貴宏（監修）、前掲、pp.267-26
8

だ珍しい双方向的な活動として「造形講座」という名前のもと、今
でいうワークショップに相当する活動が、展示と絡めて行われてい
た」103 と述べている。さらに、ワークショップという言葉について
は、普及部と専門学芸員を設けて開館した「宮城県立美術館の教育
普及活動で本格的に使われるようになった」104 と述べている。また
降旗千賀子は、目黒区美術館の 20 年に渡るワークショップを記録
した著書のなかで、ワークショップの定義について美術館学芸員の
視点から、

現在、
ワークショップという言葉はさまざまな分野でも使われ、
美術館の教育普及活動では、一つの代表的な活動名称となって
いる。私自身は、基本的には「人々が場所とテーマと時間を共
有して、能動的な視線を獲得するための方法論」と捉えている
のだが、かなり広い範囲で使用している。105

と述べている。そして 1990 年代の状況について、東京ステーション
ギャラリー学芸員の成相肇は、「90 年代に入ると西洋におけるミュ
ージアム・エデュケーションの方法論の紹介・導入に伴って美術館
相互の議論が活発化、社会的にも教育普及活動の重要性が広く認知
され始めた」と、ワークショップを含む教育普及活動が一般的に認
知され始めた動きについて述べている 106、107。
加治屋健司は、こうして市民参加型のワークショップが行われる
ようになったことは、「美術館のアートにおいても鑑賞者が無視で
きない存在であることを示すものであった」とし、「アートという
モダニズムの理念が疑われ始めたこと」と併せ、「こうした言説の
変化のなかで、鑑賞者の問題が野外美術展においても主題化されて
いったのではないだろうか。」と考察している 108。
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2.4

2000 年代以降─アートプロジェクト興隆期

2.4.1 地域における芸術祭の興隆

熊倉らの著書では、1995 年の阪神・淡路大震災をきっかけに、ア
ーティストやアート関係者たちが、アートが社会にどう貢献できる
109

熊倉純子（監修）、前掲、p.20

110 阪神・淡路大震災を背景とする点
は、前述した C.A.P.による「旧居留地ミ
ュージアム構想」のなかでも述べられて
いる。
『C.A.P.［芸術と計画会議］』HP、「こ
れまでの 活動― 旧居留 地ミュ ージアム
構想」、https://www.cap-kobe.com/his
tory/museum2.pdf（2020 年 12 月 27 日ア
クセス）
111 前節で述べた文化環境の変化も背
景にあると考えられる。
112

熊倉純子（監修）、前掲、p.20

のかを考え始め、アートと社会に接点を持たせる動きが見られるこ
ととなったと述べられている 109、110。また、そのなかで「アートマネ
ジメント」という概念が注目されるようになり 111、そうした変化に
よって、「芸術を芸術としてのみ考えるのではなく、まちづくりな
どの他分野と結び付き、社会の仕組みに働きかけるアートプロジェ
クト」が生じ始めたと述べられている 112。
そのような背景から生まれた、アートプロジェクトのあり方の 1
つを確立した事例が、2000 年に始まり以降 3 年に 1 度開催されてい
る、新潟県の豪雪地、越後妻有地域（十日町市・津南町）を舞台と
した大型国際美術展「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナー
レ」（以下、「大地の芸術祭」と表記する）である。この大規模な
アートプロジェクトは、地方自治体を主とする実行委員会が主催し
ているが、この点はこれまでの事例とは大きく異なる点であった。
「人間は自然に内包される」を理念に、田畑、民家、廃校などを活
かしたアートを 200 の集落に点在させることで回遊性が高まり、鑑
賞者はアートにふれながら里山の四季折々の豊かな自然や人々の暮
らしを体感し、地域の価値を再発見することができた。また、関東
圏から毎週末、高速バスでアーティストの制作をサポートするため
に越後妻有に通う複数の若者が現れたように、地域の外で暮らす若
者や地域住民が「こへび隊」と称すボランティアスタッフとして制
作補佐や会期中の監視係などを担当した。第 1 回における広報活動
などでは、遠方から来た「こへび隊」達による活動は住民からして
も理解しにくかったが、回を重ねるごとに「大地の芸術祭のこへび
隊」へと認識が変わっていき、熱意が共感を生み、好意的な交流を

113 文献内の、こへび隊に関する現地
の責任者（2010 年時点）をしている関口
正洋による記述などを参照して述べた。
北川フラム、2010、『大地の芸術祭─＜
ディレクターズ・カット─現代美術がム
ラを変えた＞』、角川学芸出版、p.82-85
114

熊倉純子（監修）、前掲、p.20

伴う協働へと住民を巻き込んでいった。また、こへび隊はガイド役
として地域住民と来場者とをつなぐ活躍を見せた

113

。このように、

住民やアーティスト、そして地域内外からのボランティアとの協働
でつくるアートプロジェクトのスタイルは、また新しいものであっ
た。さらに、プロジェクトをきっかけとして、「農家レストラン」
のようなアートとしてだけではない地域の日常に根付く新たなコミ
ュニティビジネスが生じた 114 ように、越後妻有での現象は、まちづ
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くりなど多方面の分野から注目されることとなり、新たな地域づく
りの様態として評価を確立するに至った。
「大地の芸術祭」は、その観客動員数などの数値として波及効果
も明確であり、地域活性化に寄与するという社会認識が一層広がっ
た。そのなかで、行政が主導する継続が前提の大規模なアートプロ
ジェクトが全国で生じていくこととなる。2010 年前後には、「中之
条ビエンナーレ」（2007 年-、群馬県吾妻郡中之条町）、「混浴温泉
世界」（2009 年-、大分県別府市）、「瀬戸内国際芸術祭」（2010 年
-）が始まり、2015 年前後にも、「中房総国際芸術祭いちはらアート
×ミックス」（2014 年-、千葉県市原市）、「岡山芸術交流」（2016
年-、岡山県岡山市）「茨城県北芸術祭」（2016 年、茨城県北茨城
115 星野太、奥本素子、2017、「インタ
ビュー：アートが地域を変えるのか？ 地
域がアートを変えるのか？」
『科学技術コ
ミュニケーション』（北海道大学 高等教
育推 進機 構 オ ープ ン エデ ュケ ーシ ョ ン
セン ター 科学 技術 コ ミュ ニケ ーシ ョ ン
教育研究部門（CoSTEP））、22、2017 年、
p.73

市・久慈郡大子町・高萩市・日立市・常陸太田市・常陸大宮市）な
どが開始され、2021 年現在は回を重ねたプロジェクトとまだ少数回
の開催のプロジェクトが国内に混在している状況である。こうした
地域で芸術祭が行わる形態について、美学者の星野太はインタビュ
ーのなかで「地域を活性化するために芸術祭を開催するという近年
のモデルは日本特有の現象だと思います」115 と述べている。

116 北澤潤、2015、
「「もうひとつの日常」
を生み出すアートプロジェクトに関する
研究」、東京藝術大学、博士論文
117

熊倉純子（監修）、前掲、p.21

118

同上、p.261

119

同上、p.261

120

同上、p.261

121

同上、p.261

122 ア サヒ ・ アー ト ・ フェ ス ティ バ ル
（AAF）は、2001 年に立ち上がった AAF ネ
ットワーク（2012 年にアサヒ・アート・
フェスティバル実行委員会より改称）が
主催するという旨が、藤浩志との著書に
記されている。藤浩志、AAF ネットワーク、
前掲、p.254
123 また、AAF 実行委員会事務局長で、
事務局の P3 art and environment 統括デ
ィレクターの芹沢高志により、通算の参
加団体は 600 団体、実行委員は 250 余名
にのぼった旨が述べられている。芹沢高
志、2018、
「 AAF の終了」、
『 AAF Review20022016─アサヒ・アート・フェスティバル
15 年の軌跡と波紋』アサヒグループホー
ルディングス、p.111
124 熊倉純子らによる著書を参照した。
また、著書内註釈の財団についての解説
をまとめて以下に述べた。2010 年に福武 3
財団が統合されて「公益財団法人福武財
団」となった。統合元の 1 財団、「財団法
人文化・芸術による福武地域振興財団」は、
株式会社ベネッセホールディングス取締
役会長の福武總一郎が中心となり 2007 年
に設立された財団で、地域住民による文化
的表現活動を通じたまちづくり、地域産業
おこしなどの活動を支援する。同上、p.21；
同上、p.231
125

北澤潤、前掲、p.21

2.4.2 地域密着型の中小規模のアートプロジェクト

大規模な国際アートフェスティバルが国内に多数生じる一方で、
多数の中小規模のアートプロジェクトも地域で行われるようになる。
本項では、その背景の 1 つと考えられる文化支援活動について述べ
たのち、経緯と傾向について述べている、アーティストの北澤潤に
よる論文 116 を主に参照して述べる。
アートプロジェクトへの「市民の関わりに着目した支援活動」117
に、「アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）」がある。熊倉純子
らの著書における情報によると、AAF は、「アサヒビール株式会社
が CSR として行う芸術・文化支援活動のひとつ」118 で、「同社と全
国のアート NPO や市民グループとが協働して、2002 年にスタートし
たアートプロジェクトネットワーク」119 である。また、その具体的
な形態については、「市民の主体的な参加によるアート・フェステ
ィバル」120 という趣旨のもと、「毎年夏の一定期間をメイン会期と
し、北海道から沖縄まで全国で 50 を超えるプロジェクト、団体とと
もに展開している。地域再生を目指す全国規模の恒常的な活動の連
携。」121 と解説されている 122。ただし、AAF は 15 年目となる AAF20
16 をもって終了している 123。また 2000 年代には、公益財団法人福
武財団もアートプロジェクトへの支援を展開させている 124。
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北澤潤は AAF についての記述に続けて「そんな中、大規模なアー
トプロジェクトの方法論では難しい、地域の生活に溶け込んだ地域
密着型のアートプロジェクトが各地で広がっていった」125 と述べて
126 実施地と継続期間を参照した。
高橋麻衣、「北本ビタミン」、『アートス
ケープ』（大日本印刷）、https://artsca
pe.jp/artword/index.php/北本ビタミン
（2020 年 10 月 27 日アクセス）
127 実施地と開始年を参照した。
『himming』（アート NPO ヒミング HP）、
「himming?」、http://www.himming.jp/2about.html（2020 年 10 月 28 日アクセス）

いる。そして、それらの代表例として、「取手アートプロジェクト」
（1999 年-、茨城県取手市）、「北本ビタミン」（2008 年-2012 年、
埼玉県北本市）126、「ヒミング」（2004 年-、富山県氷見市）127、「ブ
レーカープロジェクト」（2003 年-、大阪府大阪市）128、そして「長
者町プロジェクト」（2009 年-、愛知県名古屋市中区）129 をあげて

128 実施地と開始年を参照した。吉澤弥
生、前掲『芸術は社会を変えるか？─文化
生産の社会学からの接近』、p.98

いる。

129

公式 Web サイト上、プロジェクトの概要のなかで以下のように述べ

熊倉純子（監修）、前掲、pp.152-153

そして、その事例のなかの 1 つ、「ブレーカープロジェクト」の
られている。
ブレーカープロジェクトは、芸術と社会をつないでいくことを

130 『BreakerProject.net』（ブレーカー
プロジェクト HP）、「About us─ブレーカ
ープロジェクトとは」、https://breakerp
roject.net/about/（2020 年 10 月 27 日ア
クセス）
131

北澤潤、前掲、p.21

132

同上、p.21

133

熊倉純子（監修）、前掲、p.23

目的とし、表現者と鑑賞者双方にとって有効な創造活動の現場
をまちの中に開拓していく地域密着型アートプロジェクトです。
芸術表現活動を私たちの生活に取り戻すことで、芸術・文化の
裾野の拡大を図ると同時に、市民一人ひとりが多様な価値観を
獲得し、それぞれの想像力、創造力を育み、成熟した市民社会
が形成されていくことをめざしています 130。
北澤潤はこの概要に対し、「市民一人ひとりの主体性に関する考え
方が高まっていることが感じられる」131 と考察している。そして、

134

北澤潤、前掲、p.22

135

同上、p.22

136

同上、p.23

「大規模なアートプロジェクトが地域活性化のツールとして行政主
導により各地で勃発していく一方で、このような地域密着型のアー
トプロジェクトが新たな社会とアートの可能性を模索しているとい
132
うのが日本のアートプロジェクトの現状である」
とも述べている。

137 『HIBINO SPECIAL -Hibino Katsuhik
o-』（日比野克彦 HP）、「明後日朝顔プロ
ジェクト」、https://www.hibinospecial.
com/direction/明後日朝顔プロジェクト/
（2020 年 10 月 28 日アクセス）

さらに北澤は、地域密着型のアートプロジェクトの背景として、
第 1 章で述べた熊倉純子らによるアーティストによるプロジェクト
型の活動事例の分類による 3 つのタイプのなかのの 1 つ、「システ
ム型のアートプロジェクト」133 に着目している。「システム型のア
ートプロジェクト」は、3 つのタイプのなかでも「共創の場を重視
する傾向にあ」134 り、「そこでは主体的に作り手としてプロジェク
トに関わる地域住民の存在が重要視されている」135 と述べ、「地域

138 東 日本 大 震災 に 関 連し て 取り 組 ま
れた プ ロジ ェク ト が多 数 掲載 され て お
り、参照した。掲載事例は地域外からのア
ーティストによるプロジェクトやアート
とし て 取り 組ま れ た活 動 に限 って お ら
ず、住民発のプロジェクトも掲載されて
いる。中村政人、2012、『東日本大震災復
興支 援プ ロ ジェ クト—つ く るこ とが 生 き
ること』、一般社団法人非営利芸術活動団
体コマンド N

に根差したアート NPO などによる活動と相まって、各地で地域に密
着したプロジェクトが草の根的に広がる旗印となっている」136 と考
察している。ここで北澤は代表的な事例として「かえっこ」（2000
年-）と、日比野克彦による「明後日朝顔プロジェクト」
（2003 年-）
137

をあげている。
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2011 年に発生した東日本大震災の後、多数のアーティストやアー
139 美 術大 学 卒業 生 を 中心 と した 有 志
が 企 画 し た 「 Artists’ Action for
JAPAN」は、アーティストたちが会場で描
いたドローイングを、来場者は 1 点につ
き 1000 円の寄付で選んで持ち帰るという
プロジェクト。2011 年 3 月 26 日から 5 月
1 日まで、6 週連続で毎週末、東京都内と
関西にて場所を変えながら開催した。
『Artists’ Action for JAPAN』Faceboo
k ページ、「基本データ」、https://m.fa
cebook.com/AAfJ.0311/about/?ref=page
_internal（2021 年 1 月 5 日アクセス）

ト関係者達はボランティア活動などを通して現地に入り、さまざま
なアートプロジェクトやアートによる取り組みを行った

138

。また、

被災した地域で行う事例だけでなく、被害を受けていない地域で被
災地支援につなげる目的で実施されるアートプロジェクトの事例も
見られた 139。
その地域の場のなかで行われたアートプロジェクトの 1 つに、北
澤潤による「マイタウンマーケット」がある。北澤潤と福島県新地
町の小川公園応急仮設住宅の人々とでつくりあげた、もう 1 つの手

140 プロジェクトの情報を参照した。佐
藤李青「被災地での芸術活動—被災地を取
り巻く「境界線」」、熊倉純子（監修）、
菊地拓児、長津結一郎（編）、『アートプ
ロジェクト─芸術と共創する社会』、水曜
社、p.329
141 佐藤李青、2014、「被災地での芸術
活動—被災地を取り巻く「境界線」」、熊
倉純子（監修）、菊地拓児、長津結一郎
（編）、『アートプロジェクト─芸術と共
創する社会』、水曜社、p.329
142

同上、p.329

143

同上、p.329

144 下 段の 註 釈欄 を 参 照し た 。同 上 、
p.328
145 経緯や情報が述べられている。大友
良英、2014、「“FUKUSHIMA”をポジティ
ブに変換する」、熊倉純子（監修）、前掲、
pp.335-337
146 経緯や情報、アーティスト視点から
の葛藤などが述べられている。きむらと
しろうじんじん、2014、
「大槌での「野点」
─押し売りと、ありがた迷惑」、熊倉純子
（監修）、菊地拓児、長津結一郎（編）、
『アートプロジェクト─芸術と共創する
社会』、水曜社、pp.349-358
147 概要のテキストから引用した。
『Daylily Art Circus』HP、「About—デ
イリリーアートサーカスとは？」https:/
/sites.google.com/site/daylilyartcir
cuswebsite/deiririatosakasutoha（2021
年 1 月 5 日アクセス）
148 継続期間に関して HP を参照した。
同上
149 実 施地 や 開催 年 な どの 情 報を 参 照
した。𠮷田隆之、2019、『芸術祭と地域づ
くり—“祭り”の受容から自発･協働による
固有資産化へ』、水曜社、p.205-227

づくりのまちをつくるプロジェクトである 140。アーツカウンシル東
京プログラムオフィサーの佐藤李青は、「震災は、被災地の人びと
の間に潜在的にあった多様な境界線を顕在化させ、被災状況の違い
は新たな境界線を生み出しました。被災地での多くの課題はその境
界線を巡る軋轢や分断にありました。だからこそ事業の実施過程で
ていねいなコミュニケーションを重ねることや多様な人びととの接
点をつくることが重要視されていたのだと思います。」141 と、被災
地で生じた課題と、その課題にもとづき必要となるコミュニケーシ
ョンにおける姿勢について述べている。そして、前述した北澤潤に
よるプロジェクトと関連付けて、「日常においてオルタナティヴな
コミュニケーションの回路を開くという機能」142 を持つアートプロ
ジェクトは、震災のなかで「積極的に「もうひとつの」関係性を志
向するアート、アートプロジェクトのありようは意義があったので
はないかと思います。」143 と述べている。
他の事例としては、布素材を使用して人びとが制作に参加できる
ワークショップの形式を伴う点で共通する、日比野克彦による「ハ
ート・マーク・ビューイング」144、プロジェクト FUKUSHIMA！による
「福島大風呂敷」がある 145。前述の、きむらとしろうじんじんによ
る「野点」は、2012 年に岩手県大鎚町で行われた 146。また、開発好
明が企画した「トラックにアート作品を詰め込み西日本から東日本
へ移動しながら行う展覧会」147 の「デイリリー・アート・サーカス」
が震災から数年間の間継続的に行われた 148。これらの直接的に被災
した場で行われた事例は、地域密着型の中小規模のアートプロジェ
クトと見ることができるだろう。
一方、震災後の準備期間を経て 2017 年に、宮城県石巻市市街地と
牡鹿半島を会場とした「リボーンアート・フェスティバル」が開始

150

同上、p.206

151

同上、p.206

され、2017 年に第 1 回、2019 年に第 2 回が開催された
152 「リボーン・アートフェスティバル」
は、地域密着型であるが、企画全体として
見ると中小規模といより大規模なアート
プロジェクトであると考えられる。

149

。文化政

策・アートプロジェクト論を専門とする研究者の𠮷田隆之は、「最
大の特色は、国内外の芸術祭では前例がない震災復興を目的とした
こと」150 だと述べ、「小林武史ら民間主体で資金等をマネジメント
している点でも異色である」151 と述べている 152。
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2.4.3 大学による地域におけるアートプロジェクト

国内の大学の授業科目に地域におけるアートプロジェクトが取り
入れられた初期の事例に、当時千葉大学教育学部の教員であった長
田謙一が 1992 年に開始した「文化をつくる」という授業によるプロ
ジェクトがある。
その後、1998 年に大学審議会より答申「21 世紀の大学像と今後の
改革方策について」が発表され、2004 年には国立大学が法人化され
たことで、個々の大学が競争原理のもとでそれぞれの個性を出して
153

熊倉純子（監修）、前掲、p.55

154 2004 年度より文部科学相が実施し
た支援プログラム。

いくことが求められるように変化していった。
そのなかで大学は「そ
れまでの研究と教育の二本柱だったのが、社会貢献というミッショ
ンができ」153、「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」

155 2003 年度より文部科学相が実施し
た支援プログラム。2008 年度からは現代
GP と発展的に統合され「質の高い大学教
育推進プログラム（教育 GP）」となった。
156 渡和由、貝島桃代、三友奈々、一ノ
瀬彩、河村藍、土岐文乃、高岡明日香（編）、
2006、『平成 17 年度文部科学省「特色あ
る大学教育支援プログラム（特色 GP）」
採択 アートデザイン教育による 3C 力の
育成──大学を開き地域を活かすプロセ
ス参加型実践教育プログラム Art Desig
n Produce 2005 筑波大学アート・デザイ
ンプロデュース 2005』、筑波大学芸術専
門学群
157 正式名称は「多領域と芸術の融合に
よる創造的復興に向けた人材育成プログ
ラムの構築─希望に満ちた日本にするた
めに─」となる。
筑波大学芸術系創造的復興プロジェクト
室（編）、2016、『特別経費(プロジェク
ト)─高 度 な専 門職 業人 の 育成 や専 門 教
育機 能の 充実 ─ 多 領 域と 芸術 の融 合 に
よる創造的復興に向けた人材育成プログ
ラムの構築─希望に満ちた日本にするた
めに─ 平成 27(2015)年度報告書』、筑波
大学 人間 総合 科学 研 究科 ・芸 術専 門 学
群・芸術系
158

同上

154

、「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」155 など文部科

学省による複数の支援プログラムが実施された。
そうした背景により、大学による地域におけるアートプロジェク
トが複数生じたと考えられる。
前述した
「取手アートプロジェクト」
はその代表例としてあげることができ、取手市と東京藝術大学と市
民（取手市内外を含む）の三者によるその取り組みは 1999 年に始ま
り 2021 年現在も継続している。第 1 章でも述べたが、広島市立大学
芸術学部現代表現領域の学生と教員が中心となって 2007 年からの
4 年間実施された「広島アートプロジェクト」も大学が地域で展開
したアートプロジェクトの事例である。
そして筆者が在籍してきた筑波大学でも、「平成 17 年度文部科
学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」採択 アート
デザイン教育による 3C 力の育成──大学を開き地域を活かすプロ
セス参加型実践教育プログラム」により、2005 年から 2008 年にか
けて、学生によるアートプロジェクトの展開に結びつく授業「大学
を開くアート・デザインプロデュース（ADP）」が演習と講義の形態
で実施された

156

。なお、特色 GP による支援期間終了後も演習授業

は継続され、2021 年現在も続けられている。また、2011 年の東日本
大震災を背景とした教育プログラム「筑波大学創造的復興プロジェ
クト（CR プロジェクト）」157 が 2012 年から 4 年間実施され、ADP と
同様に期間終了後も演習授業として継続され、2021 年現在も複数の
プロジェクトチームによる活動が続けられている 158。
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2.4.4 病院におけるアートプロジェクト

病院へのアートの導入は、専門企業による施工型の展示を中心に
1990 年以前からも取り組まれていた。前節でも述べた大学による地
域アートプロジェクトの一環でもあるが、1992 年から取り組まれて
いる女子美術大学の学生による
「ヒーリング・アートプロジェクト」
159 山野雅之、2014、「ヒーリング・ア
ート─制作活動を通じた美術大学の人材
育成」、アートミーツケア学会（編）、
『病
院のアート─医療現場の再生と未来』、生
活書院、p.212

159

は大学が病院内で展開する初期の取り組みであり、複数の医療・

福祉施設に壁画を中心とした作品を残した。大学による取り組みで、
病院におけるアートプロジェクトと見ることができる活動は、2000
年代以降さらに増加した。

160 林容子、湖山泰成、2006、『進化す
るアートコミュニケーション─ヘルスケ
アの現場に介入するアーティストたち』、
レイライン、pp.65-112
161 『四国こどもとおとなの医療センタ
ー』HP、「ホスピタルアート」、https:/
/shikoku-mc.hosp.go.jp/about/hospita
lart.html（2020 年 6 月 3 日アクセス）
162 ハナムラチカヒロ、2017、『まなざ
しのデザイン─〈世界の見方〉を変える方
法』、NTT 出版、p.164
163 アナグリウス ケイ子、2015、『Art
s in Hospital─アートが作った物語 /
Garden Therapy─こころって何あに？』
アナグリウスケイ子デザインオフィス、
医療法人杏和会 阪南病院、p.38
164 『医療法人 杏和会 阪南病院』HP、
「沿革」、http://www.hannan.or.jp/ann
ai/enkaku.html（2020 年 6 月 3 日アクセ
ス）

この時期にはほかに、林容子が中心となって展開する「アーツア
ライブ」の初期活動において、林容子のコーディネートによって武
蔵野美術大学などの学生が医療・福祉施設で滞在制作を行った
（1999
年-、湖山病院ほか）160。学生と施設利用者とのコミュニケーション
が明確に目的化された活動である。
また近年メディアで取り上げられることの多い、2013 年開院の四
国こどもとおとなの医療センターにおけるアート・デザイン展開 161
は、そのセンターの専属アートディレクターで特定非営利活動法人
アーツプロジェクトの理事長でもある森合音の存在とともに、病院
のアート・デザインの普及に寄与していると考えられる。病院の外
壁には複数の窓をまたぐサイズ間の壁画が描かれており、その院内
に展開された複数の参加型のアートは森合音やボランティアスタッ
フによって日々管理されている。
ほかに形態が異なるアート活動として、ハナムラチカヒロによる
「霧はれて光きたる春」（2010 年、大阪市立大学医学部附属病院）
162

、アナグリウス ケイ子による「アナグリウス ケイ子式庭園療法」

163

（2010 年代-164、医療法人 杏和会 阪南病院 ほか）の 2 事例をあ

げることができる。「霧はれて光きたる春」は病院の吹き抜け空間
をダイナミックに活用したインスタレーション作品で、阪南病院の
中庭の小さな建物を拠点に展開される「アナグリウス ケイ子式庭園
療法」では、アナグリウス ケイ子とともに五感を働かせるプログラ
ムが入院患者や職員に向けて行われる。
また、前説で述べた筑波大学の授業「アート・デザインプロデュ
ース演習（ADP）」からは、附属病院においてアート活動を展開する
学生のプロジェクトチーム「アスパラガス」が生まれた。そのアス
パラガスによるアーティスト・イン・レジデンス企画で、筆者は初
めて病院においてゴブリン制作活動を実施した。それらの詳細につ
いては次章以降で述べる。

78

2.5

コミュニケーション型アートの分類

2.5.1 調査対象の文献

ここまでの調査をふまえて、コミュニケーション型アートの事例
165 ア ーテ ィ スト に よ る表 現 形態 と し
ての主な国内のコミュニケーション型ア
ートが中心ではあるが、なかでは、プロジ
ェクトの進行過程において生じた事象を
1 事例として取り扱った。また、その取り
扱いにより、展覧会やアート団体による
プロジェクトも取り上げた。

165

を、観点別に分類する。分類の対象とする事例は、本章の初めに

も述べたように、

〔文献 a〕萩原康子・熊倉純子（編）『社会とアートのえんむすび

1996-2000─つなぎ手たちの実践』（2001 年、ドキュメント 2000 実
行委員会）

〔文献 b〕吉澤弥生（著）『芸術は社会を変えるか？─文化生産の

社会学からの接近』（2011 年、青弓社）

〔文献 c〕藤浩志・AAF ネットワーク（著）『地域を変えるソフトパ

ワー─アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験』（2011
年、青幻舎）

〔文献 d〕熊倉純子（監修）『アートプロジェクト─芸術と共創す

る社会』（2012 年、水曜社）

の 4 文献から主にあげ、近年の事例などは他の文献（Web サイトを
含む）からもあげることとする。

2.5.2 調査対象の事例

文献ごとに、第 1 章で示した本研究における造形活動を伴うコミ
ュニケーション型アートの定義に照らして、以下に事例をあげる。
なお、各事例については、名称に続けて丸括弧内にアーティスト名
/主催者名を記し、註釈で各文献における主な掲載ページを示して掲
載順に表記した。〔その他の文献〕については、五十音順に続けて
アルファベット順、そして数字順で表記した。
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〔文献 a〕
『社会とアートのえんむすび 1996-2000─つなぎ手たちの

実践』
166 pp.80-82

・アート・アンド・デイケア─心の壁を越えて他者と出会うために

167 pp.82-83

─（ギャラリィ K、現代美術作家会議プロジェクト・ウィルス）

168 pp.99-103

166

169 pp.118-122
170 p.124
171 プロジェクト全体としての主催は、
「時の蘇生」柿の木プロジェクト実行委員
会 であるが、各地で開催される植樹イベ
ントと収穫祭はまた主催が異なるため、こ
こは発案者のアーティストである宮島達
男とした。

・ART DELIVERY「高齢者ホームへ出張♥展覧会とワークショップ」
（ア
ート・デリバリー実行委員会）167
・眼球運動による作曲支援ソフトウェアの開発（QOLC、前林明次）
168

・ワーク・イン・プログレス（川俣正）169
・相談芸術（小沢剛）170

172 pp.128-137

・「時の蘇生」柿の木プロジェクト（宮島達男 171）172
173 pp.138-142
174 pp.145-149
175 pp.149-154
176 pp.154-159
177 pp.159-164

・ビニール・プラスチック・コネクション（藤浩志）173
・野点（きむらとしろうじんじん）174
・室住のページ（ナウィン・ラワンチャイクン）175
・ルーフアート（余田卓也）176
・ヴォッヘンクラウズール：アートによる提案と実践（ミュージア
ム・シティ・プロジェクト）177

〔文献 b〕『芸術は社会を変えるか？─文化生産の社会学からの接
178 pp.99-100

近』

179 pp.100-102

・建築物ウクレレ化計画（伊達伸明）178

180 pp.110-112
181 pp.130-132
182 pp.133-134

・かえっこ（藤浩志）179
・新世界・極楽百景（パラモデル）180
・ピカピカ in ナニワ（トーチカ）181
・家族の制服（西尾美也）182

〔文献 c〕『地域を変えるソフトパワー─アートプロジェクトがつ

なぐ人の知恵、まちの経験』
183 pp.13-23
184 pp.47-50
185 pp.59-67

・スタジオ解放区（林僚児）183
・水中展覧会「アクアート」でのワークショップ（アクアート実行
委員会）

186 pp.103-105

）184

187 pp.115-116

・ココルーム（NPO 法人 こえとことばとこころの部屋）の取り組み

188 pp.222-223
189 p.223
190 p.223

（上田假奈代）185
・アートリンク・プロジェクト（NPO 法人 ハート・アート・おかや
ま）186
・展覧会「『近江八幡お茶の間ランド』にちょっと寄ってくれはら
へん？〜ふつうの町のキュートな日常〜」（ART LAB OVA）187
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191 p.18

・老人ホームでの共同作曲（野村誠）188

192 pp.45-46

・ワークショップ・デリ（伊藤キム）189

193 pp.110-111

・参加者によるアイデアを即興的に実行する集団表現活動を展開

194 pp.152-154

（wah）190

195 pp.186-188
196 pp.230-232
197 p.328
198 p.329-330
199 pp.335-340

〔文献 d〕『アートプロジェクト─芸術と共創する社会』

・市民が巡回タクシーの運転手として支える（「シャンブル・ダミ」
展）191
・旧養糸試験場フロッタージュ・プロジェクト 2010（岡部昌生）192
・アンサンブルズ・パレード（大友良英）193

200 平田オリザ、2012、『わかりあえない
ことから──コミュニケーション能力と
は何か』、講談社現代新書、pp.41-60
201 『青年団』HP、「教育」、http://ww
w.seinendan.org/hirata-oriza/educatio
n（2021 年 1 月 15 日アクセス）
202 この事例だけは、筆者自身の実体験
を手がかりとし、一般的に生じると考察し
たうえで場面自体を事象として取り上げ
た。
203 『とくいの銀行─とくいの銀行公式
サイト』、http://tokuinobank.blog.fc2.
com/（2021 年 1 月 15 日アクセス）
204 『SAKI CHIKARAISHI』（力石咲 HP）、
「Knit Invader in Nagasaki《ニット・イ
ンベーダー in 長崎》」、https://www.mu
knit.com/blog/project/knit-invaders-i
n-nagasaki/（2021 年 1 月 15 日アクセス）
205 『微分帖』HP、https://divnote.mys
trikingly.com/（2021 年 1 月 15 日アクセ
ス）
206 『Tsuyoshi Ozawa Art Works』（小
沢剛 HP）、https://www.ozawatsuyoshi.n
et/selected-works/vegetable-weapon/（2
021 年 1 月 15 日アクセス）
207 『大地の芸術祭 越後妻有アートト
リエンナーレ』HP、「モグラ TV」、https:
//www.echigo-tsumari.jp/art/artwork/m
ole_tv/（2021 年 1 月 15 日アクセス）
208 林容子、湖山泰成、2006、『進化す
るアートコミュニケーション─ヘルスケ
アの現場に介入するアーティストたち』、
レイライン、pp.87-92

・長者町山車プロジェクト（KOSUGE1-16）194
・市民がコアスタッフとして運営に携わる（取手アートプロジェク
ト）195
・「未来へ号」による「未来芸術家」活動（遠藤一郎）196
・HEART MARK VIEWING（ハート・マーク・ビューイング）（日比野
克彦）197
・マイタウンマーケット（北澤潤）198
・福島大風呂敷（プロジェクト FUKUSHIMA!）199

〔その他の文献〕

・独自の演劇的ワークショップの方法論によるモデル授業（平田オ
リザ）200、201
・公開制作中の鑑賞者による声かけが表現に影響を与える事象 202
・とくいの銀行（深澤孝史）203t
・「ニット・インベーダー in 長崎」での発展的な形態変更への議
論（力石咲）204
・微分帖（宮田篤）205

209 『一般社団法人 アーツアライブ』HP、
「Begining アーツアライブのはじまり」、
http://www.artsalivejp.org/beginning
（2021 年 1 月 15 日アクセス）

・ベジタブル・ウェポン（小沢剛）206

210 『HIBINO SPECIAL -Hibino Katsuhik
o-』（日比野克彦 HP）、「HIBINO CUP」、
https://www.hibinospecial.com/directi
on/hibino-cup/（2021 年 1 月 15 日アクセ
ス）

・老人ホーム入居者の思い出を聞き「和紙の障子絵」で表現（アー

211 『Over the Wall 〜世界壁画プロジ
ェクト〜』HP、https://world-mural-proj
ect.com/（2021 年 1 月 15 日アクセス）
212 『アート&レビュー─クローズアッ
プ』（日本経済新聞）、2014、「介護は芸
術だ 要介護 5 の母をモデルに作品づく
り」、2014 年 5 月 23 日、https://style.
nikkei.com/article/DGXNASFE0205O_X00C
14A5000000?page=2（2021 年 1 月 15 日アク
セス）

・モグラ TV（開発好明）207

ツアライブ）208、209
・HIBINO CUP（日比野克彦）210
・Over the Wall 世界壁画プロジェクト（ミヤザキケンスケ）211
・500 人のおばあさんの昼食（折元立身）212
・9 人の美容師でひとりの髪を切る（田中功起）213

213 『抽象的に話すこと - 不確かなもの
の共有とコレクティブ・アクト 第 55 回
ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日
本館』、https://2013.veneziabiennale-j
apanpavilion.jp/projects/project_05.h
tml（2021 年 1 月 15 日アクセス）
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2.5.3 観点別に分類

対象としてあげたコミュニケーション型アートの事例を考察し
て観点別に分類し、表（表 2-1）と図（図 2-1、図 2-2）の 2 パター
ンで示した。図については例として該当する事例を各分類項目の下
に記した。
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表 2-1：コミュニケーション型アート事例の観点別分類
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(1) 枠組みから

「①枠組みから」では、【CA 分類 1】造形活動を伴うか、【CA 分
類 2】表現形態としてのコミュニケーション型アートの位置づけ、
【CA 分類 3】アーティストの存在が必須か否か の観点から分類す
ることができた（図 2-1）。

※「コミュニケーション
型アート」を「CA」と
略記した。

図 2-1：コミュニケーション型アートの観点別分類―①枠組みから
  

調査した文献では視覚的な造形による表現が主な事例として取り
上げられていたものの、それ以外のダンスや音楽による表現も、コ
ミュニケーション型アートの事例として複数の文献で紹介されて
いたため、
【CA 分類 1】を設けた。上田假奈代によるココルーム（NPO
法人 こえとことばとこころの部屋）の取り組みは“造形表現”、
“身体表現”、“詩の表現”などが組み合わさった表現が行なわれ
ているように、造形表現に他のジャンルの表現活動があわさった事
例も見られたため「造形活動＋様々なジャンルの表現活動」という
カテゴリーを加えた。【CA 分類 2】は、全体を通して人々のコミュ
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ニケーションが場を成立させるコミュニケーション型アートがメ
インとなる形態と、そうではなく、展覧会の会期中に行われるワー
クショップ型のアート活動のように補助的な形態があることから
設けた。例えば、2001 年に隠岐島・西ノ島町で行われた水中展覧会
「アクアート」では、メインは作品の展示だが現地の人との交流を
目的としたワークショップ型のアート活動が行われているため、
【CA 分類 2】では「補助的な位置づけ」に分類できる。

(2) 参加者の役割

「②参加者の役割」では、【CA 分類 4】役割別から の観点から
214 地域住民や施設利用者、そして実施
団体に所属する実務者以外の関係者の役
割。つまり元々の実施団体実務者とアー
ティストを除いた、活動に関わる人々の
役割。

分類し、「運営スタッフ」と、「運営スタッフ寄りの参加者」と「参
加者」に分けることができた（図 2-2 上）214。
「企画内容づくり」の例として記した北澤潤による「マイタウンマ
ーケット」は、被災地で住民が自分たちのアイデアによって、「も
うひとつの」市場や町を仮設住宅内につくりだすというアートプロ
ジェクトである。そして、「場の確保」の例とした記した余田卓也
による「ルーフアート」における参加者は、アーティストからの交
渉に応じてペイント可能な屋根を提供した建物の持ち主というこ
ととなる。また、「ART LAB OVA」による「『近江八幡お茶の間ラン
ド』にちょっと寄ってくれはらへん？〜ふつうの町のキュートな日
常〜」は、地元の人たちの家の「お茶の間」をそのまま展示会場に
するというもので、その会場の 1 つでは高齢の独居女性が手編みの

215 エピソードについて参照した。藤浩
志、AAF ネットワーク、前掲、p.115

洋服を着たキューピー人形を、お寿司のパックに入れて飾っていた
この場合、
独居女性の役割としては「場の確保」、
家だったそうだ 215。
「展示の運営」、「アートを表現する行為」の複数が該当する。

(3) 参加方法・内容

「③参加方法・内容」では、【CA 分類 5】表現性の程度、【CA 分
類 6】参加者同士が会ってコミュニケーションをとるか、【CA 分類
7】コラボレーションの計画性 の観点から分類することができた
（図 2-2 下）。【CA 分類 5】表現性の程度 の分類の間には、ミヤ
ザキケンスケが中心となって展開する、世界中の困難を抱えた場に
出向き壁画の共同制作を行うプロジェクト「Over the Wall」を記
している。この点は、筆者が直接制作現場を観察した経験と参加し
た報告会にもとづいてる。筆者は 10 年以上前から複数回に渡って
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※「コミュニケーション
型アート」を「CA」と
略記した。

図 2-2：コミュニケーション型アートの観点別分類―②役割別から、③参加方法・内容
  

ミヤザキケンスケによる制作プロジェクトに同行した経験がある
のだが、ミヤザキケンスケは共同制作を進める際、参加者それぞれ

86

に任せて表現してもらうケースと、塗りつぶしのような単純作業を
指示するケースがあり、同時に自身も筆を入れながら臨機応変にそ
れらを適切にコントロールする様子が見られた。そのため、「参加
者自身による表現傾向」と「単純作業傾向」の中間に位置させた。
【CA 分類 6】では、“対面して”の例として折本立身による「500
人のおばあさんの昼食」をあげた。ポルトガルで開催された食事会
に参加した高齢女性達が、アーティストや参加者同士で交流し、歌
ったり踊ったりし、対面でのコミュニケーションを交わすという内
容の活動であった。一方、宮田篤による「微分帳」は、参加者同士
が対面することなく、造本を通してコミュニケーションが交わされ
ていく仕組みとなっている。このプロジェクトのように、企画内容
に作品制作に関するコラボレーション要素が組み込まれている活
動がある、さらに一方で、偶然通りがかった鑑賞者が発した言葉が
制作中の作品に影響を与えたり、後から結果的に共同制作へと発展
したりするケースはあると考えられるため、該当事例は「公開制作
中に鑑賞者からの声かけが表現に影響を与える事象」のみであった
が、【CA 分類 7】を設けた。

2.6

変遷のまとめと観点別分類の考察

本章におけるここまでの調査結果を振り返り、まずアート史の変
遷のなかから今一度コミュニケーション型アートに特に関連すると
考えられる事項を取り出して、一部にディテールや新たな事例を加
えたうえで、概略としてまとめ、考察する。あわせて、コミュニケ
ーション型アート事例の観点別分類も考察する。

2.6.1 コミュニケーション型アート関連事項による変遷概略

(1) 概略：1950 年代-1980 年代─アートプロジェクト前史

1950 年代から 1960 年代に野外で美術作品が展示されるようにな
った際には、アーティスト自身の身体と行為も作品とするパフォー
マンス形式の表現が行われていた。また、やや異なる形式として、
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1960 年代に開催された「世界彫刻シンポジウム」では、世界からア
ーティストが日本に集まって制作するなかで、アーティスト同士の
交流が生まれていた。そして 1970 年代に広大な庭で開催された
「SPACE TOTSUKA 70（木・壁・草・土・家・石・空・地・火・空気・
水…）」のなかでは物質による作品のほか、パフォーマンス作品も
展示された。1980 年代には砂浜や石切り場など特徴的な「空間」で
野外美術展が開催された。そのなかで川俣正は、社会的条件や歴史
的な背景を含めた「場」に着目して制作を展開した。
海外の状況としては、1970 年代にヨーロッパでアートプロジェク
トと捉えられるアート活動が始まったと述べられており、ドイツで
は 10 年ごとに開催される「ミュンスター彫刻プロジェクト」が始ま
った。
そして 1980 年代にベルギーで開催された
「シャンブル・ダミ」
展では住民がさまざまなかたちで企画を支えた。

(2) 概略：1990 年代─アートプロジェクト萌芽期

1990 年代に国内でアートプロジェクトが始まった。最初期にあた
る事例の「アートキャンプ白州」では、アーティストが会場とする
地域に“移り住んだ”うえで実施されたため、日常生活のなかでも
アーティストと住民とのコミュニケーションが重ねられた。一方、
集まった人々を「工員」と呼んだ「自由工場」や、阪神大震災後の
まちの美術館に関する構想を神戸市に提言した「C.A.P.」は “人々
が集うこと”が重要視された。そして、「ミュージアム・シティ・
福岡」では、住民が参加できるワークショップ型のアート活動やア
ーティスト・イン・レジデンスが継続期間の後期に実施されるよう
になった。「灰塚アースワークプロジェクト」でもそういった住民
が参加できるアート活動が複数行われた。その参加アーティストで
あった PH STUDIO から、非日常的に関わる意識では負けてしまうと
語られているほか、企画の 1 つ「作品ホームステイ」では、住民が
自ら展示作品選びに参加し、来場者はホストファミリーや近所の人
と会話をした。
アーティストによる表現形態としてのコミュニケーション型アー
ト寄りの事例に目を向けると、まず 1991 年から小沢剛が開始した
「相談芸術」は、作品がアーティストと参加者とのコミュニケーシ
ョンによって変化する形態をとった。また、藤浩志による「ビニー
ル・プラスチック・コネクション」への参加者は、素材の提供や仕
分け、作品制作への参加のほか、小学校におけるイベントでは運営
やファッションショーのモデルを務めるなどの関わりを持った。そ
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して、宮島達男が開始した「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」の
実行委員会は徐々に宮島達男の手から離れアーティストの名前が匿
名化されていった。また、その植樹地の 1 つではイデオロギーの対
立を超えた共同作業が生じている 216。そして、きむらとしろうじん
じんが開始した「野点」において、参加者は、造形活動を行なった
216 樋 口昌 樹 によ る 以 下の 記 述を 参 照
した。「2003 年 3 月に植樹したアイルラ
ンドのコートハウスセンターでは、地元
のカトリックとプロテスタントの小学校
からそれぞれ 6 人ずつ係が選ばれ、柿の
木の世話を続けているという。カトリッ
クとプロテスタントの対立が激しいアイ
ルランドで、このような共同作業がおこ
なわれるのは初めてのことだそうだ。子
どもたちはイデオロギーの対立にもかか
わらず、仲良く苗木を育てている。」
樋口昌樹、2001、「コミュニケーション型
アートが問いかけるもの」、萩原康子、熊
倉純子（編）、前掲、p.135

り飲食したりしつつアーティストや参加者同士でコミュニケーショ
ンをとった。そのなかで、川俣正は 1990 年代に、プロジェクトの進
む方向をその場やそこに関わる人たちとのコミュニケーションに委
ねる「ワーク・イン・プログレス」を提唱した。
加治屋健司が述べるアートプロジェクトの源流の 1 つで、橋本敏
子によってコミュニケーションの詳細について述べられていた事例
が、ヤン・フートのキュレーションによって行われた「ヤン・フー
ト IN 鶴来」であった。この展示に向けては、商工会とアーティスト
との間で機微を伝え合うコミュニケーションがとられ、それを橋本
敏子は「単なる「制作のお手伝い」から「より深い共感の共有」へ」
と表現した。また来場者は地域の高齢者から作品の説明を受けると
いうコミュニケーションが生じていた。また鷲田めるろは、商工会
が主催した点を、「シャンブル・ダミ」展との違いとして指摘して
いた。
1980 年代に日本各地に公立美術館が生まれたことで教育普及活
動の一環として行われるワークショップという概念や用語自体が生
じ、1990 年代にワークショップを含む教育普及活動の重要性が広く
知られ始めた。加治屋健司は、こうした変化と野外美術展における
鑑賞者の問題の主題化を重ねて考察したほか、1990 年代の主に野外
美術展に関する事例の考察により、その主題化された鑑賞者とは、
純粋な制作体験者というより「生活者としての鑑賞者」であったと
述べていた。また、ニコラ・ブリオーが人間相互の関係性にもとづ
くアート「リレーショナル・アート」を提唱したが、加治屋健司は
日本におけるアートプロジェクトの源流とは別であると論じていた。

(3) 概略：2000 年代以降─アートプロジェクト興隆期

2000 年代に始まったアートプロジェクトを象徴する「大地の芸術
祭」では、住民や遠方から通う若者などによるボランティアスタッ
フが「こへび隊」と名付けられ、展示までの制作期間におけるこへ
び隊とアーティストとの間に、展示期間中にはこへび隊と来場者と
の間にコミュニケーションが生じた。また、芸術祭から派生した「農
家レストラン」のような新たなコミュニティビジネスのなかでは、
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会期以外の期間でも住民や旅行客にとっての日常的なコミュニケー
ションの場になっていると考えられた。
そして、「大地の芸術祭」をきっかけとして継続を前提とした大
規模なアートフェスティバルが各地で誕生する一方、1998 年の「特
定非営利活動促進法」制定など、芸術支援に関する制度が発展して
いくなかで地域密着型の中小規模のアートプロジェクトも行われる
ようになった。その 1 つである「ブレーカープロジェクト」の概要
には、「芸術表現活動を私たちの生活に取り戻す」と、住民目線の
理念が記されていた。
大学による地域におけるアートプロジェクトの開始時には、加治
217 加治屋健司、2014、「美大生の考え
る、まちとアート」、熊倉純子（監修）、
菊地拓児、長津結一郎（編）、『アートプ
ロジェクト─芸術と共創する社会』、水曜
社、p.35
218 長田謙一、2014、「総合大学のアー
トプロジェクト」、熊倉純子（監修）、菊
地拓児、長津結一郎（編）、『アートプロ
ジェクト─芸術と共創する社会』、水曜
社、p.40

屋健司が学部の理念に社会性を加えたり 217、長田謙一が授業「文化
をつくる」を新たに開設したりしたように 218、大学教員が大学組織
内で枠組みをつくるという動きがあった。そういった取り組みのな
かで、教員には大学生とともに地域を歩いて調査したり 219 プロジェ
クトの方針を検討したりするほか、生じるクレームなどの様子を伺
ってときにはプロジェクトの終了を決断する

220

という役割も生じ

ている。市と大学と市民の 3 者による「取手アートプロジェクト」
219

同上、p.43

220

同上、p.44

を運営スタッフについてふれていなかったため、ここで述べると、
その活動は幅広い世代層のコアスタッフにより支えられている。初
221 羽原康恵、2014、「幅広い世代層の
スタッフ」、熊倉純子（監修）、菊地拓児、
長津結一郎（編）、『アートプロジェクト
─芸術と共創する社会』、水曜社、p.43
222

同上、p.187

期に実施していた TAP 塾（2004 年-2006 年）221 などにより、興味が
あれば市民の方でも大学生でも運営に関わっていくことができる形
態をとっていた。それにより、長くコアスタッフとして運営に参加
する市民が若いアーティストにアドバイスを与えるというコミュニ
ケーションも生じているそうだ 222。
2011 年の東日本大震災後には、複数の地域密着型の中小規模のア
ートプロジェクトが実施された。
そうした動きについて佐藤李青は、
「アートプロジェクトのオルタナティブなコミュニケーションの回
路を開くという機能」という表現を用いて、多様な人々との接点や
丁寧なコミュニケーションが求められた被災地においてアートプロ
ジェクトやアートには意義があったという考えを述べていた。
病院におけるアートプロジェクトとして多数取り組まれてきた壁
画の制作中には、アーティスト 223 と患者や病院職員との間にコミュ

223 大 学の 授 業な ど の 枠組 み によ り 病
院で ア ート 活動 を 実施 す る大 学生 を 含
む。

ニケーションが生じていた。また、ハナムラチカヒロによる「霧は
れて光きたる春」からは、非日常的な光景を前にして人々の間には
笑顔や驚きの表情とともにコミュニケーションが生まれた。アーツ
アライブが大学生と実施した医療・福祉施設における活動では、大
学生が施設利用者と会話をしてその内容を手がかりに壁画を描くと
いう形態であった。アナグリス ケイ子が阪南病院で行う「アナグリ
ス ケイ子式庭園療法」は、患者だけでなく職員も対象として実施さ
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れているという特徴、味覚と嗅覚を含めた五感を重視する活動であ
るという特徴が見られた。四国こどもとおとなの医療センター・ア
ートディレクターの森合音はボランティアスタッフとの連携や、報
道機関関係者との協力関係も重要視していた。

2.6.2 変遷概略の考察

(1) 考察：1950 年代-1980 年代─アートプロジェクト前史

この期間のなかで、アーティスト達が集って野外美術展が生じア
ートプロジェクトの礎の 1 つが築かれていったのだが、そのなかで
“パフォーマンス形式の表現“が行われたことは、アーティストの
存在自体が振る舞いも含めて作品の一部となる点から、コミュニケ
ーション型アートの 様式 2）アーティストによる表現形態としての
コミュニケーション型アート へのつながりを見出すことができる。

(2) 考察：1990 年代─アートプロジェクト萌芽期

アートプロジェクトが萌芽した 1990 年代初頭には開始されてい
た「アートキャンプ白州」は、舞踏家の田中泯が木幡和枝とともに
立ち上げたプロジェクトであった。そして多様なジャンルの表現活
動がワークショップやコラボレーションの形態で展開されたのだが、
舞踏のパフォーマンス公演が中心にはあった。つまりこのアートプ
ロジェクト最初期の事例でもパフォーマンス形式の表現は重要な要
素だったと考えられる。次に、アーティストと人々との関わりから
見ると、まず「灰塚アースワークプロジェクト」において PH STUDIO
が住民へのインタビューなどの調査後に「結局もっともっと関わっ
ていくことでしか、負けている部分を跳ね返せない」と述べていた
点についてあらためて着目したい。この言葉からは PH STUDIO が、
より丁寧に住民と関わっていくことが作品の本質的な質の向上につ
ながるという考えに至ったと考察できる。ここで、第 1 章で述べた
本研究の“主目的 2”と、そのなかで述べている“豊かな活動”への
2 指標を振り返る。“主目的 2”は“造形活動を伴うコミュニケーシ
ョン型アートを豊かな活動として行うための在り方を共有可能な
ものとする”で、その“豊かな活動”に近づけるための指標を、指
標 1）本来の芸術の力が消えてしまわないようにすること と、指標
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2）参加する/参加しない人々への想像力が欠如しないようにするこ
と と定めていた。この 2 件の指標と照らし合わせると、PH STUDIO

の言葉からはこれら両指標に向けての明確な姿勢を見出すことがで
き、“主目的 2”について考えるうえで重要な事例と記録であると
考えられる。
この PH STUDIO によるコミュニケーションを重ねる姿勢とも関連
して、橋本敏子が単なるお手伝いを越えた「より深い共感の共有」
を伴ったコラボレーションがなされたと述べる事例は「ヤン・フー
ト IN 鶴来―現代美術と街空間―」であった。ここでの作品制作にお
いてアーティストとコラボレーションをしたのは商工会の人々で、
鶴来は歴史的に“ものづくりのまち”であった。つまり、地域的な
背景も鶴来における言語を越えた共感を備えたコミュニケーション
成立の一因であった可能性について想像することができる。
さらに、
鷲田めるろが言及する“主催”の観点は重要だと考えられる。鷲田
めるろは、ヤン・フートの率いるゲント現代美術館が主催し会場探
224 鷲田めるろは、「シャンブル・ダミ」
展についてのプラス面を述べつつ、「一
方、部屋を提供した、当時ゲントの美大の
学生であったヨハン・グリモンプレ
（Johan Grimonprez）は、国際的な美術界
がゲントや彼の生活に「侵略」してきたよ
うに感じるとともに、アーティストの選
択や、作品の設置に、部屋の使用者は関わ
る事ができず、「疎外感」を味わったと語
っている。」として、「当然ながら、必ず
しもすべての事例において展覧会が有効
に働いたわけではない。」とマイナス面つ
いてもレポートしている。
鷲田めるろ、2010、「ベルギー・レポート
Vol.3：シャンブル・ダミ展の再評価」、
『アートスケープ』（大日本印刷）、htt
ps://artscape.jp/report/curator/1211
699_1634.html（2021 年 1 月 15 日アクセ
ス）

しを行った「シャンブル・ダミ」展と違い、
「ヤン・フート IN 鶴来」
の場合は商工会が主催し会場探しを行ったという点に着目し、て特
徴として述べていた。つまり、「シャンブル・ダミ」展よりも、よ
り地域をよく知る地域に密着した人たちが主催したと考えることが
できる 224。この事例を前段の 2 指標に照らすと、まずその地域をよ
りよく知る人たちが主催し、展示場所を選んだということで、指標
2）は想像力を満たす方向へ高まる傾向を示すであろう。そして、ア

ーティストと商工会の人々との「より深い共感の共有」を伴ったコ
ラボレーションによって制作された作品は、指標 1）の本来の芸術
の力が増す傾向にあると考えることができる。
また、川俣正が 1990 年代に提案した「ワーク・イン・プログレス」
とは、展示開始時に作品が完成しているという通常の展示スケジュ
ールを見直し、プロジェクトの進む方向をその場や関わる人たちの
身体を通したコミュニケーションにゆだねるというというものであ
った。この指針において川俣正は、コミュニケーションに「ゆだね
る」、また「その都度のチャンスをかたちにし、次につながるよう
にオペレートしていく」と表現していることから、現場にて、ヒン
トを集約して方向を最終的に決めるハンドルを握る主体は川俣正で
あると考えられる。この「ワーク・イン・プログレス」のスタンス
であれば、別のアーティストが活動に取り入れたとしても、参加す
るかしないか、またどの程度関わるかも人々が決められるため、”
豊かな活動”への 指標 2）への可能性が見出せる。また、アーティ
スト 1 人では考えられなかった方向にプロジェクトが拡張していっ
た場合には、それをアーティストがオペレートしながらコラボレー
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ションしていくことで 指標 1）にもつながっていきうる。川俣正が
行ってきた場の形状と木材や廃材を組み合わせるという造形面での
表現形態もまた、可変性の高さから見てこの「ワーク・イン・プロ
グレス」のスタンスと相性が良いと考えられる。人々とアーティス
トとのコミュニケーションによって造形活動が進行する点は、小沢
剛による「相談芸術」、きむらとしろうじんじんによる「野点」と
通じる。それに対して「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」や「ビ
ニール・プラスチック・コネクション」（そこから派生した「かえ
っこ」）ではプロジェクトの方針はアーティストが決めているもの
の、個別の現場において方針の細部を決めるハンドルの握り手はア
ーティストではなく個別の現場の運営関係者である。この主体が
人々の手にある活動形態は、第 1 章で述べた熊倉純子らによる、ア
ーティストたちのプロジェクト型の活動の分類の 1 つ「システム型
のアートプロジェクト」に該当する。
加治屋健司は 1990 年代に「生活者としての鑑賞者」が主題として
重視されるようになったことを述べているが、1990 年代の動きを見
ると、そこでアーティストと人々の間で生じるコミュニケーション
を重視する姿勢が生じている。そして、システム的な構造をアーテ
ィストがつくることで人々にとって参加がしやすくなり、本研究に
おけるコミュニケーション型アートにおける様式 2）アーティスト
による表現形態としてのコミュニケーション型アートが生じたと考
えられる。またそこから、プロジェクトの主体がアーティストから
人々へ移行するケースや、アーティストの名前が匿名化していくケ
ースも生じた。

(3) 考察：2000 年代以降─アートプロジェクト興隆期

2000 年代以降は、本研究におけるコミュニケーション型アートの
様式 2）アーティストによる表現形態としてのコミュニケーション
型アート から見ると、1990 年代に生じた表現形態がベースとなっ
て発展して生まれたと考えられる事例が見られる。
開始された「大地の芸術祭」のなかでもコミュニケーション型ア
ートと見ることができる作品は住民の参加や住民とアーティストと
のコミュニケーションを促した。またそのなかで、効果から見た広
義のコミュニケーション型アートを誘発するシステムも、1990 年代
の形態が発展したように考えられるケースがあった。展示の運営を
通して住民と来場者との間で新鮮なコミュニケーションが生じたが、
その状況は「ヤン・フート IN 鶴来」でも見られていた。また、「大
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地の芸術祭」ではボランティアスタッフを「こへび隊」と呼んだの
だが、「自由工場」では集まった人を「工員」と呼んでいた。こう
したネーミングによる設定づけも自然なコミュニケーションやコラ
ボレーションへの助けとなり、1 手法として定着しつつあると考え
られる。
「アサヒ・アート・フェスティバル」や「ブレーカープロジェク
ト」などは、住民の主体性を前提としていたり住民の主体性の向上
を目的としていたりする。取手アートプロジェクトでは住民が講座
形式の学びを経て運営メンバーになったように、住民が運営者とな
る状況も見られるようになった。これらの事例からは、成熟した市
民社会の実現を目的としたプロジェクトが行われるようになったと
225 石川康晴（著）、野村由芽（編）、
「芸術祭とは言いません。『岡山芸術交
流』が独自路線をいく理由」、『CINRA.N
ET』（CINRA）、2016 年 10 月 21 日、htt
ps://www.cinra.net/column/201610-oka
yamaartsummit（2021 年 1 月 5 日アクセ
ス）美術ライター／編集者の島貫泰介は W
eb サイト上の記事で、近年の公共や社会
と接点を持つ日本のアートに「要求され
る「公共」性や「社会」性の実体とは、エ
ンターテイメント的な楽しさやリラクゼ
ーション的な心地よさとイコールである
場合がほとんど」であり、「快」（同上）
と言い表している。そして、それに対して
『岡山芸術交流 2016』は「アートだから
こそ可能な公共と社会についての提案に
なっている。」（同上）と述べている。
226 総合プ ロデ ュ ーサ ー の石 川康 晴 へ
のインタビューより（その内容について
終章で再度引用して述べる）。
田中寛子、2017、「「岡山芸術交流 2016」
から 考 える 、ア ー トが も たら す街 の 未
来」、『VISUAL SHIFT』（アマナ）、201
7 年 1 月 17 日、https://visual-shift.j
p/5153/（2021 年 1 月 5 日アクセス）
227 表現を参照した。「芸術祭」ではな
く「展覧会」と記載されている。『岡山芸
術交流 OKAYAMA ART SUMMIT 2016』、「岡
山芸術交流とは」、https://www.okayama
artsummit.jp/2016/about（2021 年 1 月 5
日アクセス）
228 経緯について参照した。𠮷田隆之、
2019、『芸術祭と地域づくり—“祭り”の
受容から自発･ 協働による固有資産化
へ』、水曜社、pp.263-300

考えられる。
そしてここで、前項では述べていない近年の動向と考察を加える。
近年は序章でも述べたように、アートプロジェクト、またコミュニ
ケーション型アートの課題も知られることとなる。さらに 2010 年
代には、継続を前提に始まったアートフェスティバルが終了すると
いう事例も生じ始める。そのようななか、2016 年にはそれまでのア
ートフェスティバルの作品とは趣向の異なり、
すぐに得られる
「快」
225

の方向性ではなく「作品の本質」226 を志向する作品が集められた

「大型国際展覧会」227 の「岡山芸術交流」が開始された。また、2019
年には都市型芸術祭「あいちトリエンナーレ 2019」における「表現
の不自由展･その後」展に関連して多方面で議論が生じた

228

。つま

り、1990 年代にかたちになり、2000 年以降に「大地の芸術祭」が 1
つの成功事例として広め、2011 年の東日本大震災のあとにも多数展
開されたアートプロジェクトやコミュニケーション型アートが、近
年見直される動きが生じていると考えることができる。

病院におけるアートプロジェクトの事例からは、アーティストの
存在自体やアート活動を媒介として、患者と病院職員間、患者間、
病院職員間それぞれに日常とは異なるコミュニケーションが生じて
いたと考えられる。アーツアライブのコーディネートにより大学生
が実施した医療・福祉施設での活動における“会話によって思い出
を聞くこと”が造形活動の手前のステップとして必要であったが、
このやりとりは、日常とは異なるコミュニケーションであったと考
えられる。
アートプロジェクトにおける文献や紹介事例全体を見ると、病院
における展開に関する情報は少なかった。そこから、アートフェス
ティバルなどのアートプロジェクトで活動するアーティストによる
病院での実践が少ない傾向にあるということ、また、病院における
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アート活動がアートプロジェクトと見られにくいという可能性も考
229 「TURN」の取り組みについて参照し
た。また、概要として、「TURN とは、障
害の有無、世代、性、国籍、住環境などの
背景や習慣の違いを超えた多様な人々の
出会いによる相互作用を、表現として生
み出すアートプロジェクト」と掲載され
ている。
『TURN』HP、「TURN とは」、https://tur
n-project.com/about（2021 年 1 月 3 日ア
クセス）

えられた。
ほかに、高齢者施設における実践の情報も少なかったが、
そのなかでアートとして複数の文献で取り上げられている、野村誠
による老人ホームでの共同作曲は、評価されている重要な事例であ
ると考えられる。また、本章では障害のある人が利用する福祉施設
におけるアートプロジェクトについては述べてこなかったが、東京
2020 オリンピック・パラリンピックの文化プログラムを先導するプ

230 美術館の HP から過去の展覧会を参
照した。また、筆者自身も 2016 年に「オ
ソレイズム」展に参加している。
『はじまりの美術館』HP、「イベント─ギ
ャラリートーク〜みんなで一緒に作品を
見よう！〜」、https://hajimari-ac.com
/enjoy/event/omowaku-talk/（2021 年 1
月 3 日アクセス）；岡部兼芳、小林竜也、
大政愛（著）、はじまりの美術館（編）、
『「オソレイズム」記録集』、社会福祉法
人安積愛育園 はじまりの美術館
231 「アートリンク・プロジェクト」の
情報について参照した。藤浩志、AAF ネッ
トワーク、前掲。pp.103-105

ロジェクトの 1 つとして 2015 年に開始された「TURN」では、アーテ
ィストを福祉施設に派遣する取り組みを行っている 229。また、2014
年に開館したはじまりの美術館では、企画展において障害のあるア
ーティストと多様なアーティストによる表現が混在する 230。その観
点から見ると、障害のある人とアーティストが 1 対 1 のペアになっ
て交流を経て作品をつくる 2004 年から開始されたアートリンク・
プロジェクト 231 には共通点があると考えられる。

(4) 考察：各年代の比較から

各年代を追って考察すると、1990 年代と、2000 年代以降のさらに
近年の動向の変化に着目すべきであると考える。
まず、1990 年代についてだが、1990 年代に生じた表現形態として
のコミュニケーション型アートの形式にもとづくかたちで、2000 年
代以降に新たなアーティストによってコミュニケーション型アート
が展開されているよう考えられることが理由である。なお、この時
期のアートプロジェクトに関連し、白川昌生は著書のなかで、1990
年代に生じたアートプロジェクトと比較して、その後追随して生じ
たアートプロジェクトを批判的に捉えて述べている 232。
次に、近年の動向に着目した理由について述べる。「アサヒ・ア
232 現 在の ア ート プ ロ ジェ ク トに つ い
て、鷲田めるろによる記述もあげながら、
「「社会をより良く変革することができ
る」ということを信じる人は今はいない
だろう。」と述べている。白川昌生、前掲、
p.99

ート・フェスティバル」が終了した 2016 年に「岡山芸術交流」が開
始されたことは 1 つの象徴であるとも考えられるのだが、アートプ
ロジェクトが次のフェーズに向かおうとしている機運を見出すこと
ができる。アートプロジェクトとアートフェスティバル、つまり“芸
術祭”は、これまでの議論からも紐付いた関係であると考えられる
が、「岡山芸術交流」は、“芸術祭”でなく“芸術交流”と題され
ている。その意図について、総合プロデューサーの石川康晴は、

「多くの地域で開催されている“芸術祭”の中には、作品の
本質を見せるというよりもエンターテインメント性が強いと感
じるものもある。それは、僕たちの目指す現代アートの大型国
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際展とは違います。だからあえて“芸術祭”という言葉はやめ
233 田中寛子、2017、「「岡山芸術交流
2016」から考える、アートがもたらす街の
未来」、『VISUAL SHIFT』（アマナ）、2
017 年 1 月 17 日、https://visual-shift.
jp/5153/（2021 年 1 月 5 日アクセス）

て、僕たちの考え方に合った“交流”という言葉を選びました」
233

と述べており、形式化が指摘される“芸術祭”とは異なる趣旨で開
始されたことが分かる。この言葉は難解な作品が集まったと評され
る展示に反映されているのだが、そのタイトルには“交流”が使用
されているのだ。この展示には、アートプロジェクト効果としての
コミュニケーション型アートへの認識や表現形態としてのコミュニ
ケーション型アートを取り入れることの浸透が進んだアートプロジ
ェクトの次のフェーズについて考えるための手がかりがあると考え
られる。手法化からの変化を求めるという点から見ると、1990 年代
に川俣正が予定調和と距離をとって「ワーク・イン・プログレス」
を開始したこととも重ねることできる。

2.6.3 コミュニケーション型アート事例の観点別分類の考察

(1) 観点ごとの考察から

まず、【CA 分類 1】造形表現を伴うか の「造形活動＋様々な芸
術ジャンルの表現活動」に該当すると考えられた、遠藤一郎が展開
する「未来へ号」による「未来芸術家」活動と、宮田篤による「微
分帖」は文字を媒体とする言葉を参加者が表現するタイプである。
上田假奈代によるココルームでの詩や書道の取り組みも同様のタ
イプの表現だと考えられ、代表の上田假奈代は詩人であることから
も、この“文字言語の表現”はコミュニケーション型アートと相性
の良いジャンルの 1 つであることが考えられる。
次に、【CA 分類 2】表現形態としてのコミュニケーション型アー
トの位置づけ からは、取り上げた事例から見ると「メインの位置
づけ」である事例が多く、全体の 1 部分というよりはそれ自体が全
体であるという形態を基本としていることについて、あらためて確
認することができた。
次に、【CA 分類 3】アーティストの存在が必要か否か からは、
アーティストが「不在でも成立」する事例は全体として見ると少な
いということが分かった。変遷において、主体が人々に移りアーテ
ィストの存在感が弱まっていくという言説があったことから考え
ると意外な結果であった。
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そして、【CA 分類 5】表現性の程度 からは、「単純作業傾向」
の行為を行うことで参加できる事例は全体から見ると少なかった。
この点は、参加のしやすさや参加を誘う点から見て意外な結果であ
った。
それから、
【CA 分類 7】コラボレーションの計画性 においては、
繰り返しとなるが、どの事例も基本的には計画的にコラボレーショ
ンがなされていた。ただし、実験的な段階や、分かりやすくコミュ
ニケーション型アートの事例とは見られていない事例のなかでは
234 エ ピソ ー ドに 関 す る情 報 を参 照 し
た。北川フラム、2014、『美術は地域をひ
らく—大地の芸術祭 10 の思想』、現代企画
室、p.125

結果的なコラボレーションは多々生じていると考えられる。別の文
献から一例をあげると、第 1 回「大地の芸術祭」で展示された國安
孝昌による作品「棚守る竜神の御座」は、國安孝昌と同行するサポ
ーターによって開始された制作が難航する場面があったそうだ。し
かし、その状況から、地元の住民たちが制作を手伝うという協働の
シチュエーションや、その後も作品を維持していきたいという住民
からの要望が生まれたそうだ 234。

(2) 各考察結果の比較から

観点ごとの考察結果をさらに俯瞰すると、2 つの意外な特質につ
235 佐藤李青、2014、「被災地での芸術
活動—被災地を取り巻く「境界線」」、熊
倉純子（監修）、前掲、p.329

いて考えることができた。1 つ目は、アーティストの存在とともに
成立する活動が意外に多かったことで、2 つ目は、単純作業傾向で
なく表現性を必要とする活動が意外に多かったことである。1 つ目
の意外性の背景には、本研究を進めるうえで複数の文献において言
及がなされていた、アーティストの不在に結びつく形式である「シ
ステム型のアートプロジェクト」がある。そして 2 つ目の意外性の
背景には、参加のしやすさという前提がある。これらから、現実的
にはアーティスト自身と人々とのコミュニケーションを伴うコミュ
ニケーション型アートは実施されており、それにより、表現性を必
要とする状況であったとしても参加者の表現行為をアーティストが
サポートできる場が生じうると考えることができた。この 1 例と考
えられるが、「システム型のアートプロジェクト」であるとして、
ここまででも取り上げてきたが、まさに自身の存在感が弱まってい
くプロジェクトを 2000 年代に展開するアーティストの北澤潤が、
東日本大震災後に被災した地域で展開した「マイタウンマーケット」
について、佐藤李青は、その際の北澤潤の振る舞いに関して、「ボ
ランティアとして現場に入り、その後ていねいにコミュニケーショ
ンを重ね、一緒にプロジェクトを行う人びととの関係性を紡ぎなが
ら、プロジェクトをつくり上げていきました。」235 と述べている。
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2.7

小括

本章では、文献の調査によって、アートプロジェクトの歴史的変
遷を概観してコミュニケーション型アートのルーツなどについて考
察し、表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心とした
事例を取り上げ複数の観点から分類して考察した。
そこから、まずルーツの１つに、アーティストの存在自体が振る
舞いも含めて作品の一部となるパフォーマンス形式の表現があるこ
とを見出すことができた。また、コミュニケーション型アートの表
現形態やプロジェクト運営上のコミュニケーションに関連する手法
などを比較すると、1990 年代に原型ができあがったと考えられた。
ほかに、個別の事例や制作スタンスで見ると、灰塚アースワーク
プロジェクトにおける PH STUDIO による制作過程の記録からは、ア
ーティスト自身がより丁寧に住民と関わっていくことが作品の本質
的な質の向上につながるという考えに至ったと考察でき、さらにそ
の考えからは、“豊かな活動”に向けての 指標 1）本来の芸術の力
が消えてしまわないようにすること と 指標 2）参加する/参加しな
い人々への想像力が欠如しないようにすること の両方に向けての

明確な姿勢が読み取れるため、重要な事例であると考えられた。ま
た、川俣正が 1990 年代に提案した「ワーク・イン・プログレス」と
いうプロジェクトを進めるうえでのスタンスは、進む方向をその場
や関わる人たちの身体を通したコミュニケーションにゆだねるとい
うというものであった。このスタンスであれば、別のアーティスト
が取り入れたとしても、人々の関わりへの自由度が高いため、より
“豊かな活動”に向けての 指標 2）への可能性が考えられた。また、
予想外の展開をアーティストが取り込むことによる 指標 1）への可
能性も見出せた。
そして、表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心とし
た事例の分類からは、ここまでの調査を踏まえたうえで意外である
とし、現場にアーティストが存在して振る舞うことで成立する活動
と、単純作業傾向でなく表現性を必要とする活動が多いという点を
特徴としてあげることができた。
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3.1

本章の概要

序章でも少し述べたが、筆者は 2005 年からゴブリン 1 活動を継続
1 「ゴブリン【goblin】」の意味として
「小鬼。化け物。人間にいたずらをする妖
精」と記載されている。松村明（編）、2
019、「ゴブリン」、『大辞林 第四版』、
三省堂、p.1020
2 実施する際の設定として、森羅万象に
宿る妖精を“ゴブリン”と呼び、その制作
を、出会う人々に提唱する。
3 2016 年以降は、筆者が直接現地に出向
くことはせずに、協働運営者が企画を実
施する形態の活動もわずかではあるが行
われている。
4 過去 の ゴブ リン 制作 活 動の 詳細 に つ
いては、筆者の個人 Web サイトに掲載さ
れている。小中大地、『小中部屋』（小中
大地 HP）、http://konakabeya.exblog.j
p/（2020 年 10 月 28 日アクセス）

実施してきた 2。ゴブリン制作活動では、身の回りのさまざまな物や
事柄をテーマとして顔のある生き物の形態をした造形作品を制作す
る。またその活動は、筆者自身がアーティストとして病院や地域な
どの社会現場に直接出向き、その場で出会う人々とのコミュニケー
ションを通してゴブリン作品の制作を実現させていくかたちで行わ
れてきたコミュニケーション型アートである 3。過去 15 年の間で実
施したゴブリン制作活動は、規模の大小はあるが合わせると、およ
そ 200 件となる（2021 年 1 月現在）4。
本章の目的は、このゴブリン制作活動の全体像を示すことである。
そのために、
主だったゴブリン制作活動を研究対象として省察する。
まずは活動の概要を述べ、次に第 2 章のアート史の変遷と社会の動
向からゴブリン制作活動が生じた背景を示す。そして、第 2 章で作
成したコミュニケーション型アートの事例の分類とゴブリン制作活
動を照らし合わせ、コミュニケーション型アートにおけるゴブリン
制作活動の位置づけを示す。それから、ゴブリン制作活動を構成す
る要素を、「場」、「時間」、「関係する人々」、「作品―造形の
側面から」、「作品―コミュニケーションの側面から」の観点から
見出して分類する。また、構成要素の分類とあわせてゴブリン制作
活動の課題についても述べる。

5 胴体 や 手足 の有 無は 造 形内 容や 制 作
者の表現性によって異なってくる。また、
1）実物に直接造形を施す場合 と、2）実
物とは別の素材で物や事柄の形象をつく
り表現する場合（粘土造形や壁画など）が
ある。
6 「生き物」には分類上は植物も該当す
るため、正確には「動物」と表記できうる。
しかし、これまでのゴブリン作品として
は「ヒト」や「ヒトを除く動物（熊、ウサ
ギ、犬など）」の設定が明確には無い作品
がその設定のある作品よりも多く制作さ
れてきたため、ここでは動物ではなく生
き物と表記した。
7 「ゴブリン博士の病院ゴブリン」
（2009
年）などを話題としたディスカッション
にもとづくテキストが掲載されている。
収録されている。
稲垣立男、小中大地、橋本誠、杉田敦、
2010、「02 プラクティス─恊働すること
の意味と困難」、澤憲昭、杉田敦（編）、
『芸術表象コンセプトブック─アート・
プラットフォーム』、美学出版、pp.56-89

3.2

活動概要

3.2.1 基本情報

ゴブリン制作活動は「身の回りの物や事柄などに宿る妖精を作品
としてかたちづくりたい」というアイデアから始まっている。そし
て、その活動によって表現される作品（以下、「ゴブリン作品」と
表記する）は、「身のまわりの物や事柄など」からテーマを選択し、
そのテーマを顔のついた生き物へと変容させるという造形表現によ
って制作される 5、6。生き物への変容は、テーマの形象から「見立て」
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8 「雲南ゴブリンプロジェクト〜塩田ゴ
ブリン 2010〜」の取り組みについて、協
働でアートフェスタを実施した早稲田大
学理工学術院古谷誠章研究室のメンバー
が、位置づけとともに述べている。
早稲田大学理工学術院古谷誠章研究室、
2011、
「島根県雲南市における中高生のま
ちづくり団体「アーバンデザイン部」活
動」、
『JIA ゴールデンキューブ賞 2011 作
品集』、JIA ゴールデンキューブ賞実行委
員会、pp.16-17
9 例えば、アーティストが公開型の制作
で作り上げる作品の制作プロセスにおい
て、鑑賞者がアーティストにアイデア提供
する行為も、広義の協働による制作である
と捉えられる。
10 これまでに、ゴブリン制作活動の変
遷について、インタビュー形式によって
複数の媒体で述べてきた。例として 2 件
をあげる。
小中大地、2010、「小中大地、ゴブリン博
士になる」、面出和子、杉田敦（監修）、
飯島真理子、片山実希、廣瀬みどり、早渕
仁美（編）、『CLOSET』、ACP（アーティ
ストクリティックプログラム）、3、pp.1013
小中大地、2016、「インタビュー 小中大
地さん」、『ティータスペーパー』、筑波
大学アートギャラリーT＋、89、pp.1-3

11 例外もあり、後述する小児病棟での
活動ではペイント T シャツを着用する。
12
ここでは「ガッコーゴブリン」の作品を
「筆者 1 人の手でつくり上げるもの」と
述べているが、稼働中小学校の夏休み期
間中に開催されたグループ展「アートド
リル 夏休み＋友部小学校＝？」で発表
した作品である。一作家と作品に焦点を
当てると、展示中にコミュニケーション
型アートの一片が生み出されたと述べる
ことができる。しかし焦点を展覧会に合
わせると、発案者による構想・交渉の段階
から前述の“様式 1）アートプロジェクト
共通要素である姿勢としての広義のコミ
ュニケーション型アート”が生じていると
捉えることができる。その発案者は、当時、
会場小学校の教員であった筑波大学大学
院卒業生の春田友則である。元々の教員と
いう立場によって教員間における交渉が
円滑に進み、実現に至ったと考えられる。
また、春田友則が学内の催しのなかで出展
者を呼びかけていた場面は印象に残って
おり、募集の面においても卒業生であると
いう立場が活きていた。つまり発案者であ
る春田友則が推進したコミュニケーショ
ン型アート・アートプロジェクトであった
と捉えることができる。そうした立場を
「アーティストがプロデューサーとして
の力量を発揮するケース」（熊倉純子（監
修）、前掲、p.23 アーティストたちのプロ
ジェクト型の活動事例の 3 分類のうち）と
捉えることもできそうである。春田友則は
2018 年より水戸市立第一中学校において
美術部員も運営に参加する「ギャラリー
ひのたて」という場を運営している。学校
を地域にひらき、地域の作家を活かす活
動は、空き教室で行われており、「アート
ドリル」展が発展したかたちと捉えるこ
とができる。

によって行われたり、テーマを素材として使用したりすることによ
って行われる。よって、何をテーマとして生き物に見立てるかで作
品の形態は変化する（図 3-1、図 3-2、図 3-3、図 3-4）。
初めて発表したゴブリン作品は、2005 年に夏季休暇中の小学校内
で展示した「ガッコーゴブリン」であった。この展示における作品
は展示会場とは別の場所（筑波大学内の制作部屋）で事前に制作さ
れたもので、その展示会場（教室）で、筆者は児童を始めとした来
場者と筆者の作品を通してコミュニケーションをとった。この展示
をきっかけとして、その後の病院 7（図 0-1、図 0-2、図 0-3）、山
間部地域 8（図 3-4）での活動を展開していく中で、公開型制作や滞
在制作、協働による制作 9、造形ワークショップの形態でも制作する
かたちと活動形態のバリエーションが増していった 10。このように、
制作者（制作への一般参加者や施設利用者、アーティスト など）1
人による造形行為によってつくり上げられる小型の作品から、大人
数（制作への一般参加者や施設利用者、協働運営者、アーティスト
等）の協働による造形行為によって作り上げられる大型の作品まで、
ゴブリン制作活動の制作形態や作品の規模はさまざまである。
また、アーティストとしてふるまう制作イベントの本番段階（詳
細については後述する）などにおいて、筆者は自身を「ゴブリン博
士」と称し、ペイント白衣を着用して活動する 11（図 0-2）。その際
の筆者を、進行役のファシリテーターを兼ねるとも、場を活気づけ
るパフォーマーと捉えることができるとも考えられる。
最初に小学校で展示した物質としての作品自体は筆者 1 人の手で
つくり上げるもので、造形面での質の追求が活動の主な目的であっ
た

12

。しかしその後、活動の場が広がり活動形態のバリエーション

が増していくにつれ、
活動の目的の中心には
「関係する人々の喜び」
があるということが自覚できるようになっていく。そして同じ場で
共に体験することにより、その人々の喜びが筆者自身にも伝染し、
次のゴブリン制作活動に向かう活力となっていった。そのなかで、
ゴブリン制作活動における作品は、1）造形の側面 と、2）生じる
コミュニケーションの側面 の 2 つの面から成るということも自覚
できるようになっていく。
筆者が筑波大学芸術系研究員であった時期に、共に事業を進めた
齊藤泰嘉は、その事業を振り返った論文のなかで、自身がサポート
しつつ観察したイギリスでのゴブリン制作活動について以下のよう
に述べている。

小中大地芸術系研究員（ゴブリン博士）による「ゴブリン（い
たずら好きの妖精）」という名のキャラクターへの変身，イン
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スタントカメラによる撮影、その写真のプレゼントというプロ
グラムが入院患者や看護師たちの誰をも笑顔にさせた。病床で
13 齊藤泰嘉、2016、「変貌する病院─療
養環境改善に果たすアートの役割」、『医
療福祉建築』（日本医療福祉建築協会）、
193、pp.2-5

体中をチューブでつながれて無表情であった子どもの入院患者
は、背中にゴブリンの目鼻を付けたプレイナースの姿を見た瞬
間、にっこりとほほ笑んだ。13

ここでは患者や職員の「笑顔」の反応が着目され、その様子が述べ
られている。このケースでは、「笑顔」が生じたということで、前
述の「関係する人々の喜び」というゴブリン制作活動の目的が達成
されていたと考えられる。

図 3-1：
「画びょうゴブリン」（
「ガッコーゴブリン」より）
、グループ展「アートド
リル 夏休み＋友部小学校＝？」にて、友部町立（当時）友部小学校、茨城県西茨
城郡友部町（現笠間市）
、2005

図 3-2（左）：「鉛筆ゴブリン」、2012
（ゴブリン制作活動の作品を紹介する場面で、作品現物がよく活用される）
図 3-3（右）：「ねがいごとの森ゴブリン」、筑波メディカルセンター病院、茨城県つくば市、2015 （木や
草を生き物に見立てた絵を壁面に描いた）
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図 3-4：
「山ゴブリン」
（
「雲南ゴブリンプロジェクト～塩田ゴブリン 2010～」より）
、雲南市立塩
田小学校（当時）
、島根県雲南市、2010
（小学校の閉校を前に行われた地域イベントのために、運動場に面した「山」に目・口の顔パー
ツをつけて表現した）

3.2.2

協働面における特徴

ゴブリン制作活動は、島根県雲南市や岐阜県白川村、岩手県遠野
14 両病院にはアートコーディネーター
という非常勤の芸術専門職員が勤務して
いる。
15 基本的には筆者 1 人で現地に出向く
が、サポートスタッフとして筑波大学の
筆者の後輩にあたる学生と共に現地に出
向くこともあった。また、現地に出向く前
の準備制作時においては特に、そうした
後輩の学生達からの多大なるサポートを
受けてきた。

市や茨城県つくば市北条地区の商店街など、非芸術団体との協働に
よる実施形態が多い。また、筑波大学附属病院と筑波メディカルセ
ンター病院での活動においては、芸術専門職員 14 のサポートも受け
ながら、同時に病院事務職員や保育士などの病院職員とも協働で企
画を運営してきた。
このようにゴブリン制作活動は、筆者がアーティストとして社会
の多様な場に出向き 15、芸術を専門としない人々とも双方向的なコ
ミュニケーションをとって関係性を築きながら、プログラムや作品
づくりを進めることで実現させてきた。多くのアートプロジェクト
や、コミュニケーション型アートを実施するアーティストと同様に、
筆者も協働を重視するスタイルで制作活動を進めてきたわけだが、
そのなかでもゴブリン制作活動の 1 つの特徴として、受動性の高い
アーティストが行う点があると考察している。
このことを比較するために、繰り返しあげている事例となるが藤
浩志による「かえっこ」との比較を試みる。前述したが熊倉純子ら
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に「システム型のアートプロジェクト」16 であると述べられている
16

熊倉純子（監修）、前掲、p.23

ように、公開されているメソッドによって全国各地で実施されてい
る。よって、アーティストが関知しない場で住民が主体的に自分た
ちのものとして「かえっこ」を実施する場面に、アーティストは存
在しない。一方でゴブリン制作活動は、ほとんどの活動においてア
ーティスト自身が場に存在するなかで、人々と直接コミュニケーシ
ョンをとって人々や場からの影響を受けながら活動を構築していく
プロセスとってきた。ここまでを比較すると、人々の能動性を引き
出すという面では共通するが、ゴブリン制作活動の場合はその場で
振る舞うアーティスト自身の受動性の高さが機能している。
また、もう１つ別の視点から「かえっこ」とゴブリン制作活動を
比較することができる。それは、活動によって収集された大量の玩
具によって構成されたホワイトキューブにおける展示の“質”であ

17 一例として以下 Web サイトにはアー
ツ千代田 3331 での展示（2012 年）の様
子が掲載されている。今村玲子、2012、「
藤浩志の美術展 セントラルかえるステ
ーション～なぜこんなにおもちゃが集ま
るのか?～」、『Web マガジン「AXIS」』、
2012 年 7 月 20 日 13:34、https://www.a
xismag.jp/posts/2012/07/32875.html（2
020 年 6 月 2 日アクセス）
18 銀山エリア内の自然や銀山で使われ
てい た 道具 など を 生き 物 化の テー マ と
し、一般市民向けのカラー粘土を用いた
ワークショップ（0 歳児から高齢者まで参
加）や、木々や建物自体に造形を施すイン
スタレーション作品を制作した。森林や
景観を専門とした研究者によるグループ
「石見銀山の景観を考える会」との協働
によって実施した。
（島根県大田市、2015）

る

17

。繊細に揃えられた大量の同種玩具の密度や色彩のコンラスト

に、多くの鑑賞者が美的価値を見出すことであろう。そこには、藤
浩志という 1 人のアーティストが所有するビジュアルアーティスト
としての力量が現れている。当然、使われた玩具が集合していると
いうという背景にも価値がある。つまり、美術館での展示に耐えら
れるという“質”を兼ね備えているということだ。一方でゴブリン
制作活動はどうであろうか。美術施設での展示活動歴が極端に少な
いということからも、
美術施設が求める展示に耐えうる美的な“質”
を備えたアートだとは現在認識されていないのであろう。場の特性
や影響を与える人々の存在がゴブリン制作活動のアートとしての

19 和田譲二、2017、「世界遺産石見銀山
周辺での竹林景観整備」、『山林』、1601、
2017 年、pp.20-27

“質”を担保しているのではないだろうか。

20 この「共感」が「波紋」のように連鎖
するという点は、ゴブリン制作活動独自
のものであるとは言えないが、プロジェ
クトを支える重要な特徴であると考えら
れる。

から考察する。まず、石見銀山でのゴブリン制作活動 18 を協働で実

ではそのゴブリン制作活動について、共に活動を行った人の言葉

施した島根県大田市のＮＰＯ法人緑と水の連絡会議の和田譲二は、
「ゴブリンプロジェクトを始めてみてわかったのが、人々の記憶の
内実である。おじいさんおばあさんは何を感じて暮らしてきたか、
森や川だったら何を物語るのか、テレパシーのように世代を超えて
子どもたちに共感が伝わる不思議なプロジェクト」であったと活動
の価値についての感想を述べている

19

。また、過去に活動を共に実

施した病院職員は、「アーティスト一人が場に入り、表現が人々に
伝わり波及していくかたちは波紋のようであった。」とアートが場
へ浸透していく様子を語っている。これらの実際に活動に関わった
人々による言葉からは、受動性の高いアーティストが振る舞い構築
することで受動性の高まったゴブリン制作活動が創出する「共感」
の可能性、そしてそれが「波紋」のように広がる可能性について考
えることができる 20。

104

3.2.3

“ゴブリン”という言葉について

この制作活動において重要な言葉である“ゴブリン”について、
ゴブリン制作活動の立場とヨーロッパの民間伝承の視点から述べる。

(1) 2005 年選択時の経緯から
21 香川由紀子、2017、「日本の「ロマン
ティックな」“fairy”たち―ジェンダーで
見る児童文学とライトノベルの中の「妖精
」･「フェアリー」―」、『東京女子大学比
較文化研究所紀要』（東京女子大学比較文
化研究所）、78、pp.21-39
22 香川由紀子は調査の方法について以
下のように述べている。同上、p.22
「アンケートは、2013 年、2014 年の 2
回に分けて行った。対象者は東京女子大
学の学生 93 名(2013 年実施)と 123 名(
2014 年実施)の計 216 名(2 年生から 4
年生)である。アンケートの内容は、代表
的な 19 種の超自然的存在の絵とそれら
の名称を記したリストを見て、ステップ
1 で“fairy”／「妖精」と思うものを、
ステップ 2 でその理由(複数回答可)を
選んでもらうというものである。また、“
fairy”／「妖精」について抱いているイ
メージや知っていることを自由に記述し
てもらった。」
23 香川由紀子による調査で用いられた
超自然的存在を、その調査結果において
選ばれた上位から順番に引用して示すと
、「ティンカー・ベル(Tinker Bell)」、
「ピクシー(Pixy)」、「ノーム(Gnome)」
、「ドワーフ(Dwarf)」、「パック(Puck)
」、「レプラホーン(Leprechaun)」、「ケ
ラッハ・ベール(Cailleach Bheur)」、「
シルキー(Silky)」、「ブラウニー(Brown
ie)」、「ゴブリン(Goblin)」、「ウンデ
ィーネ(Undine)」、「座敷わらし」、「マ
ーメイド(Mermaid)」、「天女」、「河童
」、「鬼」、「一つ目」、「天狗」、「山
姥」となる。同上、p.23

本節の始めに、ゴブリン制作活動は身の回りの物や事柄などに宿
る妖精をかたちづくるというアイデアから始まったと述べたが、
“妖
精”から“ゴブリン”という言葉を選択した経緯について述べる。
2005 年の「ガッコーゴブリン」の作品名を決める際に辞書で“妖精”
を調べ、その意味を含む“フェアリー”、“エルフ”などと比較し
て検討し、“ゴブリン”を選択した。選択理由は２つあり、1 つ目
は、当時の自作が持つ顔の表情に、ゴブリンの持つ小鬼やいたずら
好きの妖精という意味が合うと考えたことである。そして 2 つ目は、
ゴブリンの濁音 2 語で始まる言葉の響きが 1 つ目と同様に自身の表
現に合うと考えたからである。
ただし、“妖精”と“ゴブリン”の結びつきについては注意する
必要がある。文学研究者の香川由紀子が 2013 年と 2014 年に東京
女子大学の学生計 216 名に向けて行った調査 21、22 では、19 種の超
自然的存在のなかで「“fairy”／「妖精」」と思うものとして「ゴ
ブリン」は上から 10 番目であった 23。女子大学における 1 つの調査
結果ではあるが、妖精すなわちゴブリンと明確には認識されている
わけではないということであると考えられる。

(2) ヨーロッパの民間伝承から

“ゴブリン”という言葉は、ヨーロッパで人々の間で言い伝えら
れる物語のなかに登場する生き物の名称として用いられてきた。そ
してその後、空想的な文学作品のなかに登場する生き物として記述
The Lord of the Rings が原題とな
る。

24

The Hobbit, or There and Back Again
が原題となる。

25

The Princess and the Goblin が原
題となる。
26

27 菱田信彦、2017、「従順なエルフと抵
抗するゴブリン―「ハリー･ポッター」シ
リーズの魔法種族における価値の逆転―
」、『東京女子大学比較文化研究所紀要』
、78、p.61

され、現在は文学作品をもとにした映画作品のなかにも
“ゴブリン”
と呼ばれる生き物は登場している。
その文学作品と生き物を表す言葉に関して、英米の小説を専門分
野とする文学研究者の菱田信彦は、イギリスの児童文学作家・英語
学者である J・R・R・トールキンによる 1954 年から 1956 年にかけ
て出版された全 3 巻からなる『指輪物語』24 と、その前作で前の物
語にあたる 1937 年に出版された『ホビットの冒険』25、そしてイギ
リスの詩人で小説家のジョージ・マクドナルドによる 1872 年出版

105

の『お姫さまとゴブリンの物語』26 をとりあげ、「トールキンの作品
におけるオークの描写にイギリス伝承文学のゴブリンのイメージが
深く影響していることがうかがえる。」27 と述べている。
28 井村君江、1996、『ケルトの妖精』、
あんず堂
29

同上、p155

30 ここでは家つきと述べられているが
、森や洞窟に住むとも言われている。言い
伝えのなかで構築された言葉であるとい
う性質上その特徴は複数のイメージで捉
えられているようだ。
31 井村君江、1996、『ケルトの妖精』、
前掲、p155

ケルト文化研究者でうつのみや妖精ミュージアム名誉館長の井村
君江は著書『ケルトの妖精』28 において、「ゴブリン」をイングラン
ドの妖精に分類している。また、その特徴に、
「家つき妖精の一種」
29、30

で、
「ふつう人間に敵意のある意地の悪い妖精といわれている。

身体は小さく恐ろしい顔をしている」31 などと述べている。また、
フランスで「母親が子どもにお行儀よくさせるため脅しの文句に使
った」32 記録が残っていることも述べている。また、同節でも井村

32

同上、p155

君江が「ゴブリン・マーケット」と呼ばれる不思議な市場が出現す

33

同上、p155

る蜃気楼に似ている現象について述べているが 33、19 世紀のイギリ

Goblin Market and Other Poems が
原題となる。

34

35 次の文献内「イギリス」の章の「イン
グランド」の節で、「家の精」と述べられ
ており、前後の記述も参照した。
トマス・カイトリー（著）、市場泰男（翻
訳）、2012、『妖精の誕生 フェアリー神
話学 ファンタジー＆不思議の世界』、イ
ンタープレイ
36 菱田信彦、2017、「従順なエルフと抵
抗するゴブリン―「ハリー･ポッター」シ
リーズの魔法種族における価値の逆転―
」、前掲、p.62
37

同上、p.62

スの詩人であるクリスティナ・ロセッティは、1862 年に文学作品の
『ゴブリン・マーケット』34 を出版している。この物語におけるゴ
ブリン達は、果物と引き換えに登場人物の病気を引き起こす、まさ
に「悪い妖精」として書かれている。
一方、似た言葉に「ホブゴブリン」（Hobgoblin）があるが、こち
らは「家の精」35 でいたずらはするが家事を手伝う良い精霊である
と言い伝えられている。またこれに関連し、前段で述べた菱田信彦
は同論文においてエルフとゴブリンを論ずる過程で、家に住みつい
て「人々の身近に暮らしてときに仕事を手伝ったりときにいたずら
したりする」36 妖精の「ブラウニー」（Brownie）にルーツを見出し、
「おそらく、エルフもゴブリンももともとはこのような小型の妖精
の呼称だったのが、時代が下るにつれ、より人間に好意的で役に立
つ妖精をエルフ、人間に敵意を抱いて悪さをするものをゴブリンと
呼ぶ傾向が生じたのだろう。」37 と述べている。

(3) “ゴブリン”の本義と“ゴブリン”制作活動との比較

ここであらためて述べるが、筆者が最初にゴブリン作品を展示し
た 2005 年には、人に悪さをするという面からではなく「妖精」とい
う意味から“ゴブリン”を選んだ。さらに、その後の継続的な使用
の経緯についてであるが、2005 年の「ガッコーゴブリン」の時点で
は、あくまで 1 度の展示のための作品名として“ゴブリン”を選ん
でいた。そしてその後、結果的にシリーズのようなかたちに形成さ
れていき、継続的に“ゴブリン”という言葉を用いたゴブリン制作
活動を行うこととなったのである。つまり、この経緯を経て用い続
けている筆者の立場からすれば、言葉の本義から見ると、この「ホ
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ブゴブリン」や「ブラウニー」の持つ、人の手伝いをしつつときど
きいたずらをする妖精というニュアンスの方が、ゴブリン制作活動
で用いる“ゴブリン”には合うと考えている。

38
筑波大学入学以降の所属変遷：大学芸術専
門学群（2003-2007 年度）、大学院人間総
合科学研究科博士前期課程芸術専攻
（2008-2010 年度）、シェアアトリエの「ア
ートスペース・テンカウント」を拠点にフ
リーランス（2011 年度-2013 年 10 月）、芸
術系非常勤研究員（2013 年 11 月-2015 年
度）、大学院人間総合科学研究科博士後期
課程芸術専攻（2016 年度-現在）
39
前述の、「大学を開くアート・デザインプ
ロデュース（ADP）」と「筑波大学創造的復
興プロジェクト（CR プロジェクト）」のほ
か、病院とアートマネジメントを軸とした
プログラム「「応的エキスパート」として
のアートマネージメント人材の育成─病
院を活用した多様空間・異分野協働による
アートマネージメント能力の向上に向け
て─」（平成 25-27 年度文化庁助成［大学
を活用した文化芸術推進事業］筑波大学プ
ログラム）
もおよそ 2 年半の間実施された。
なお、後にも述べるが、筆者は非常勤研究
員としてこのプログラムに運営に携わり、
その業務内でも各地の病院などでゴブリ
ン制作活動を展開することができた。それ
らの制作活動についても多数掲載された
報告書に、以下の 3 冊がある。
齊藤泰嘉、鈴木雅和、貝島桃代、小中大地、
佐藤恵美、岩田祐佳梨、吉岡聖美、井田ま
どか（編）、2014、『ケア×アート いきい
きホスピタル： 平成 25 年度文化庁助成［大
学を活用した文化芸術推進事業］筑波大学
プログラム報告書 「適応的エキスパート」
としてのアートマネジメント人材の育成
─病院を活用した多様空間・異分野協働に
よるアートマネジメント能力の向上に向
けて─』、筑波大学芸術系
齊藤泰嘉、佐藤恵美、小中大地、岩田祐佳
梨、井田まどか（編）、2015、『ケア×ア
ート いきいきホスピタル 2： 平成 26 年度
文化庁助成［大学を活用した文化芸術推進
事業］筑波大学プログラム報告書 「適応的
エキスパート」としてのアートマネジメン
ト人材の育成─病院を活用した多様空間・
異分野協働によるアートマネジメント能
力の向上に向けて─』、筑波大学芸術系
齊藤泰嘉、貝島桃代（監修）、佐藤恵美、
小中大地、中村亮子、岩田祐佳梨（編）、
2016、『いきいきホスピタル─筑波大学が
取り組む病院のアートとデザイン』、筑波
大学芸術系
また、その間の筑波大学附属図書館との連
携による館内ギャラリー空間でのゴブリ
ン制作活動について、協働運営者の図書館
司書が紹介し、述べている。
中村洋子、田村香代子、2016、「スポーツ
とアートの図書館(筑波大学体育・芸術図
書館) (特集 スポーツと図書館)」、『専門
図書館』
（専門図書館協議会）、276、pp.1314

3.3

3.3.1

位置付け

アートプロジェクトに関するアート史の変遷から

第 1 章と第 2 章では、アートプロジェクトの変遷やコミュニケー
ション型アートのルーツについて考察することができた。そこから、
ゴブリン制作活動の位置づけとして、

1.   活動年代：「2000 年代以降のアートプロジェクト興隆期」と
重なる。アーティストやアート関係者たちが、アートが社会
にどう貢献できるのかを考え始め、アートと社会に接点を持
たせる動きが盛んに見られることとなった年代である。アー
トプロジェクトが各地で開催され、大学が主体で地域と関わ
るアートプロジェクトや、病院におけるアートの取り組みが
増加した時期であり、これらの社会的・アート的背景により
ゴブリン制作活動は始まり、継続している。
2.   活動拠点：筆者は 2005 年〜現在まで、筑波大学（つくば市）
を拠点に活動している 38。筑波大学では、ちょうど 2005 年頃
から、アート・デザインと社会をつなぐ複数のプログラム

39

が実施されていた時期でもある。コミュニケーション型アー
トであるゴブリン制作活動も、これらのプロジェクトに深く
関わってきた。
3.   活動形態：アートを専門としない団体との協働運営による活
動が多い。また「地域密着型」であり、地方自治体だけでなく
病院とも連携して活動を行っている。

という点が特徴であると言えるだろう。
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3.3.2

コミュニケーション型アートの分類から

第 2 章ではコミュニケーション型アートの事例を複数の観点別に
分類したが、ゴブリン制作活動はそのほぼ全ての形態で実施したこ
とがある。その条件に応じて柔軟に変容する形態は 1 つの特徴であ
ると考えられる。ただ唯一、常設の運営スタッフはいないため、各
活動を通じて「運営全般」に対し運営スタッフ寄り参加するかたち
の参加者はいないという特徴があるだろう。もちろん、この各活動
を通じてアーティスト 1 人が運営をになう活動形態をとるアーティ
ストは多数いるため、筆者ならではの特徴というわけではない。こ
の、1 人で行っている点は、コミュニケーション型アートとして見
ると、活動が続いて休めていない時期などは疲労による筆者の体調
不良が活動全体の質を低下させうるというマイナス面が考えられる。
また、そういった要因も混在するなかで筆者が制作活動に関係する
人とディスコミュニケーションをとってしまった場合には連鎖して
活動全体の質や関係者の士気が下がるというマイナス面が生じるリ
スクが考えられるであろう。

3.4

構成要素と分類

本項では、ゴブリン制作活動を構成する要素を分類するのだが、
まず、第 2 章で述べたコミュニケーション型アートの事例の分類と
の関係について述べる。第 2 章におけるコミュニケーション型アー
トの事例の分類は事例全体に目を向けた分類であるが、本章におけ
るゴブリン制作活動を構成する要素の分類には、筆者による活動に
40 筆者前著における「FAAC の内容」
「作
品類型」「参加型類型」「アーティストの
滞在性類型」をブラッシュアップして述
べた。
小中大地、2017、「社会の多様な場でのコ
ミュニケーションを伴う造形表現活動の
展開─ゴブリンプロジェクトのコミュニ
ケーション関連要件による分析」、『芸術
学研究』（筑波大学大学院人間総合科学研
究科）、22、pp.11-20

対する意図や活動の現状が反映されると考えられる。そこで、本章
では構成要素の分類という視点から全体像を示すとともに、分類自
体を省察の対象として、ゴブリン制作活動の課題を示す。
まず、ゴブリン制作活動の省察によりその構成要素を、「場」、
「時間」、「関係する人々」、「作品」、の観点から、以下のよう
に分類することができる 40。
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「場」：実施施設･空間の別（表 3-2）
「時間」：進行過程における段階（表 3-3）、継続性
「関係する人々（表 3-4、図 3-5）」：
アーティスト•••役割･報酬など、滞在性（表 3-5）
協働運営者
参加･鑑賞者
「作品（表 3-6）」：
造形の側面から•••生き物化のテーマ（表 3-7）、
作品類型（表 3-8）
コミュニケーションの側面から•••
41
第 2 章で述べたコミュニケーション型ア
ートの分類観点は以下の通り。

生じるコミュニケーション（表 3-9）、
参加型（表 3-10）

①枠組みから
【CA 分類 1】造形活動を伴うか
【CA 分類 2】表現形態としてのコミュニケ
ーション型アートの位置づけ
【CA 分類 3】アーティストの存在が必須か
否か

次に、第 2 章のコミュニケーション型アートの事例の分類との関係
を示すために、第 2 章における 7 つの分類観点をゴブリン制作活動

②参加者の役割
【CA 分類 4】役割別から

の構成要素の分類のなかに関連性の面から示すと、表 3-1 のように

③参加方法・内容
【CA 分類 5】表現性の程度
【CA 分類 6】
参加者同士が会ってコミュニケーション
をとるか
【CA 分類 7】コラボレーションの計画性

なる。

表 3-1：ゴブリン制作活動の各構成要素とコミュニケーション型アートの各分類観点の関連性

41

対応する

ゴブリン制作活動を構成する要素の分類

コミュニケーション型アートの
事例の分類観点

4 観点別

構成要素別

場

実施施設･空間の別

時間

進行過程における段階

【CA 分類 2】

継続性
役割･報酬など
アーティスト

関係する
人々

滞在性

【CA 分類 3】

協働運営者
【CA 分類 4】

参加･鑑賞者
生き物化のテーマ
造形の側面から
作品類型

作品

【CA 分類 1】

コミュニケーションの側面

生じるコミュニケーション

から

参加型

【CA 分類 5】【CA 分類 6】【CA 分類 7】
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まず、「①枠組みから」の分類観点から述べる。【CA 分類 1】造
形活動を伴うか であるが、表現形態に着目しているという点から
「作品類型（作品―造形の側面から）」に関連する。そして、【CA
分類 2】表現形態としてのコミュニケーション型アートの位置づけ
は、「進行過程における段階（時間）」と関連すると考えられる。
これは、メインの位置付けであれば、進行過程において表現形態と
してのコミュニケーション型アートを行う本番段階が重要となる
が、展示期間中の 1 プログラムのような補助的な位置付けであった
場合には活動本番前後の展示期間の方が重要視される傾向にあり、
本番段階と展示段階の順序にも関連してくるからである。また、
【CA
分類 3】アーティストの存在が必須か否か は、不在型も 1 分類形態
とする「滞在性（関係する人々―アーティスト）」と関連する。
次に、「②参加者の役割」の分類観点である【CA 分類 4】役割別
から について述べる。主に「参加･鑑賞者（関係する人々―アーテ
ィスト）」 と関連するが、【CA 分類 4】には「運営スタッフ」とし
て参加するかたちも示していたため、表のなかでは「協働運営者（関
係する人々―アーティスト）」と「参加･鑑賞者（関係する人々―ア
ーティスト）」との間に配置させた。
そして、「③参加方法・内容」の分類観点から述べる。【CA 分類
5】表現性の程度 は、参加･鑑賞者による表現の伴うコミュニケー
ションから伴わないコミュニーションまでの幅を示す「生じるコミ
ュニケーション（作品―コミュニケーションの側面から）」と「参
加型（作品―コミュニケーションの側面から）」に関連する。また、
【CA 分類 6】参加者同士が会ってコミュニケーションをとるか に
ついて、システムによって参加者同士が会わなくてもコミュニケー
ションがとれてコラボレーションがなされる表現形態で考えてみ
ると、そこで生じるコミュニケーションが直接的か間接的かを判断
することは難しい。つまり両方の側面を持つと考えられるため、
「生
じるコミュニケーション（作品―コミュニケーションの側面から）」
と関連すると言える。また、同表現形態は直接参加とも、アイデア
を提供すると捉えると非直接参加こと考えることができるため、
「参加型（作品―コミュニケーションの側面から）」とも関連する。
そこで、
【CA 分類 6】はこれら 2 つの構成要素に関連すると言える。
最後に、【CA 分類 7】コラボレーションの計画性 は、1 つの場面と
して屋外でのアーティストによる制作中に通りすがりの住民によ
る提案を制作に取り入れたケースで考えると、そこで生じたコミュ
ニケーションは直接的で、そしてその住民は直接ではないかたちで
造形に参加している。また、通りすがりの住民が興味を持ち、アー
ティストに言葉で伝えることなく見学した場合、そこには間接的な
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コミュニケーションが生じていると考えられる。よって、【CA 分類
7】は「生じるコミュニケーション（作品―コミュニケーションの側
面から）」と「参加型（作品―コミュニケーションの側面から）」
に関連する。
本節では続けて、ゴブリン制作活動を構成する要素の分類詳細に
ついて述べ、あわせて課題についても考察する。

3.4.1 場

(1) 実施施設･空間の別

これまでゴブリン制作活動を実施してきた施設･空間は、
「地域施
設･空間（公民館、商店街 等）」、「学校施設（小学校、中学校 な
42 日本 芸術 療 法学 会認 定 芸 術療 法 士
の石田陽介が、「ソーシャル・アートセラ
ピー（まちの芸術療法）」として述べてい
るように、「地域施設・空間」そのものを
「ケア施設」と捉えることもできる。こう
した理由から、大別した 5 施設には分類
しにくい施設・空間もある。
石田陽介、2013、「アクションリサーチに
よる地域創造に向けた‘ソーシャル・アー
トセラピー’の考察」、『環境芸術』、12、
pp.69-76

ど）」、「芸術施設（美術館 等）」、「医療・ケア施設（病院、高
齢者施設 等）」、「その他（複合商業施設 など）」に大別するこ
とができる。（表 3-2）42。
表 3-2：ゴブリン制作活動を実施してきた施設･空間の別

地域施設･空間（公民館、商店街 等）
学校施設（小学校、中学校 等）
実施施設･空間

芸術施設（美術館 等）
医療・ケア施設（病院、高齢者施 等）
その他（複合商業施設 等）

この分類中のその他の例として
「複合商業施設」
をあげているが、
既に場が華美に設えられている傾向にある複合商業施設での活動は、
他の活動と比較すると作品の存在感が想定よりも弱まってしまう結
果になりがちであった。また、ある複合商業施設での制作活動は、
閉店後でシャッターが閉まりやや照明が落ちた店内で行っていたの
だが、通りかかった仕事終わりの従業員と交流した時間には、造形
面からもコミュニケーションの面からも作品の的確な存在感を見出
すことができた。つまり、ゴブリン制作活動による作品はその性質
上、複合商業施設の通常営業時間中に展開する場合には作品の存在
感の面で課題があるため、そのような場で展開するためにはその課
題を踏まえた工夫が必要となる。
またもう一点、複合商業施設での活動を例にしてゴブリン制作活
動の課題を検討する。その活動は、元々の依頼主である複合商業施
設と筆者の間に別の会社が入り、筆者はその会社の担当者とやりと
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りをするかたちで進められた。そこでは、進行過程でも必要な際に
商業施設からの要望を伝え聞くのであるが、依頼主と直接やりとり
ができないことで、的確な内容を筆者がつかめきれない状況が一部
で生じていた。もちろん、これまでいくつもの活動がつなぎ手の役
割を持つ実施団体からのサポートによりに実現に至ってきたため、
明確に分けることはできないが、ゴブリン制作活動の課題として、
依頼元である実施団体とのコミュニケーションが遮られた場合に滞
る傾向にあると述べることはできるであろう。

3.4.2 時間

(1) 進行過程における段階

ゴブリン制作活動の進行過程の段階は、以下のように大別するこ
とができる（表 3-3）。
表 3-3：進行過程における段階

〔1〕依頼段階
進行過程における
段階

〔2〕企画･準備段階
〔3〕現地準備段階
〔4〕本番段階
〔5〕展示段階

・〔1〕依頼段階
実施団体の実務者がプロジェクトの構想を始め、アーティストに
依頼をする段階。
・〔2〕企画･準備段階
協働運営者（現地の外からの協働運営者も含む）とアーティスト
によって行われる、
企画･準備に関するアーティスト現地入り前まで
の段階（目的の共有、プログラムの構想、必要物品の購入、準備制
作 等）。
・〔3〕現地準備段階
アーティストが現地に到着してから、本番段階（一般参加者や施
設利用者が制作に参加するイベントや活動を行う段階）前までの、
現地での準備段階（現地ミーティング、準備制作 等）。
・〔4〕本番段階
一般参加者や施設利用者が参加する段階。制作への直接的な参加
を前提としたイベントに参加するケースもあれば、間接的な参加と
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も言えるケースもある。例えば、制作中のアーティストに話しかけ
て制作内容に影響を与えるというかたちが間接的な参加と言える。
実施団体の実務者とアーティストは、参加者の制作サポートや参加
者との協働による制作などに取り組む。
・〔5〕展示段階
来場者や施設利用者が、展示された成果作品を鑑賞する段階。ま
た展示中に参加が可能な作品形態であることもある。展示作品は協
働運営者やアーティストが管理する。また、造形ワークショップに
よって制作した作品を参加者が自宅に持って帰るケース（自宅内に
飾ることがあるだろう）のように、公に開かれた展示段階が無い活
動も多い。
以上の段階における筆者の体感として、遠方での複数日滞在型の
活動や小児病院ワークショップなど活動規模の大小に関わらず、場
に到着するまで（つまり企画・準備段階まで）の間には、多大な労
力が必要であった自覚があるのだが、一方で場への到着以降は、か
なり少ない労力で進められてきた感覚がある。この体感の違いは、
現地で場を目の前にすることによって具体的に想像しやすくなる点
のほか、現地で協働運営者や参加者達との対面でのコミュニケーシ
ョンによって直接得られる手がかりが実現に向けての重要な助けと
なる点、またその対面でのコミュニケーションに筆者が励まされる
という心理的な点によって生じていると考えている。

(2) 継続性

実施する場の状況に応じたゴブリン制作活動を実現させた後、時
間をおいて再度ゴブリン制作活動が実施されることがある。
つまり、
継続性が見出せる。継続性が見られる理由には、現地の協働運営者
やその所属団体などが、参加者（鑑賞者）、協働運営者同士、アー
ティストとでもう 1 度活動の喜びを共有したいという思いや、活動
ごとの目的（利用者の心理的ケア、施設の広報、地域資源に関する
教育、地域活性 など）への成果から再び実施したいというねらいが
あると考えられる。一方、これらの積極的な理由だけでなく、消極
的な理由も現実的にはあったのかもしれない。どちらにしても、そ
の場や場の人々、協働運営者などになんらかのメリットがある場合
に依頼がなされ、ゴブリン制作活動は継続していると考えられる。
この「継続」については、前述の熊倉純子によるアートプロジェ
クトの定義に続いてあげられている 5 つの特徴の中でも「3.さまざ
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まな波及効果を期待する、継続的な展開」とあり、「継続」の意義
があげられている。例えば、北澤潤は、文化人類学における儀礼論
や「日本の祭りにおけるケ→ケガレ→ハレ」について述べつつ自身
が継続的に実践するアートプロジェクトの目的を「もうひとつの日
常」を生み出すことであると述べており、「プロジェクトに関わる
ことを通して地域住民の意識が変化していく様子が見受けられる」
43

北澤潤、前掲

44 岩田祐佳梨、2017、「病院共用空間に
おける社会実験からみたアート活動の導
入プロセス」、筑波大学、博士論文

ことや、「既存の地域社会の人々の役割とは異なる関係性」が生じ
て「もうひとつの日常」を支えると述べている 43。また、岩田祐佳
梨による病院におけるアート活動運営の実践による研究では、活動
の「継続発展的な導入」によって関係者（職員、担当者、作り手）
がお互いに議論し合える「相互啓発関係」へと発展する「プロセス
重視」の姿勢が、病院へのアート活動導入に必要な要素であると述
べている 44。

3.4.3 関係する人々
ゴブリン制作活動に関係する人々を、「アーティスト」、「協働
運営者」、「参加･鑑賞者」と分類し（表 3-4、図 3-5）、それぞれ
について述べる。
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表 3-4：ゴブリン制作活動に関係する人々の分類

関係する人々

アーティスト

実施団体実務者
現地協働運営者

コア協働運営者
現地サポートスタッフ

協働運営者

現地の外からの実施団体実務者

現地の外からの

現地の外からのコア協働運営者

協働運営者

現地の外からのサポートスタッフ
一般の大人や子ども、施設の利用者

参加者

実施団体実務者ではない施設職員など

参加･鑑賞者

一般の大人や子ども、施設の利用者

鑑賞者

実施団体実務者ではない施設職員など

地域住民
施設利用者
施設一般職員 等

コミュニ
ケーション

参加者

アーティスト

コミュニ
ケーション

鑑賞者

コミュニ
ケーション

現地協働運営者
実施団体実務者
コア協働運営者

現地
サポート
スタッフ

現地の外からの
協働運営者
現地の外からの
実施団体実務者

図 3-5：主な協働運営者の構成
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現地の外からの
サポートスタッフ

(1) アーティスト

・役割･報酬など
活動内容を考案する「発案者」、活動進行役の「ファシリテータ
ー」、制作へのアドバイスを送る「指導者」、協働による制作にお
45 報酬の有無はアーティストの定義に
直接関係はしないが、経験豊富なアーテ
ィストに対しては実施団体等が報酬を支
払うことが一般的である。

ける「制作者」の役割などを兼ねる 45。またゴブリン制作活動によ
ってアーティストに対し支払われる報酬の有無は、活動の質によっ
て異なってくる。例えば小児病棟での活動はボランティア登録をし
た上で行っており報酬は生じていないが、白川村での活動は予算が
確保されているため報酬が生じている。福島県猪苗代町で野外音楽
イベント内で行った活動も、近隣の芸術施設「はじまり美術館」か
らの依頼であり報酬が生じている。

・滞在性
アーティストがアート活動を行う際の現地への「滞在性」は、1 日
のみの滞在か、複数日の滞在かという点と、滞在中その地に宿泊す
るかどうかという点、さらにアーティストの存在自体の有無から、
以下の 4 類型に分類することができる（表 3-5）。この「アーティ
スト滞在性類型」は、アーティストと現地協働運営者との間の協働
作業のかたちや量に影響を与える。

表 3-5：アーティスト滞在性類型の分類

類型

解説

1）複数日滞在型

アーティストが宿泊して複数日滞在する形態

2）複数日通い型

アーティストが通いで複数日滞在する形態

3）単日型

アーティストが主に本番段階 1 日のみ滞在する形態

4）不在型

アーティスト不在で本番段階を行う形態

1) 複数日滞在型
アーティストの居住地から遠い実施現場での活動で、アーティス
46 ゴブリン制作活動において、アーテ
ィストが複数日現地に滞在することによ
って増加する協働には、実施団体職員や
現地サポートスタッフとの行為が該当す
る傾向がある。ただし、小児病棟における
活動は、毎週 1 回の活動（可能な限り）を
基本とするという性質上、保護者や患者
自身との協働が生じる傾向も強い。例え
ば、テーマづくりのためのアイデアの提
供や、使用するマグネット材の提供を受
けるなど、医療保育士との協働とはまた
異なるかたちの協働が生じる。

トが現地に宿泊して複数日滞在する場合を
「複数日滞在型」
とする。
この場合、宿泊による制作時間が増加すること、それにより規模の
大きな作品が作れることにより協働による作業が増える傾向がある
46

。また、アーティストと現地協働運営者の食事の機会が増えるなど、

実制作以外の場における交流も増える傾向がある。

2) 複数日通い型
アーティスト居住地の近隣が実施場所である活動を複数日行うと
きなどに、
アーティストは現地で宿泊せずに自宅から通う場合を「複
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数日通い型」とする。この場合、一日の現地活動時間は「複数日滞
在型」より減少するものの、複数の現地活動日の間に作業を分担す
るかたちで協働による作業が生じる傾向がある。（該当するゴブリ
ン制作活動の事例を図 3-6 で示した。）

図 3-6：「竜の子ゴブリンプロジェクト」、つくば市立紫峰学園北条小学校（当時）
ほか、茨城県つくば市北条地区、2012-2013
（北条地区で発生した竜巻災害で生じたガレキのかけらから、小学生や地域住民が
制作した。現場が筆者の住居近くであったため、複数日の実施となったが自宅から通
った。）

3) 単日型
現場での打ち合わせや下見はあるものの、主な活動が本番段階一
日のみである場合を「単日型」とする。但し、この場合は準備制作
をアーティストが単独か、現地の外からの協働運営者との協働によ
り行い、現地の協働運営者との協働による制作作業は、実質、現地
準備段階にあたる当日の活動直前の準備と本番段階のみということ
が多い傾向にある。

4) 不在型
ゴブリン制作活動においては例外的ではあるが、アーティストが
現地に居ない状態で本番段階を実行するケースを「不在型」とする。
当然、現地での協働による作業は基本的には生じず、活動の質を保
つためには、現地で運営を担当する現地協働運営者とアーティスト
との事前の打ち合わせなどによる連携や信頼関係が重要になる。
だが、これまで何度か実施してきた不在型の活動や一部不在型の
活動ではうまくいかなったことが何度かあり、それらの経験を省察
すると、筆者が実施現場にいるほうが、より本来のゴブリン制作活
動となると考えることもできる。つまり、筆者が実施現場にいると
いう要素が無い、または一部の時間帯でその要素が無い活動は、活
動本来の持つ質が発揮されないおそれがあるというゴブリン制作活
動の課題を見出すことができる。	
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(2) 協働運営者

・現地協働運営者
活動実現に向けてアーティストをサポートする、現地の協働運営者。
「実施団体実務者」「コア協働運営者」「現地サポートスタッフ」
から成る。
1）実施団体実務者
活動を発案してアーティストに依頼したり、アーティストから提
47 但し、アーティスト自らがアート活
動を発案し主体となって運営するタイプ
の活動もある。例えば「雨引の里と彫刻」
（茨城桜川市）はそのタイプに該当する
野外彫刻展である。その参加作家の 1 人
である國安孝昌は、展覧会に向けての全
体会議などについて述べている。國安孝
昌、2015、「雨引の里と彫刻」、環境芸術
学会（著）、大森正夫（編）、『アートプ
ロジェクト・エッジ─拡張する環境芸術
のフィールド』、東方出版、pp.86-89。

案を受けたりする現地の実施団体等の、活動実現に向けて動く実務
者 47、48。
2）コア協働運営者
アーティストとの協働を中心となって実行する人で、基本的には
実施団体実務者の中に存在する。
3）現地サポートスタッフ
主に現地での補助的スタッフ。現地の住民がボランティアで行う

48 実施現場と実施団体等が同一である
場合（例：実施現場…病院、実施団体等…
病院）と同一ではない場合（例：実施現場
…小学校、実施団体等…アート系団体）が
ある。
49 アーティストが現地に滞在する前の
段階で、アーティストによる事前の準備
制作（造形ワークショップの試作、顔パー
ツ制作 等）を手伝うスタッフは、ここで
言う現地の外からのサポートスタッフに
該当する。筆者はこれまで特に筑波大学
の後輩に、この段階でサポートを受けて
きた。
50 「協働運営者」のみの表記である場合
は、現地／現地外を問わずに協働運営者を
示すこととする。

場合もある。施設利用者の参加を促す現場職員も該当する。

・現地の外からの協働運営者
現地の外の場を拠点とする協働運営者。現地の外からの実施団体
実務者、現地の外からのコア協働運営者、現地の外からのサポート
スタッフ 49 に分けられる 50。
以上はゴブリン制作活動の経験に基づいて見出した協働運営者の
分類であるが、アート活動を社会の多様な現場で展開するために協
働運営者が重要である点について、他の実践者も述べている。
例えば越後妻有アートトリエンナーレにおいては、その実現に向

51 北川は、現地の住民との「協働」によ
る制作が生じる過程を、具体的な事例に
より述べている。北川フラム、2010、前掲

けて協働で動いた現地の住民に関するエピソードが北川フラムによ

52

って述べられている 51。受け入れて思いを共にした現地住民が協働

林容子、湖山泰成、前掲、p.77

運営者として存在したことが芸術祭を成立させる上で重要であった
ことが分かる。
また、「医療と福祉の現場」で「アーツアライブ」という活動を
展開する林容子は自著において、高齢者福祉施設で高齢者の参加を
サポートする職員が「作家とお年寄りをつなげるという役割の中で
プロジェクトに参加している」と説明し、（その職員の）「協力を
得るには、施設の職員のプロジェクトに対する理解と応援が欠かせ
ないのはいうまでもない」と述べている 52。この施設職員もアーツ
アライブの協働運営者であると言える。
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(3) 参加･鑑賞者
・参加者
53 また、同様のかたちで参加する現場
職員やその他関係者も該当する。ここで
は、例えば準備段階において協働運営者
がアーティストとの協働制作を行う際に
も制作への参加者とみることもできるた
め、混同を避けるために本稿では「参加
者」と表記した。

参加者とは、開催中の造形ワークショップや、アーティストとの
協働による制作のような、活動の主に本番段階に参加する一般の大
人や子ども、施設の利用者のことである。また実施団体実務者では
ない施設職員なども参加者となる場合が多々ある。53。
・鑑賞者

54 上記の註釈と同様の理由から、
「鑑賞
者」と表記した。現場職員やその他関係者
も該当することも、参加者と同様である。

成果作品の主に展示段階で、作品を鑑賞する一般の大人や子ども、
施設の利用者（実施団体実務者ではない施設関係者）54。

3.4.4 作品―造形の側面から

ゴブリン制作活動の作品性には「造形の側面」と「生じるコミュ
ニケーションの側面」の 2 面がある。そして、「造形の側面」は「生
き物化のテーマ」と「作品類型」に、「コミュニケーションの側面」
は「コミュニケーション」と「参加型」に分類することができる（表
3-6）。
まずは造形の側面に関係する構成要素「生き物化のテーマ」と、
「作品類型」の 2 視点からそれぞれの分類について述べる。

表 3-6：ゴブリン作品の構成要素の分類

ゴブリン作品の構成要素

生き物化のテーマ
造形の側面
作品類型

ゴブリン
作品

コミュニケーション
の側面
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コミュニケーション

参加型

(1) 生き物化のテーマの分類

何を元としてゴブリン作品を制作するか、つまり、顔のついた生
き物へと変容させるための元となるテーマ（以下、「生き物化のテ
ーマ」と表記する）を「〔a〕場に関連」と「〔b〕場に非関連」の
2 類型に大きく分け、類型内のタイプを分類して整理し、表 3-7 に
55 活動によっては複数のタイプの生き
物化のテーマから成る場合や、生き物化
のテーマの分類がかなり難しい場合もあ
る。
56 地域住民や入院患者に関連する生き
物化のテーマを、人々が場に元々居ると
いう視点から「〔a〕場に関連」と見なす
こともでき得るが、本研究では場の物質
的な 資 源や 空間 自 体に 関 連す る場 合 を
〔a〕と見なした。よって、地域住民や入
院患 者 に関 連す る 生き 物 化の テー マ は
「〔b〕場に非関連」の「〔b-1〕参加者に
関連」に該当するものとした。

示した 55、56。生き物化のテーマはゴブリン作品の造形面に大きな影
響を与える。

表 3-7：生き物化のテーマの類型･タイプ

類型

解説

〔a〕場に関連

〔a-1〕場を象徴
〔a-2〕場に関連し非象徴
〔b-1〕参加者に関連

〔b〕場に非関連

〔b-2〕時期に関連
〔b-3〕物や事柄自体

・〔a〕場に関連
生き物化のテーマの類型「〔a〕場に関連」は、さらに「〔a-1〕
場を象徴」と「〔a-2〕場に関連し非象徴」の 2 タイプに分類できる
57

57 他に、人工物か自然物かの別、古いか
新しいかの別なども考えられる。
58 大 型 の 茅 葺 き 屋 根 を 持 つ 家 の 造 り
で、岐阜県白川地方、富山県五箇山地方な
どに現存する。「白川郷・五箇山の合掌造
り集落」として 1995 年に世界文化遺産に
登録された。

。

1)〔a-1〕場を象徴
岐阜県大野郡白川村で実施したゴブリン制作活動では、「合掌造
り

58

」を生き物化のテーマとして作品を制作した。具体的には、建

物自体に顔のパーツを取りつけて表現する形態（図 3-7）と、合掌
造りの屋根に使用する茅を、1 辺 8cm 程度の粘土に接着して合掌造
りの形象をかたちづくり表現する形態（図 3-8）の 2 パターンで制
作した。この活動の生き物化のテーマ「合掌造り」のように、活動
を実施する特定の場と関係が深くてその特定の場を連想させやすい、
つまりその特定の場をシンボリックに表す事柄を造形に用いる生き
物化のテーマを「〔a-1〕場を象徴」タイプとした。
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図 3-7（左）
、図 3-8（右）
：
「世界遺産アートプロジェクト 合掌ゴブリンをつくろう！！」
、白川郷合掌造
り集落、岐阜県大野郡白川村、2015

前述した、茨城県友部町（現・笠間市）の友部町立（当時）友部
小学校で実施したゴブリン制作活動「ガッコーゴブリン」（図 3-9、
59 「ガッコーゴブリン」ではそれぞれ異
なる生き物化のテーマによる 97 体の立体
作品を制作した。つまり、生き物化のテー
マの数は 97 テーマであった。ただし、「友
部小学校にあるもの」とくくれば 1 テーマ
と述べることも可能である。

図 3-10）における生き物化のテーマ「クラスプレート」「教卓」「上
履き」など（図 3-11、図 3-12、図 3-13）59 は、特定の小学校は象徴
しないが、「小学校」という、場の社会的な属性を一般的に象徴す
ると言えるだろう。このようなタイプも「〔a-1〕場を象徴」に該当
するものとした。

図 3-9（左）、図 3-10（右）：「ガッコーゴブリン 」、友部町立（当時）友部小学校、茨城県西茨城郡友部町
（現笠間市）、2005
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図 3-11（左）、図 3-12（中央）、図 3-13（右）：左=「クラスプレートゴブリン」、中央=「教卓ゴ
ブリン」、右=「うわばきゴブリン」（「ガッコーゴブリン」より）、友部町立（当時）友部小学校、
茨城県西茨城郡友部町（現笠間市）、2005

2)〔a-2〕場に関連し非象徴
茨城県つくば美術館で実施したゴブリン制作活動では、参加児童
は施設内を探索し、そこから制作の対象物（火災報知機、電話帳 な
60 対象とした物を直接使用するのでは
なく、対象物の形象を色画用紙などを素材
として表し、生き物に変容させて表現し
た。なお、活動後には一定期間、対象物の
そばに完成作品を展示した。

ど）を決めて制作した 60（図 3-14、図 3-15）。つまりここでの生き
物化のテーマは「美術館の中にある作品以外の物」であった。この
場合、生き物化のテーマが茨城県つくば美術館という特定の施設を
象徴しているわけではない。また「美術館」という施設を一般的に
象徴しているわけでもなかった。「このように、実施する場に関連
するが、象徴しない生き物化のテーマを用いる活動を「〔a-2〕場に
関連し非象徴」タイプとした。

図 3-14（左）
、図 3-15（右）
：「ミュージアムに妖精あらわる！？ つくば美術館のゴ
ブリンをつくろう！」
（生き物化のテーマ 左＝火災報知器・エレベーターサイン、右
＝電話帳）
、茨城県つくば美術館、茨城県つくば市、2015

・〔b〕場に非関連
生き物化のテーマの類型「〔b〕場に非関連」は、さらに「〔b-1〕
参加者に関連」、「〔b-2〕時期に関連」、「〔b-3〕物や事柄自体」
の 3 タイプに分類できた。これらを生き物化のテーマとした活動は
「〔a〕場に関連」と異なり基本的に実施する場が限定されない。
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1)〔b-1〕参加者に関連
生き物化のテーマの「〔b-1〕参加者に関連」タイプは、さらに「参
加者の身体」、「参加者の身体以外」の 2 タイプにさらに分類でき
る。

① 参加者の身体
参加者の身体全体や部位（背中や膝など）が生き物化のテーマと
なる活動を「参加者の身体」タイプとした。例えばイギリスの病院
で行ったゴブリン制作活動は、病院職員の背中に目・鼻・口などの
顔パーツを衣服越しに直接接着して身体自体を造形作品に見立てた
（図 3-16、図 3-17）。この場合の生き物化のテーマは、参加者の直
61 具体的には、参加者の身体全体のシル
エットを大判の色画用紙に写しとって制
作する制作活動や、「手」などの身体の一
部位のシルエットによる制作を行なって
きた。

接的な身体型と言えるが、身体のシルエットを生き物化のテーマと
して制作する間接的な身体型で実施した活動も少数であるが行って
きた 61。

図 3-16（左）、図 3-17（右）：「ゴブリンズ・エブリウェア！」、ノーフォーク・アンド・ノーリッ
チ大学附属病院、イギリス・ノーリッチ、2014

② 参加者の身体以外
参加者の自由思考や保持情報（名前や好きな事柄）など、参加者
の身体以外に関連する生き物化のテーマを「参加者の身体以外」タ
イプとした。例えば、茨城県東海村の公共施設内で実施した、参加
者が“自由に”生き物化のテーマを想像して決定し、テープを画材
62 総合福祉センター「絆」という施設内
で子どもを主な参加対象者として実施し
た。（茨城県那珂郡東海村、2012 年）

として施設のガラス面に描いていくというゴブリン制作活動 62 は、
このタイプと考えられる。

2)〔b-2〕時期に関連
前述した小児病棟での活動では、実施時期の季節や年中行事など
に関連する生き物化のテーマをよく用いてきた
（図 3-18、
図 3-19）
。
例えば、桜、かき氷、紅葉などは季節に関連する生き物化のテーマ
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であり、年中行事に関連する生き物化のテーマとしては、兜（端午
の節句）、団子（十五夜）、ツリー（クリスマス）などがあげられ
63 季節自体を生き物化のテーマとした
こともある。例えば「春」が生き物化のテ
ーマであれば、参加者は春に関連する物
や事柄を連想し「桜」などを選択して制作
した。

る 63。これらの実施時期に関連する生き物化のテーマを「〔b-2〕時
期に関連」タイプとした。
これらの季節や年中行事に関するテーマに基づくアート活動は、
生き物化するしないに関わらず全国の保育園、幼稚園、病院などの
ケア施設のイベントなどで日常的に行われている。つまり「〔b-2〕
時期に関連」タイプは広く社会に浸透している人々にとって馴染み
の深いテーマであるとも言える。

図 3-18（左）、図 3-19（右）
：
「小児病棟ゴブリンワークショップ（左=「かがみもち
ゴブリン」患者作品、右=「ツリーゴブリン」保育士作品）」
、筑波大学附属病院 小児
総合医療センター、茨城県つくば市、2014-2020（以降 2021 年現在まで休止中）

3）〔b-3〕物や事柄自体
生き物化のテーマの「〔b-3〕物や事柄自体」タイプは、「日用品
や素材自体」、「その他の物や事柄」の 2 タイプにさらに分類でき
た。

① 日用品や素材自体
前述した小児病棟におけるゴブリン制作活動では、紙コップや紙
皿などの「日用品」を生き物化のテーマとすることもあった。
また、地域イベントにおけるゴブリン制作活動にて、カラーガム
テープを画材とした壁画を公開型で制作し、同日の後半には同じガ
ムテープを使用して制作する造形ワークショップを実施した（図 364 「つくばハピまち」という地域イベン
ト内で実施した。（茨城県つくば市、201
4 年）

20）64。この活動では「ガムテープ」という「素材自体」を生き物化
のテーマとしたと言える。他の活動でも「段ボール」や「緩衝材」
などの素材自体を生き物化のテーマとしたことがある。
これらの生き物化のテーマをまとめ、「日用品や素材自体」タイ
プとした。
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図 3-20：
「ガムテープゴブリンワークショップ」、筑波学院大学総合グランド、茨城
県つくば市、2014

② その他の物や事柄
前述した小児病棟でのゴブリン制作活動では画用紙に開けた「穴」
を生き物化のテーマとして実施したこともあった（図 3-21）。他に
も「じゃばら型」や「輪っか」などが生き物化のテーマとなったこ
ともあった。これらの活動では、一般的な物や有形/無形の事柄を生
き物化のテーマとしている。こうした生き物化のテーマを「その他
の物や事柄」タイプとした。

図 3-21：「小児病棟ゴブリンワークショップ（「ホールゴブリン」患者作
品）」、筑波大学附属病院 小児総合医療センター、茨城県つくば市、2014-2020
（以降 2021 年現在まで休止中）

また、前述した小児病棟でのゴブリン制作活動はこれまで 160 回
以上実施してきたが、その活動のほぼすべてを〔b〕の生き物化のテ
ーマで行なってきた。ここでは、場に関連しない生き物化のテーマ
により、参加患者や家族が病院外の環境（屋外、自宅、想像による
空間 など）を想像したり、制作の場を病院外の環境へと読み替えた
りしていると考えられる。
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図 3-22：「気持ちゴブリンをつくろう！！」（「ゴブリンプロジェクト展～みんなと一緒
に生みだすアート～」内で実施）、筑波大学附属病院、茨城県つくば市、2016

一方で、2009 年の病院における滞在制作 65 では注射器や絆創膏な
ど病院に関連する物や事柄を生き物化のテーマとして実施した。よ
65 前述した「ゴブリン博士の病院ゴブ
リン」という筑波大学附属病院での活動。

ってこの活動は〔a〕に該当する。他に、病院での活動内で、「気持
ち」（参加者の気持ちに限らず）を生き物化のテーマとした活動で
は「願い」や「大変さ」などの「患者や患者家族自身の病院という
現場ならではの気持ち」からの表現が多く見られた（図 3-22）。こ
の場合は、〔a〕傾向の〔b〕であると判断できる。これらの例では、
病院の現場に関連する傾向の生き物化のテーマが起因して、参加者
や鑑賞者同士が会話によるコミュニケーションをとったり、共感を
伝え合ったりする様子などが見られた。つまり、病院内でのゴブリ
ン制作活動において、「〔a〕場に関連」に該当する生き物化のテー
マがコミュニケーション型アートの力を発揮するケースがあるとい
うことが考えられる。
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(2) 「作品類型」の分類

ゴブリン作品の「作品類型」として、以下の 5 類型を見出した（表
3-8）。この類型は造形面での、密度、展開される媒体、スケール感
などに影響を与える。
表 3-8：作品類型の分類

類型

解説

〔1〕独立完結型

独立した単体で完結する形態

〔2〕独立集合型

独立した作品が集合する形態

〔3〕身体展開型

身体に造形が展開され成立する形態

〔4〕壁面描画型

壁画に描画されて成立する形態

〔5〕大型単体型

不動産等による大型・単体の形態

・〔1〕独立完結型
「独立完結型」とは、制作する作品が独立したものである場合で、
66 ただし、一般公開型の制作によって、
アーティストが「独立完結型」の作品を作
る場合もあった。

多くのケースで完成作品は制作者が持ち帰ることになる（図 3-23、
図 3-24）66。作品形態は立体の場合と平面の場合がある。また、保
護者同伴で子どもが参加するときには、保護者が制作を手伝うとい
う姿がよく見られる。保護者は直接作品に触れてサポートする場合
もあるが、作品に触れることなく言葉でアイデアや方法を伝えると
いう姿も見られる。

図 3-23（左）、図 3-24（右）：「大理石ゴブリンワークショップ」（「ゴブリン・ラボ in 未来心の丘」よ
り）、耕三寺博物館、広島県尾道市瀬戸田町、2013
（手のひらサイズの大理石に参加者が顔を描いた。）

・〔2〕独立集合型
「独立集合型」とは、「独立完結型」の作品を集合させて完成さ
せる作品形態である。集合させた後は、集合したままのかたちで残
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す場合（図 3-25、図 3-26）と、再度一体一体に解体して「独立完結
型」に戻す場合がある。個々の作品を作る過程では「独立完結型」
と同様に保護者と子どもなど親子間等での協働による作業が起こる
ことがある。また、独立した作品を集合させて表す際に、参加者間
で協働の意識を持つことができる。

図 3-25（左）、図 3-26(右)：「ダンボールと葉っぱのゴブリンをつくろう！」、のぞみ整形外科クリニッ
ク、広島県東広島市、2015
（参加者が制作した複数の葉っぱ型作品を集合させた。）

・〔3〕身体展開型
ゴブリン制作活動においては、身体に顔パーツ（目、鼻、口 等）
を貼り付け背中や腹部などに顔を表す表現をよく行なってきた（図
3-27、図 3-28）。こうした衣服越しの身体に造形物を接着したりま
とったりすることで表現が展開されるかたちを「身体展開型」とす
る。また、例えば背中に顔パーツを貼り付けるような 1 人では難し
い作業が生じるなど、この制作はしばしば自然に協働が生じる。さ
らに、事前に顔パーツを大量に作る作業が必要になるので、本番段
階前からアーティストと協働運営者（準備制作への参加者）との協
働が始まることが多い。

図 3-27（左）、図 3-28（右）：「大塚ゴブリンプロジェクト」、筑波大学附属大塚特別支援学校、東京都文
京区、2018
（特別支援学校高等部の生徒が、ガイドをたよりに自分で顔のパーツを制作し、ペアになった生徒や教員の
背中に顔を表現した。）
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・〔4〕壁面描画型
「壁面描画型」は、テープや塗料を使用して壁面に描く（図 3-29）
という型である。この型における制作活動は始めから協働でテーマ
を持って複数人で制作していくことが多い。参加者は直接描く以外

図 3-29：「マスキングテープペインティング」、つくば市 筑波交流センター、茨城
県つくば市、2012
（つくば市内交流センター内で開催された市民文化祭で、テープによる壁画を、参
加者とアーティストが一緒に描いた。）

にも、一般公開された状況で描くアーティストや制作スタッフを見
学したり、自由に声かけをしたり、ときにアーティストにアイデア
を与えるというかたちで制作に参加することもある。

・〔5〕大型単体型
「大型単体型」は実物の山全体から制作した「山ゴブリン」（図
1-1e）
や岐阜県白川村で実物の合掌造りの建物をもとに制作した「合
掌ゴブリン」（図 3-30）のように、アーティスト 1 人では制作でき
ない大型の作品を指す（図 3-31）。ゴブリン制作活動においては、
大きな物質に事物に直接顔パーツを接着して作る場合が多い
67 この場合、材料が大きくなれば、材料
を制作する段階でも協働による作業が生
じる。

67

。接

着する際には、接着を実施する役割や、遠方から接着位置を指示す
る役割などがあり、複数人による協働が生じる。加えて接着作業中
には一般公開型となることもあり、その場合には直接制作に関係し
ていない人々も見学者として場に参加するという様子も見られる。
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図 3-30：「世界遺産アートプロジェクト 合
掌ゴブリンをつくろう！！」、白川郷合掌造
り集落、岐阜県大野郡白川村、2015
（実物の合掌造りに取り付ける顔パーツは
現地の子ども達が塗装し、設置は村役場職
員や保護者が協働で行った。）

図 3-31：「さかなお小学校のきおくゴブリン」、栄町立酒直小学校（当
時）、千葉県印旛郡栄町、2014
（ダンボール製の顔パーツは筆者のサポートをしに来ていた学生達と短
時間で貼り付け、児童達を驚かせるストーリーをねらった。アーティス
ト・シムラユウスケによる「ふわりの森」プロジェクトの一環として実
施した。）

3.4.5 作品―コミュニケーションの側面から

ゴブリン制作活動の作品性にある「造形の側面」と「コミュニケ
ーションの側面」の 2 面のうち、「コミュニケーションの側面」に
着目する。まず「生じるコミュニケーション」、そして「参加型」
から分類して述べる。

(1) 生じるコミュニケーション

ゴブリン制作活動では、依頼段階から展示段階において、関係す
る人々の間で「会話」「協働による作業」「ふれあい」など、様々
なコミュニケーションが生じる。また、これらの直接的なコミュニ
ケーションのほか、現地準備段階や本番段階での制作者に向けての
「見守り」「見学」「鑑賞」などの間接的なコミュニケーションも
生じる（表 3-9）。
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表 3-9：ゴブリン制作活動で生じるコミュニケーション

コミュニケーション
会話

直接的な
コミュニケーション

協働による作業
ふれあい など
見守り

間接的な
コミュニケーション

見学
鑑賞

など

(2) 「参加型」の分類

コミュニケーションの前提となる参加方法（「参加型」）から、
ゴブリン制作活動に 6 類型を見出した（表 3-10）。まず、参加者（参
加する一般の人々や、施設の利用者）や協働運営者（実施団体実務
者やサポートスタッフ）が、直接的に造形の行為を行う参加型を、
「〔A〕直接造形」 とし、3 類型を見出した。そして、参加者は直接
的な造形の行為は行わない参加型を「〔B〕非直接造形」として、さ
らに 3 類型を見出した。
表 3-10：参加型の分類

類型
〔A〕直接造形

〔B〕非直接造形

解説
〔A-1〕個人完結型

個人で単体作品を制作し完結する形態

〔A-2〕集合協働型

個人作品を集合させる形態

〔A-3〕純粋協働型

始めから 1 作品を複数人の協働で制作する形態

〔B-1〕アイデア型

制作者へアイデアを提供する参加形態

〔B-2〕会話見学型

制作者への会話や見学による参加形態

〔B-3〕展示参加型

展示作品に対して参加する形態

・〔A〕直接造形
基本的にアーティストが現地に滞在している間の主な制作プロセ
スにおいて生じる、参加者や協働運営者が直接的に造形行為を行う
かたちで参加する〔A〕直接造形 の 3 類型について述べる。

①〔A-1〕個人完結型
参加者が個人で作り上げるという前提から始まる参加型を「個人
完結型」とする。該当するゴブリン制作活動の事例を図 3-32 で示し
た。ただし、個人で完結する前提でも、「独立完結型」と同様に子
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どもが参加する際に保護者がサポートに入るなど、合作となる場合
もある。よって、前述した作品類型のなかで「個人完結型」に対応
する類型は「独立完結型」となる。

図 3-32：「ふしぎな生物ゴブリンをつくろう〜ホネゴブリンの巻〜」、那須野が原
博物館、栃木県那須塩原市、2016
（同博物館内で開催されていた展示「ホネ博 2016」に合わせ、様々な生き物のホネ
のかたちから制作する造形ワークショップを実施した。家族連れ中心の参加者によ
って制作された作品は、撮影後に参加者が持ち帰った。）

②〔A-2〕集合協働型
前述の、独立した作品を集合させて完成させる作品類型「独立集
合型」における参加型を「集合協働型」とする。ただし「壁面描画
型」作品を複数人で制作する活動の多くも、個人の表現が集合して
壁画が出来上がる。この観点より、物理的な結合のプロセスは踏ま
ないが、「集合協働型」に該当すると見なすことができる。そこで、
この参加型に対応する作品類型は、「壁面描画型」の多くと「独立
集合型」となる。

③〔A-3〕純粋協働型
「純粋協働型」は、全過程を複数人によって協働で制作する型で、
独立した複数作品を組み合わせるのではなく、初めから“1 つの”
作品を作るという参加形態である
68 多くの場合、一般公開型で制作され
るため、鑑賞者を伴う場合も多い。

68

。この参加型から生まれる作品

は、主に作品類型の「身体展開型」と「大型単体型」に対応する。
また、「独立完結型」、「壁画描画型」のうち、初めから 1 つの作
品制作を複数人で進めるケースにも対応する。該当する「大型単体
型」のゴブリン制作活動事例を図 3-33 で示した。
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図 3-33：「世界遺産アートプロジェクト 石見銀山ゴブリン」、島根県大田市大森
町、2015
（建物の側面に、参加者が協働で目と鼻と歯を接着した。）

・〔B〕非直接造形
アーティスト滞在中の主な制作プロセスにおいて、参加者や協働
運営者が直接的な造形行為を行わない 69〔B〕非直接造形 の 3 類型
69 但し、後述するが、展示参加型の事例
として紹介する図 3-35 は、生き物化のテ
ーマの選択や大サイズ目パーツの設営に
参加するわけではないのだが、参加者の
意思で歯の位置が移動するため直接的な
造形行為を行うともとれる。

について述べる。

①〔B-1〕アイデア型
参加者がアーティストや制作スタッフに対し、制作のヒントとな
るアイデアを言葉などによって提供する参加型を「アイデア型」と
する。この場合、物理的に作品に触れるわけではないので、造形行
為に直接的ではなく間接的に携わると言える。
また、準備段階のなかで協働運営者がアーティストにアイデアを
提供するという現象もこれまで多々生じてきており、このケースも
広義の「アイデア型」であると見なす。
その性質より、「アイデア型」は、「独立完結型」、「大型単体
型」を始めとしたどの作品類型のなかでも生じうる。

②〔B-2〕会話見学型
制作中のアーティストや制作スタッフに向けて、見学する中で声
をかけたり視線を送ったりするような参加型を「会話見学型」とす
る（図 3-34）。この場合の参加者は造形行為自体に直接的ないし間
接的にも参加はしないのであるが、その存在がアーティストの緊張
感やモチベーションに影響を与えることは往々にしてある。その結
果、造形行為自体や生じる作品の造形自体が変化することもあるの
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で、「会話見学型」により参加者が無自覚的ななかで造形行為に間
接的に参加することが厳密にはあると言える。また、この参加型に
70 2009 年の病院での滞在制作（図 0-1、
図 0-2、図 0-3）では、一般公開型の制作
を基本的には「会話見学型」にて実施した
が、そのなかで「アイデア型」も生じてい
た。

対応する主な作品類型は、作品サイズが大きく見学向きの「大型単
体型」「壁面描画型」となる 70。

図 3-34：「ねがいごとの森ゴブリン」、筑波メディカルセンター病院、茨城県つく
ば市、2015
（公開制作のかたちで制作したため、その過程では通りすがる来院者が、様子を鑑
賞したり、アーティストやスタッフに声をかけたり、一部の制作に参加したりした。）

③〔B-3〕展示参加型
作品の展示に参加するのが「展示参加型」である。これまで述べ
た型は制作が進行する過程において参加するものであったが、この
型は制作自体は完了（またはほぼ完了）しており、その作品を鑑賞
する際に参加体験できるという参加形態である。
例えば、2005 年に制作した最初のゴブリン作品である「ガッコー
ゴブリン」では、小学校の一教室内に 97 体の指先サイズの作品を散
りばめて展示したところ、参加者には探すことも含めて鑑賞を楽し
んでいる様子が見られた（図 3-9、図 3-10）。こうした「探す」か
たちもあれば、2016 年に展示した「はじまりゴブリン」では、参加
者は歯のパーツを持って写真撮影を行うことで、作品の中に入り込
みその造形自体にも変化を与えた（図 3-35）。また、主に「独立集
合型」「大型単体型」の作品に対し、「展示参加型」の参加型がと
られてきた。
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図 3-35：「はじまりゴブリン」、はじまりの美術館、福島県耶麻郡猪苗代町、2016
（鑑賞者は、抜けている箇所の歯のパーツを持って撮影に参加することができた。）

3.5

小括

本章では、ゴブリン制作活動の全体像を示すことを目的として、
活動概要を基本情報と協働面における特徴、そして“ゴブリン”と
いう言葉から述べたうえで、まずは第 2 章の結果を受けての、アー
ト史におけるゴブリン制作活動の位置付けと、コミュニケーション
型アートの事例のなかでの位置付けを示した。
アート史においては、2000 年代の「大地の芸術際」に象徴される
アートフェスティバルや「アサヒ・アート・フェスティバル」によ
る各地で行われた地域密着型の中小規模のアートプロジェクトなど
通して、社会により働きかけるアートの動きが生じた。そうした背
景のなかで設けられた大学による社会貢献を目的としたプロジェク
ト型の取り組みが筑波大学でも行われ、その枠組みのなかで、ゴブ
リン制作活動初期に展開が広がるきっかけとなった 2009 年の筑波
大学附属病院における滞在型の制作活動が行われた。
そして、コミュニケーション型アートの事例の分類との比較から、
ゴブリン制作活動は 1 つのプロジェクトであるにも関わらずの、活
動の場の条件に応じて活動形態が柔軟に変容するという特徴が考え
られた。そういったスタイルであるから、国内各地の地域や、病院
のなか、また特別支援学校や老人ホームなどでかたちを調整しなが
ら実施してこられたのだと考えられる。ただし、1 つのプロジェク
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トをどの単位で捉えるかという点については注意しなければいけな
い。1 人のアーティストによる表現で作品名やプロジェクト名は異
なっても一貫した考えがあるケースがあるからだ。1 つのシリーズ
であることを文字言語で表明している事例から比較した場合の特徴
であることを述べておく。
次に、ゴブリン制作活動の各構成要素とコミュニケーション型ア
ートの各分類観点の関連性について述べたうえで、
構成要素を
「場」、
「時間」、「関係する人々」、「作品―造形の側面から」、「作品
―コミュニケーションの側面から」の観点から分類し、述べること
ができた。これらの細分化された構成要素からは、前段で述べたゴ
ブリン制作活動の柔軟に変容する活動形態を具体的に確かめること
ができた。作品において「造形の側面から」は本章で述べた分類よ
りもさらに分類を進めることは可能であるが、造形面が分類できる
こと自体は特徴的なことではないだろう。だが、作品のもう 1 つの
面、「コミュニケーションの側面から」の特に参加型の分類、そし
て「関係する人々」の分類が複雑化したことからは、ゴブリン制作
活動が柔軟に変容する点は、始めから計画的に特徴付けていったと
いうよりも、活動を重ねるなかでさまざまな立場の人たちによる多
様な形態の関わりを経てかたちづくられていったという経緯の一端
が現れていると考察できる。
また、その構成要素の分類の過程で、ゴブリン制作活動の課題に
71
携わった絵本作品を以下にあげる。
・小中大地（作・絵）、2020、『ブタオの
たいそう』、チャイルド本社、もこちゃ
んチャイルド（チャイルドブック月間
保育絵本）
・灰島かり（文）、小中大地（絵）、201
2、『かんじのえほん』、玉川大学出版
部
・小中大地（作・絵）、2012、『ブタオの
はみがき』、チャイルド本社、もこちゃ
んチャイルド（チャイルドブック月間
保育絵本）
・灰島かり（文）、小中大地（絵）、201
1、『あういえおのえほん』、玉川大学
出版部
・小中大地（作・絵）、2011、『ブタオの
おひるね』」、チャイルド本社、もこち
ゃんチャイルド（チャイルドブック月
間保育絵本）
・小中大地（作・絵）、2010、『ブタオの
こんにちは』」、チャイルド本社、もこ
ちゃんチャイルド（チャイルドブック
月間保育絵本）
また、次の書籍のみ、ゴブリン作品（絵の
形式）をイラストレーションとして活用
したいという要望により携わったという
経緯があるため、絵本の形式ではないが、
あげたい。
・キラキラ読書クラブ（編）、小中大地
（絵）、2012、『キラキラ子どもブック
ガイド─本ゴブリンと読もう 360 冊』、
玉川大学出版部

ついても考察し、筆者が実施団体と直接連絡をとれない活動や、筆
者が実施現場に行けない活動において生じる課題を見出すことがで
きた。
最後に、コミュニケーション型アートを、より“豊かな活動”に
近づけるための 指標 1）本来の芸術の力が消えてしまわないように
すること と、指標 2）参加する/参加しない人々への想像力が欠如
しないようにすること からゴブリン制作活動について検討する。
指標 1）については、本章第 2 節で述べている受動性の高いアーテ

ィストによる活動である（活動を通して関わる人たちや、実施する
場、生き物化させる対象物などの影響を受けて作品が変化する）と
いう特徴から、活動ごとに 本来の芸術の力 が大小変化すると見る
ことができる。しかし、とはいえ一方で、その 力 を一定以上に保
つ要因として、アーティストという立場で活動を進める筆者の持つ
専門的な力も、当然機能している。筆者自身を俯瞰して見ると、ゴ
ブリン制作活動歴以外にも、芸術の専門教育を長年受けていて、絵
本の出版歴 71 などもあることから、筆者のアーティストとしての質
（技術力、経験と実績、専門知識 など）を見て取ることが可能であ
ろう。その質が、ゴブリン制作活動の 本来の芸術の力 を一定以上
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に保ち、さらに高い受動性が作用することで具体化されていくのだ
と考えられる。
そして、指標 2）についてであるが、筆者のスタンスとしてはこ
の両者、参加する人々 へ、そして 参加しない人々 へも 想像力 を
持ちたいという思いのもとで活動を展開してきた。そのことが、比
較的多様な社会現場で実現させられてきたのだと考える。そうした
想像力が無ければ、6 年・150 回以上の「小児病棟ゴブリンワークシ
ョップ」は行えなかったであろうし、初めて立ち入るさまざまな地
域で出会う人々との関わり合いも難しかったであろう。しかし、そ
の思いのなかでも、注意が行き届かなかったり予想外のことが起こ
ったりして配慮しきれなかったこともあるであろう。また、特に 参
加しない人々 への 想像力 については、
その意識があっても働き具
合の確認・評価が難しい。だが、決定的な問題が生じてこなかった
から長い期間継続することができたという見方もできる。それらよ
り、指標 2）については、ゴブリン制作活動を全体として見ると、一
定の水準にあると考えられる。
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第4章
病院との連携によるゴブリン制作活動
第 4 章の概要
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第 4 章の概要
本章では、病院で展開してきたゴブリン制作活動について省察す
る。中心的な研究対象は、茨城県内の 3 病院（筑波大学附属病院、
筑波メディカルセンター病院、茨城県立医療大学付属病院）で複数
回継続しているゴブリン制作活動とする。まず、各活動の基本情報
を述べたのち、それらの制作活動なかで筆者の記憶に残ったコミュ
ニケーションに関係するエピソードを取り上げ、省察し、ゴブリン
制作活動を、より“豊かな活動”として行うための在り方を示し、
共有する。

その結果、ゴブリン制作活動をより“豊かな活動”として実施す
るための、病院との連携における在り方を以下のようにまとめるこ
とができた。

・焦らずに並走する姿勢（現地協働運営者とのコミュニケーション

寄り）
活動の継続などにより時間をかけることで、アーティストと病院職
員との協働体制が築かれていき、可能な展開が増していく。求めて
踏み込み過ぎないように気をつける。並走する姿勢が重要。

・普遍的なフレーム＋柔軟な姿勢（参加•鑑賞者〈患者、患者家族、

職員 ほか〉とのコミュニケーション寄り）
芸術への興味や造形技術の影響を受けにくい、普遍的なフレームを
１つの目的地として活動内容を設定することで、大人が参加しやす
くなる。一方子どもに対しては、フレームによる目標にこだわり過
ぎないようにする。例えば用意した素材から生じた子ども本人なり
の新たな表現が生じかけた場合には、フレームが妨げにならないよ
うな言葉がけなど柔軟な対応を心がける。

・小規模が生み出す豊かさ（参加•鑑賞者〈患者、患者家族、職員 ほ

か〉とのコミュニケーション寄り）
一般化している複数人が参加するワークショップの形態はあくまで
1 つの手段と認識する。1 人だけを対象としたベッドサイドでのワ
ークショップや、偶然通りすがった車椅子の入院患者と会話した公
開制作においての交流には、質の異なる豊かさがある。
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第5章
地域との連携によるゴブリン制作活動
第 5 章の概要
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第 5 章の概要
本章では、地域との連携によって実施され、3 回以上継続してい
るゴブリン制作活動のうち、主だった 5 つの地域における活動を中
心的な研究対象として省察する。まず、第 4 章と同様にそれぞれの
活動の基本情報を述べ、それから各活動のなかで筆者の記憶に残る、
コミュニケーションに関係するエピソードを省察し、ゴブリン制作
活動を、より“豊かな活動”として行うための在り方を示して共有
する。
その結果、より“豊かな活動”として実施するための、地域との
連携における在り方を以下のようにまとめることができた。

・アーティストが 1 度活動した地域に対して思いを持ち続ける姿勢

近い地域であれば、可能なときに行って再会できた人たちと直接会
ってコミュニケーションをとる。簡単には行けない場合でも、用件
が生じた際の連絡を大切にする。さらに、そのようなコミュニケー
ションの機会が無かったとしても、1 度活動した地域や出会った
人々のことを思い続ける。

・アーティスト主導と地域住民主導のゆらぎを柔軟に受け入れつつ
活動する姿勢

活動が地域住民主導寄りになったとしても、アーティストはその責
任を忘れず、ゆらぎを柔軟に受け入れながら、できる関わりを臨機
応変に続けていく。
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終章
6.1 各章のまとめ
6.2 本研究の成果
6.3 今後の展望と課題
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6.1

各章のまとめ

終章としてまず、ここまで各章ごとに論じてきた内容をあらため
て振り返る。

序章
まず、コミュニケーション型アートについて、その基本定義を“人
と人とのコミュニケーションを重視するアート活動”であると述べ、

日本の研究者によって定義づけられつつある国内特有のアートプロ
ジェクトというジャンルに含まれる、1 つの制作形態であるという
ことを述べた。そして、コミュニケーション型アートは多様な芸術
ジャンルで行われてきたが、造形作品を制作する活動とともにコミ
ュニケーション型アートを行うアーティストによる事例が多いこと
と、筆者も造形作品を制作する活動を行いながらコミュニケーショ
ン型アートを展開しておりその過去活動を研究対象とすることから、
造形活動を伴うコミュニケーション型アートを本研究の主題とする
ことを述べた。また、その筆者による活動の特徴から病院との連携
と、地域との連携による実践を手がかりとする旨を副題とすること
もあわせて述べた。そして、文献の調査からアートプロジェクトに
関する課題をあげ、本研究が目指す“豊かな”アート活動により近
づけるための、指標 1）本来の芸術の力が消えてしまわないように
すること と、指標 2）参加する/参加しない人々への想像力が欠如
しないようにすること について述べた。

そして、本研究における目的として、“主目的１：造形活動を伴
うコミュニケーション型アートのさまざまな特質を明らかにする”

と、“主目的 2：造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊
かな活動として行うための在り方を共有可能なものとする”をあげ

た。それから、研究方法としては、Arts-Based Research・芸術的省
察による研究を基本姿勢とすることを述べ、その方法に至る検討の
過程について述べた。

第1章
第 1 章から第 2 章は、20 世紀から 21 世紀の主に国内におけるア
ートプロジェクトに関連する文献を中心的な研究対象とした。
まず第 1 章における考察からは、コミュニケーション型アートの
本研究における定義を示し、2 つの捉え方による様式、そして 2 様
式と用語自体の出現時期が主に 1990 年代であることを示した。時
期については、具体的には 2021 年現在までの 30-40 年程を俯瞰し、
アートプロジェクトの萌芽とともにコミュニケーション型アートの
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様式が出現し、次に 1990 年代のあいだに用語自体が出現する流れ
を見出した。さらにその後、2000 年代以降に、プロセスにおいて生
じたコミュニケーション自体がアートであるという考え方が一般化
していくとともに、
コミュニケーション型アートという用語よりも、
それを前提としたアートプロジェクトという用語が一般的に使われ
るようになったと考えられた。
なお、調査の過程では、文献で取り上げられていた、1990 年代に
生じたコミュニケーション型アートの初期の事例である、小沢剛に
よる「相談芸術」、川俣正による「ワーク・イン・プログレス」と
いう制作スタンス、きむらとしろうじんじん による「野点」、そし
て、宮島達男による「「時の蘇生」柿の木プロジェクト」や、藤浩
志による「ビニール・プラスチック・コネクション」などをはじめ、
近年の事例にも着目した。

第2章
文献の調査によってアートプロジェクトの歴史を概観して、コミ
ュニケーション型アートのルーツや発展の過程などをたどり、次に、
表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心とした事例を
取り上げて複数の観点から分類し、それらを考察した。
まず、ルーツの１つには、アーティストの存在自体が作品の一部
となるパフォーマンス形式の表現があるということが見出せた。そ
して、コミュニケーション型アートの表現形態や、プロジェクト運
営上のコミュニケーションに関連する手法は、1990 年代にその原型
ができあがったと考えることができた。また、その時期のアーティ
ストのなかでも川俣正は、国内のアートプロジェクト史の流れのな
かでは一足早く 1980 年代から、作品を展開する「空間」を通じ、同
時代の社会や人々、歴史などに向けて深めた「場」に興味を持ち独
自のプロジェクトに取り組んだアーティストであった。そしてその
取り組みと重なる時期、1986 年にベルギーで開催された「シャンブ
ル・ダミ」展を企画したヤン・フートが、そののちに国内に招聘さ
れたことによって、1990 年代に「ヤン・フート IN 鶴来―現代美術
と街空間―」が開催されていることから、この一連の動きは、アー
トプロジェクトへの、そしてコミュニケーション型アートへの重要
なルーツとして捉えることができた。
また、事例を、“豊かな活動”に向けての 指標 1）本来の芸術の
力が消えてしまわないようにすること と 指標 2）参加する/参加し
ない人々への想像力が欠如しないようにすること と照らし合わせ

ると、灰塚アースワークプロジェクトでの PH STUDIO による「船を
つくる話」を展開した際の記録からは両指標への姿勢が読み取れる
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ため、重要な事例であると考えられた。また、川俣正による「ワー
ク・イン・プログレス」は、プロジェクトの進む方向をその場や関
わる人たちの身体を通したコミュニケーションにゆだねるというス
タンスであったが、この姿勢であれば、別のアーティストが取り入
れてアート活動を行ったとしても、両指標を向上させる可能性につ
いて考察することができた。
そして、表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心と
した事例の分類からは、ここまでの調査による、アーティスト不在
寄りのニュアンスを含むシステム型のアートプロジェクトという形
態への言及、そして人々が参加しやすいアート活動という前提との
比較から、現場にアーティストが存在して振る舞うことで成立する
活動と、単純作業傾向でなく表現性を必要とする活動が多い点を特
徴としてあげることができた。

第3章
ゴブリン制作活動の全体像を、概要、位置付け、そして構成要素
から示し、課題についても述べた。
まず、概要のなかでは、受動性の高いアーティストが行うという
点を述べ、“ゴブリン”という言葉についても、筆者が選択した経
緯や言葉の本義について述べた。
次に位置付けであるが、アートプロジェクトに関するアート史の
変遷から見た位置付けとしては、2000 年代により盛んになったアー
トと社会に接点を持たせる動きのなか、大学内プロジェクトのサポ
ートを受けて活動が発展し、地域密着型でありつつ地域とだけでな
く病院とも連携して実現してきたことを示すことができた。
そして、
表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心とした事例の
分類と照らし合わせることで、条件に合わせて比較的柔軟に活動形
態を変容させられるという特徴を示すことができた。
そして、表現形態としてのコミュニケーション型アートを中心と
した事例の各分類観点（第 2 章で言及）とゴブリン制作活動の各構
成要素（第 3 章で言及）との関連性について表に示したのち、ゴブ
リン制作活動の構成要素をさらに分類した。
構成要素は、活動への参加型や生き物化のテーマ、アーティスト
の滞在性など、複数の観点別に分類して考察した。例えば、ゴブリ
ン作品は、造形の側面からみた作品性とコミュニケーションの側面
からみた作品性に分けることができ、さらにコミュニケーションの
側面から見た作品性はコミュニケーションと参加型に分類できて、
それぞれの構成要素について述べることができた。
そしてその分類過程で、ゴブリン制作活動の課題についても検討
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した。まず、実施団体と筆者が直接コミュニケーションをとれない
活動での課題を見出すことができた。そして、筆者が不在であった
り一部不在であったりした活動において、うまくいかなかったり違
和感を感じたりしたことが複数回あったことから、筆者がその実施
現場にいるという要素が欠けた際に、活動本来の持つ質が発揮され
ないおそれがあるという課題を見出すことができた。
またゴブリン制作活動を、豊かなアート活動であるか評価するた
めの 指標 1）本来の芸術の力が消えてしまわないようにすること
と 指標 2）参加する/参加しない人々への想像力が欠如しないよう
にすること から評価すると、指標 1） については、筆者のアーテ

ィストとしての質（技術力、経験と実績、専門知識 など）が、活動
の 本来の芸術の力 を一定以上に保ち、さらに高い受動性が作用す
ることで具体化されていくと考えられた。そして、指標 2）につい
ては、その想像力によって比較的多様な社会現場で実現させられ、
決定的な問題が起きずに長年継続したことなどから、活動全体とし
て見ると一定の水準にあると考えることができた。

第4章
病院との連携によって展開したゴブリン制作活動において生じた
コミュニケーションに関するエピソードを省察し、筆者の印象に残
るエピソードから一部について述べた。そして、それらのエピソー
ドを考察し、ゴブリン制作活動を、病院との連携によって、より“豊
かな活動”として行うための在り方を以下のように示して共有した。
・焦らずに並走する姿勢（現地協働運営者とのコミュニケーション

寄り）
・普遍的なフレーム＋柔軟な姿勢（参加•鑑賞者〈患者、患者家族、

職員 ほか〉とのコミュニケ
・小規模が生み出す豊かさ（参加•鑑賞者〈患者、患者家族、職員 ほ

か〉とのコミュニケーション寄り）

第5章
地域との連携によるゴブリン制作活動において生じたコミュニケ
ーションに関するエピソードを省察し、筆者の印象に残るエピソー
ドのなかの一部について述べた。そして、第 4 章と同様にそれらを
考察して、ゴブリン制作活動を、地域との連携によって、より“豊
かな活動”として行うための在り方を以下のように示して共有した。
・アーティストが 1 度活動した地域に対して思いを持ち続ける姿勢
・アーティスト主導と地域住民主導のゆらぎを柔軟に受け入れつつ
活動する姿勢
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6.2

本研究の成果

本研究の成果を、“主目的 1”と“主目的 2”から述べる。なお、
一部の結果は前節のまとめと重複するが、成果として整理して述べ
ることとする。

6.2.1 主目的 1

“主目的１： 造形活動を伴うコミュニケーション型アートのさ
まざまな特質を明らかにする”に関する成果について述べる。

本研究では造形活動を伴うコミュニケーション型アートのさまざ
まな特質に関して以下の成果を得た。

(1) 基本定義
コミュニケーション型アートの基本定義は、
“人と人とのコミュニケーションを重視するアート活動”

である。

(2) 定義詳細と 2 様式ほか

コミュニケーション型アートとは、日本の研究者によって定義づ
けられつつある国内特有のアートプロジェクトというジャンルに含
まれる、1 つの制作形態で、本研究におけるコミュニケーション型
アートの定義詳細と 2 様式を各表に示すことができた（表 6-1、表
6-2）。なお、効果から見た広義のコミュニケーション型アートにも
適応できるように、定義の表内「内容」の「活動の主体」の 2 項目
について、上段の項目には「主体が参加者であるタイプ」を加筆、
下段の項目には文末に
「傾向にある」
を加筆するかたちで修正した。
また、アートプロジェクトと同時期の 1990 年代に、2 様式のコミ
ュニケーション型アートが生じ、コミュニケーション型アートとい
う用語自体も 1990 年代に生じたと考察することができた。さらに、
2000 年代以降には、プロジェクトを進める過程で生じたコミュニケ
ーション自体がアートであると捉え方の一般化とともに、アートプ
ロジェクトという言葉がコミュニケーション型アートの定義・様式
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を自然に含む言葉として一般的に使われるようになったと考えられ
た。

表 6-1：本研究におけるコミュニケーション型アートの定義

本研究におけるコミュニケーション型アートの定義
背景  

社会全般  

・制度や経済、規範というものに縛られた現在の日本の社会

地域

・地域の疲弊

医療福祉現場

・医療福祉現場の環境改善に機能するアート活動への注目の高
まり

内容  

何をアートと
捉えるか  

・アート活動によって生じる「コミュニケーション」を「アー
ト」と捉える。

活動の主体

・「アーティストと参加者とのコミュニケーションが軸となる
両者が主体であるタイプ」、
「活動の主体がアーティストから

  

参加者に移るタイプ」、「主体が参加者であるタイプ」などが
ある。
・システムが人々の参加を促す機能を持つ傾向にある。
価値  

・美的価値というよりも、対人的なコミュニケーションの価値
が重視される傾向にある。  

  

期待される

芸術ジャンル

・多様なジャンルで行われる。

人々の関係性

・普段接点のない人々が出会い交流することで固定化されがち

効果
  

な関係が多様化される。  
人々の学びや

・自己を表現する力を得る。  

内面の変化  

・自己表現を認め合って社会化させる力を得る。  

  

・市民自治の意識を育む。  
・生きる力を高める。  

表 6-2：本研究におけるコミュニケーション型アートの様式

本研究におけるコミュニケーション型アートの様式
様式 1） アート活動における人と人とのコミュニケーションに
よる効果から見た広義のコミュニケーション型アート
様式 2） アーティストによる表現形態としてのコミュニケーシ
ョン型アート
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(3) コミュニケーション型アートの観点別分類

アーティストによる表現形態としてのコミュニケーション型アー
トを中心とした事例を分類するための複数の観点を見出し、さらに
その観点にもとづく分類項目を見出した。また、それら分類項目に
対応するコミュニケーション型アートの事例を各図のなかに示した
（図 6-1、図 6-2）。

※「コミュニケーション
型アート」を「CA」と
略記した。

図 6-1：コミュニケーション型アート事例の観点別分類―①枠組みから
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※「コミュニケーション
型アート」を「CA」と
略記した。

図 6-2：コミュニケーション型アート事例の観点別分類―②役割別から、③参加方法・内容
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6.2.2 主目的 2

“主目的 2：造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊か
な活動として行うための在り方を共有可能なものとする”に関する

成果について以下に述べる。

(1) アーティストが実施現場にいて振る舞うこと

前節にあたる各章のまとめで、第 2 章からアート活動の実施現場
で振る舞うアーティストが存在する意義を示したことを述べた。同
じ第 2 章ではアートの歴史からたどったルーツにパフォーマンス形
式の表現があったことを述べたが、それらの当時の表現の場にもア
ーティスト自身が存在していた。つまり、やはりアート活動の実施
現場に存在するアーティストの重要性を確かめることができる。
一方、第 3 章では、ゴブリン制作活動を研究対象として構成要素
を分類するなかで、場の条件に合わせて比較的柔軟に活動形態を変
容させることができると述べたのだが、
筆者が不在であった活動や、
一部を任せして不在とした活動において、うまくいかなかったり違
和感を感じたりした経験が複数回あったということが分かった。も
ちろん、因果関係を証明はしきれてはいないが、実施にあたっての
プロセスにおけるコミュニケーションは変容する。つまり、筆者が
その実施現場にいるという要素が欠けた際には、活動が本来持つ力
が発揮されないおそれがあるという課題を見出すことができた。す
なわち、ゴブリン制作活動においてアーティストとしての筆者が実
施現場に居て振る舞うという要素の重要性を見出した。	
  
以上から、まず、造形活動を伴うコミュニケーション型アートを
豊かな活動として行うための在り方として、“アーティストが実施
現場にいて振る舞うこと”の重要性をあげることができた。

(2) 寄り添えるアーティストの姿勢

第 3 章では、ゴブリン制作活動において 指標 2）で示した 参加
する/参加しない人々への想像力 を一定の水準で働かせてきたと

いう考察について述べた。
また、第 4 章と第 5 章の小括では、ゴブリン制作活動のなかで記
憶に残るコミュニケーションに関する各エピソードから、それらゴ
ブリン制作活動を、より“豊かな活動”として行うための在り方を
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導き出した。ただし、これらの在り方は、どんなアーティストやプ
ロジェクトの関係者にとっても適する在り方であるとは言えないで
あろう。例えば「アーティストが 1 度活動した地域に対して思いを
持ち続ける姿勢」について、そうではない姿勢でも、より“豊かな
活動”として実施できるという考えもあるであろう。このように、
全てのアート活動に通じる手法ではないのだが、本研究でゴブリン
制作活動の省察から示した在り方からは、そのベースにある“寄り
添いの姿勢”という共通性が見出せる。アーティストとして振る舞
う筆者はこの姿勢で活動してきたことによって、指標 2）参加する/
参加しない人々への想像力 を一定の水準に保ってきたと考えられ

る。
この“寄り添えるアーティストの姿勢”について、本研究で言及
してきた事例に照らすと、第 2 章で述べた灰塚アースワークプロジ
ェクトで見せた PH STUDIO の姿勢は、住民にダイレクトに寄り添
っていると見ることができる。また、ここまで述べてきたほかの事
例でも、この姿勢につながる記述を確認することができた。
以上から、造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな
活動として行うための在り方 に影響を与える要素として、“参加
者・不参加者に寄り添えるアーティストの姿勢”の重要性をあげる

ことができた。

(3) アーティストとしての質

各章のまとめの第 3 章で、ゴブリン制作活動が生み出す 本来の
芸術の力 を一定以上に保つために、筆者のアーティストとしての

質（技術力、経験と実績、専門知識 など）が機能している点につい
て述べた。この点に関しては、様々なコミュニケーション型アート
の事例へと対象を広げて考えても、当然、実施するアーティストの
アーティストとしての質が機能していると言える。1 つの見方とは
なるが、第 1 章と第 2 章で述べた、1990 年代に造形活動を伴うコミ
ュニケーション型アートを実践し始めたアーティスト達（川俣正、
小沢剛、宮島達男、きむらとしろうじんじん、藤浩志 など）が芸術
系大学出身である点にも現れていると考えられる。
よって、造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな活
動として行うための在り方に影響を与える要素として、技術力、経

験と実績、専門知識 などの“アーティストとしての質”の重要性を
あげることができた。
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(4) 在り方のまとめ

ここまでに“主目的 2”への成果としてあげた要件を、あらため
て 指標 1）と 指標 2）から述べる。まず、指標 1）本来の芸術の力
が消えてしまわないようにすること については、
“アーティストと
しての質”が、技術力、経験と実績、専門知識 などの面において相

応な水準にある“アーティストが実施現場にいて振る舞うこと”に
より、本来の芸術の力 を保つことが可能であると考えられた。そし
て、指標 2）参加する/参加しない人々への想像力が欠如しないよう
にすること については、“参加者・不参加者に寄り添えるアーティ
ストの姿勢”が特に作用していると考えられた。

また、ここで述べた“アーティストが実施現場にいて振る舞うこ
と”自体が、技術力や経験、知識などの“アーティストとしての質”

と見ることができ、“参加者・不参加者に寄り添えるアーティスト
の姿勢”も、同様に技術力などの面から“アーティストとしての質”

と見ることができる。

以上から、本研究における結論として以下にまとめる。

本研究では、造形活動を伴うコミュニケーション型アートを豊かな
活動として行うための在り方として、 参加者・不参加者に寄り添え
るアーティストの存在が重要であることを述べ、共有することがで

きた。
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6.3

今後の展望と課題

今後の研究についてだが、まず、筆者自身がアーティストとして
実践してきたアート活動を研究対象とした本研究は、美学、表象文
化論を専門とする星野太の述べる議論とも関係すると考えている。
星野太は、

「美的」ないし「芸術的」なものから距離を取ろうとするそれ
1 星野太、2018、「ソーシャル・プラク
ティクスをめぐる理論の現状─社会的展
開、パフォーマンス的展開」、アート&ソ
サイエティ研究センター SEA 研究会（編
著）、『ソーシャリー・エンゲイジド・ア
ートの系譜・理論・実践 芸術の社会的転
回をめぐって』、フィルムアート社、p.1
49

らの芸術を、なお芸術「作品」として分析する構えを維持する
こと、しかも旧弊な形式主義によってではなく、そのパフォー
マンスとしての具体的な現れに注目することによってこそ、そ
の作品の美的＝感性的な（aesthetic）側面を掬い取る可能性は
開かれていくだろう。1

と述べ、身体表現のプロフェッショナルではないアーティストのパ
フォーマンス評価の可能性について議論している。活動上のふるま
いを広義のパフォーマンスと捉えた場合、本研究において星野太の
指摘する「パフォーマンスとしての具体的な現れ」の一片を述べる
ことができたと考える。しかし、省察したエピソードに対し、数や
性質から見て実際に書き出したエピソードが不足していたと感じて
いる。量だけの問題ではないが、質につなげていけるように今後の
研究においては活動単位で研究対象を区切るなどして、丁寧に書き
出し省察していきたい。そして、本研究の結論への信憑性を高め、
さらに発展させていくために、次の実践に生かして検証を継続して
いく必要がある。
次に、コミュニケーション型アートが成り立つ時期に関する文献
の調査は行うことができたが、近年の文献や、まだ文献に掲載され
ていない近年の事例に関しての調査は不足している。
実践とともに、
今後も文献による事例調査などにより研究を継続し、結果を深めて
いく必要がある。
また、本研究では、“コミュニケーション型アート”と“アート
プロジェクト”を手がかりに文献調査を行ったため、注釈では少し
概要について述べたが、“ソーシャリー・エンゲイジド・アート”
と位置付けたうえで行われている事例や関連する海外の事例への調
査が十分には行えていない。今後の研究において、国内の状況と比
較しながら海外における取り組みについても調査していく必要があ
る。
最後に、2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行は
2021 年現在も続いている。その間、文化・芸術に関する活動にも大
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きな影響を与えてきたし、当然、今後も影響は続くであろう。今後
のコミュニケーション型アートの展開においても同じく、その影響
は計り知れない。物理的に身体距離が近いコミュニケーションを前
提としない新たなコミュニケーション型アートといえる形態も、イ
ンターネットを活用した手法をはじめ、現在以上に変化していくで
あろう。そういった新たなアートのかたちを対象とした研究は、本
研究の意義を確認するためにも重要である。今後の動向について調
査していくとともに、関連させて、そのような状況下でのゴブリン
制作活動の展開についても探求していきたい。
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あとがき
本文でも少し述べましたが、本研究の初年度に行った実験的なワ
ークショップを通して、複数の整理しきれていない点が見つかって
しまい、その結果を本研究の主なところに反映させることが叶いま
せんでした。その点の 1 つ、アーティストであり研究もしようとす
る立場である自分の存在の取り扱いに迷った点は、思い返すと貴重
な経験でした。それを経たことで、やはり現在まで行ってきた制作
活動を見るべきだし、もっと他者による事例を調べなければいけな
いと割り切ることができ、幾分かまわり道はしてしまいましたが、
本研究の基本的な構造が出来上がっていきました。
ただ、このような経緯により、実験にご協力していただいたのに
その結果を明確には反映させられなかったことには、各現場の関係
者の皆さま、そしてご参加いただいた皆さまへの申し訳なさがあり
ます。茨城県つくば市の関彰商事株式会社の皆さま、あおぞら児童
クラブの皆さま、みどりのレジデンスの皆さま、そしてアーティス
トとして振る舞いながらゴブリン制作活動としては行ったものの質
問紙の結果を本研究に掲載することができなかった白川村でご協力
いただいた皆さま、ご理解いただけますと幸いですし、いただきま
したお力添えは、今後に生かして参ります。まずは１つのかたちと
して、本研究へと結実させることができました。

本研究のなかでは全体としては活動を継続することにメリットが
あるような印象を与えてしまったかもしれませんが、1 度きりの活
動だから、その瞬間だけの活動だから光り輝くというケースもある
と思います。また、1 度きりであった活動が、もしもそのずっと先
にもう 1 度行われることがあれば、そのあいだの期間は実は継続中
だったのだと見ることもできます。つくば市の北条小学校閉校にあ
たっての活動では、
当時低学年だった児童達と 4 年ぶりに再会して、
竜巻災害時の記憶を制作活動とともに振り返ることができたことに
は大切な意義がありました。しかし、その 4 年前に竜の子ゴブリン
を展開した際も、いくつもの場面に感動がありました。
考えて得られることはもちろん重要ですが、作品が放つ力や目の
前の状況への純粋な感動を手がかりに模索していた初心に立ち戻る
ことも忘れないようにして、これからも、感じ、考えていきたいと
思います。

本研究に取り組むにあたって時間の整理が必要となり、特に 2017
年度以降は制作活動の依頼に応えられなかったケースが何度もあり
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ました。ご期待に応えきれなかったこの期間の分、今後の制作活動
に励み、お返ししていけたらと思います。この先よい機会が訪れま
したら、またお声がけいただけますと幸いです。
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撮影･提供】
図 3-21：「小児病棟ゴブリンワークショップ（「ホールゴブリン」患者作品）」、筑波大学附属病院 小児総合
医療センター、茨城県つくば市、2014-2020（以降 2021 年現在まで休止中）【筆者撮影】
図 3-22：「気持ちゴブリンをつくろう！！」（「ゴブリンプロジェクト展～みんなと一緒に生みだすアート～」
内で実施）、筑波大学附属病院、茨城県つくば市、2016【筆者撮影】
表 3-8：作品類型の分類【筆者作成】
図 3-23：「大理石ゴブリンワークショップ」（「ゴブリン・ラボ in 未来心の丘」より）、耕三寺博物館、広
島県尾道市瀬戸田町、2013【筆者撮影】
図 3-24：「大理石ゴブリンワークショップ」（「ゴブリン・ラボ in 未来心の丘」より）、耕三寺博物館、広
島県尾道市瀬戸田町、2013【筆者撮影】
図 3-25：「ダンボールと葉っぱのゴブリンをつくろう！」、のぞみ整形外科クリニック、広島県東広島市、2015
【協力者撮影･提供】
図 3-26：「ダンボールと葉っぱのゴブリンをつくろう！」、のぞみ整形外科クリニック、広島県東広島市、2015
【筆者撮影】
図 3-27：「大塚ゴブリンプロジェクト」、筑波大学附属大塚特別支援学校、東京都文京区、2018【協力者撮影･
提供】
図 3-28：「大塚ゴブリンプロジェクト」、筑波大学附属大塚特別支援学校、東京都文京区、2018【協力者撮影･
提供】
図 3-29：「マスキングテープペインティング」、つくば市 筑波交流センター、茨城県つくば市、2012【協力者
撮影･提供】
図 3-30：「世界遺産アートプロジェクト 合掌ゴブリンをつくろう！！」、白川郷合掌造り集落、岐阜県大野郡
白川村、2015【協力者撮影･提供】
図 3-31：「さかなお小学校のきおくゴブリン」、栄町立酒直小学校（当時）、千葉県印旛郡栄町、2014【協力者
撮影･提供】
表 3-9：ゴブリン制作活動で生じるコミュニケーション【筆者作成】
表 3-10：参加型の分類【筆者作成】
図 3-32：「ふしぎな生物ゴブリンをつくろう〜ホネゴブリンの巻〜」、那須野が原博物館、栃木県那須塩原市、
2016【筆者撮影】
図 3-33：「世界遺産アートプロジェクト 世界遺産アートプロジェクト 石見銀山ゴブリン」、島根県大田市大
森町、2015【協力者撮影･提供】
図 3-34：「ねがいごとの森ゴブリン」、筑波メディカルセンター病院、茨城県つくば市、2015【協力者撮影･提
供】
図 3-35：「はじまりゴブリン」、はじまりの美術館、福島県耶麻郡猪苗代町、2016【筆者撮影】
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終章

表 6-1：本研究におけるコミュニケーション型アートの定義【筆者作成】
表 6-2：本研究におけるコミュニケーション型アートの様式【筆者作成】
図 6-1：コミュニケーション型アート事例の観点別分類―①枠組みから【筆者作成】
図 6-2：コミュニケーション型アート事例の観点別分類―②役割別から、③参加方法・内容【筆者作成】
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関連記事

新聞記事を主とした関連記事、計 48 件を、初期のものから順に掲載
する（ただし、ここには掲載していない記事もある）。

No.1

No.2

『筑波大学新聞』、2005 年 9 月 5 日、10 面

『筑波大学新聞』、2009 年 10 月 5 日、11 面

186

No.3

『筑波大学新聞』、2009 年 11 月 9 日、12 面

No.4

『山陰中央新報』、2010 年 7 月 24 日、22 面

187

No.5

『島根日日新聞』、2010 年 7 月 27 日、3 面

No.6

『中国新聞』、2010 年 8 月 1 日、20 面

188

No.7

No.8

『島根日日新聞』、2010 年 8 月 4 日、3 面

『島根日日新聞』、2010 年 8 月 10 日、4 面

189

No.9

No.10

『山陰中央新報』、2010 年 8 月 12 日、20 面

『島根日日新聞』、2010 年 8 月 12 日、2 面

190

No.11

No.12

『毎日新聞』、2010 年 8 月 20 日、島根版、25 面

『茨城新聞』、2010 年 9 月 17 日、15 面

191

No.13

『筑波大学新聞』、2011 年 2 月 7 日、5 面

No.14

『読売新聞』、2012 年 7 月 7 日、全国版

192

No.15

『毎日新聞』、2012 年 7 月 8 日、茨城版、29 面

No.16

『茨城新聞』、2012 年 7 月 8 日、23 面

193

No.17

No.18

『茨城新聞』、2012 年 8 月 30 日、18 面

『常陽リビング』、2013 年 5 月 11 日、15 面

194

No.19

『常陽リビング』、2013 年 5 月 18 日、12 面

No.20

『中國新聞』、2013 年 10 月 4 日

195

No.21

『読売新聞』、2013 年 10 月 4 日、備後版、33 面

No.22

『朝日新聞』、2013 年 11 月 21 日、茨城版

196

No.23

『常陽リビング』、2014 年 8 月 2 日、12 面

No.24

『常陽新聞』、2015 年 1 月 24 日、2 面

197

No.25

No.26

『常陽新聞』、2015 年 1 月 31 日、2 面

『島根日日新聞』、2015 年 2 月 18 日、3 面

198

No.27

No.28

『毎日新聞』、2015 年 5 月 3 日、日曜くらぶ、東京･北海道エリア版、3 面

『岐阜新聞』、2015 年 8 月 8 日、1 面

199

No.29

No.30

『中日新聞』、2015 年 8 月 8 日、飛騨版、14 面

『朝日新聞』、2015 年 12 月 21 日、岩手版、23 面

200

No.31

No.32

『岩手日報』、2015 年 12 月 21 日、20 面

『常陽新聞』、2016 年 3 月 31 日、4 面

201

No.33

No.34

『毎日新聞』、2016 年 7 月 10 日、日曜くらぶ、東京･北海道エリア版、3 面

『茨城新聞』、2016 年 8 月 21 日、日曜版テイスト、3 面

202

No.35

『毎日新聞』、2016 年 8 月 22 日、茨城版、26 面

No.36

『岩手日報』、2016 年 9 月 29 日

203

No.37

『朝日新聞』、2016 年 10 月 10 日、岩手版、31 面

No.38

『朝日新聞』、2016 年 10 月 14 日、茨城版、29 面

204

No.39

『常陽新聞』、2016 年 10 月 18 日、2 面

No.40

『常陽リビング』、2016 年 10 月 22 日、10 面

No.41

『毎日新聞』、2016 年 10 月 24 日、茨城版

205

No.42 『毎日新聞』、2016 年 11 月 27 日、日曜くらぶ､東京･北海道エリア版､3 面

No.43

『筑波大学新聞』、2017 年 11 月 6 日、3 面

206

No.44

『岩手日報』、2018 年 1 月 15 日

No.45

『河北新報』、2018 年 1 月 18 日

207

No.46

『岐阜新聞』、2018 年 9 月 20 日、飛騨地域版、26 面

No.47

『茨城新聞』、2019 年 11 月 29 日、17 面

No.48

『茨城新聞』、2020 年 6 月 14 日、19 面

208

