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Abstract : In this study we'll examine the feasibility of an 
alternative co-design approach, based on the experience we 
gained from two recent local community projects: ‘Land 
and Human Design Project: Designing a Banquet from 
Scratch’(Nagoya University of Arts) and ‘Shiba+Mita 
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１. はじめに
近年、地域コミュニティーづくりに対してデザイナーが積極的
に関わる事例が多く見られ、デザインの対象領域として広く認
知されると同時に、そのための新たなデザイン方法が模索され
ている。しかし、地域におけるデザインプロセスがどのような
特徴を有し、また従来までのプロセスとどのような点で異なる
のか検証は充分にされているとはいえない。そのため、その活
動の多くが関係者の個人的な経験等により進められる場合が多
く、計画通りプロジェクトが進まない、参加者のモチベーショ
ンが維持できない、成果が見えにくい、などの問題点が多く語
られる [ 注1]。また、例え一般的なマネジメント方法に従って
プロジェクトの起点から綿密に計画を立てても、そもそも地域
コミュニティーには様々な立場の住民や団体が多く関わり、そ
の主体もまた、多様な意見を持つ住民たちであることが多いた
め、予測できない不安定な要素が多く、計画どおりには推進で
きないのが常である。そこには明らかに、目指すべきゴールが
プロジェクト当初から設定され、それに沿ってプロセスをコン
トロールするという、これまでのものづくりでは一般的にとら
れていた戦術的なプロセスを地域にそのまま適用することはで
きず、それとは異なるデザインの進め方が必要であると見てと
れる。そうした背景のもと、改めて地域におけるデザインプロ
ジェクトの方法を検証し、地域におけるデザイン方法論を浮か
び上がらせる必要があるのではないか。本研究では具体的な二
つの事例「土と人のデザインプロジェクト - ゼロから晩餐会を
デザインする」( 名古屋芸術大学 ) と「芝＋三田マガジンラボ」
( 芝の家 )を取り上げ、地域におけるデザインプロセスの特徴を
検証した。その分析から特に従来のプロセスとは異なる顕著な
特徴として、デザイン過程における「場」「モチベーション」「目
的」の「変化」に注目した。本論考では、そうした変化を許容
し、むしろ積極的に受け入れることで、多様な背景を持つ参加
者が共にプロジェクトを進める、動的で有機的なデザイン方法
の特質を抽出することを試みた。

2. 検証事例
2-1. 事例 A「土と人のデザインプロジェクト - ゼロから晩餐会
をデザインする」( 名古屋芸術大学 ) 　2012 年度名古屋芸術大
学特別客員教授服部滋樹氏 (graf ) を招聘し行われたプロジェ
クト。各専攻コースから専門、学年を超えて集まった学生約
40 名が参加した。地域の素材を使い「晩餐会」を開くという

目標を掲げ、学生たちはまず地域に「あるもの・ないもの」を
リサーチすることから活動を始めた。近隣の畑で野菜を育て、
料理を考案し、晩餐会開催に必要なテーブルや椅子、照明に至
るまでの一切を地域の資源を元にひとつひとつ手作りした。そ
して、大学中庭で農家から借り移設したビニールハウスを会
場に、それまでの活動で関係のできた地域の人々を招き「一夜
限りの小さな晩餐会」(2012 年11月13 日 ) を開催した。また、
一連の活動記録を展覧会として公開し ( 名古屋市伏見 2012 年
11月28日～12月９日)、活動の意義を検証する特別講演会「農・
地域・恊 働 - デザインの新しいフィールドから」( 名古屋市栄 
講演：紫牟田伸子＋服部滋樹  2012 年12月4 日 ) を開催した。

2-2. 事例 B「芝＋三田マガジンラボ」( 芝の家 )　港区芝地区の
コミュニティースペース「芝の家」[注2]を拠点に行われてきた、
長期の参加型デザインプロジェクト「つながるご近所プロジェ
クト」（2010 年９月～）の延長にあるプロジェクト。「つながる
ご近所プロジェクト（Connecting Neighborhood Project）」は、
ご近所の助け合いをサポートする仕組みを考えるという目的の
もと、定期的なワークショップを通じ、具体的な仕組みづくり
に発展してきた。そこから更に、地域の人自身による地域への
より積極的な関与の仕組みとして活動をスタートしたのが「芝
＋三田マガジンラボ」である。これは、芝及び三田地域の住民
らがメンバーとして記事の募集、執筆、編集、レイアウト、印刷、
配布までの全てのプロセスに関わり『芝＋三田マガジン』を発
行するプロジェクトである。2011 年 10 月から活動を開始した
このプロジェクトは 2013 年 3 月に第 4 号を発行した。

3.「変化の共有」が動かすデザインプロセス
上記二事例のプロセスに注目し、参加者がどのようにプロジェ
クトを進め、またプロジェクト展開に影響した要素は何であっ
たのか検証を行った。プロジェクトにおける具体的な成果に対
する検証ではなく、そこに至るまでの過程に対し、実際にプロ
ジェクトに関わった筆者らの内的な気付きと、直接プロジェク
トに関わっていない筆者らによる外的な気付きを基に検証を進
めた。特筆すべきその特徴として、プロジェクトの「場」「モ
チベーション」「目的」における「変化」の持続的な共有が挙げ
られる。これまでのデザインプロセスでは敬遠されてきた予期
せぬ変化を許容し、むしろ積極的にそれらを資源とすることに
よって、結果的にプロジェクト内外に好ましい影響を生み出し

「土と人のデザインプロジェクト - ゼロから晩餐会をデザインする」(名古屋芸術大学) と「芝＋三田マガジンラボ」( 芝の家 )の事例検証から
A co-design process which is driven by a ‘shared awareness of change’ - From the examination of local community projects : 
‘Land and Human Design Project - Designing a Banquet from Scratch’ and ‘Shiba+Mita Magazine Lab’

Magazine Lab’ (Shiba-no Ie Community Centre). The design 
approach we took was very different from the traditional 
goal-focused approach. Through this study we'll outline our 
suggested approach and illustrate how the key elements of the 
co-creation process, ‘space’, ‘motivation’ and ‘aim’ are evolved.
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ている。また、プロジェクトの設計自体も予め変化を積極的に
期待する柔軟な仕組みを有していたことにより、プロジェクト
は参加者自身の積極的関与を通じ共につくりあげる性質を強く
帯びるものとなった。地域におけるプロジェクトの意義と成果
を導くプロセスにとって、ひとつの重要な視点が「変化を共有
する」というキーワードである。

3-1. 変化する「場」　プロジェクトが起こり、展開されていく舞
台となる「場」の存在は大きい。しかし、その「場」が果たす
役割も不変ではなくプロセス進行に従って変化していく。先ず、

「場」はプロジェクトの起点として機能する。地域に関わるデ
ザインプロジェクトの多くはその地域の住民やその地域への通
勤通学者によって行われることが多く、その地域と直接関わり
のある人がデザインのプロセスに直接関わるという特性を持
つ。地域に対する様々な想いを持った人がいたとしても、プロ
ジェクトとして具体的な活動に発展する機会は少ない。地域に
具体的な「場」( 大学や芝の家 ) があることが、そうした想いを
束ね、プロジェクトが起る切っ掛けを与えている。また、そう
した場が、異なる分野や立場の人々が集まり、参加者同士が対
等に意見を交わす事ができる、開かれた性質を有していること
が、更にプロジェクトが大きく展開されるポテンシャルである
といえる [注3]。後述するように、多様な参加者ひとりひとり
にとって、地域やプロジェクトに対するモチベーションは異な
る。プロジェクトの起点でもある「場」は、その過程で、対話の「場」
となり、様々なモチベーションを醸成する要素としても働く。

3-2. 変化する「モチベーション」　参加者のプロジェクトに対
するモチベーションは、実に多様であり一定ではない。先ず、
メンバーはそれぞれがプロジェクトに対する私的なモチベー
ションを有している。例えば事例 A の場合、参加した学生は
新たに作品制作ができるのではないかなど、個別の期待を寄せ
ている。そしてプロジェクトが進むにつれ、メンバー間での共
通の目標共有がおこると、全員の恊働による目標達成へのモチ
ベーションが生まれてくる。また、もうひとつのモチベーショ
ンとして、特定の「場」= 自分の地域や特別なプロジェクトに
関与しているという自負もみてとれる。つまり、参加者のモチ
ベーションはプロジェクト進行とともに変化し、モチベーショ
ンが重層的・多角的であるといえる。これは、「変化」を許容す
るプロセスの中で、様々なレベルでの自発的な関わり方を受け
入れる「場」の存在とも深く関わる。また、もうひとつの特徴と
して、検証事例ではプロジェクトのはじめから、それぞれの役
割分担が決められていないことが挙げられる。したがって、参
加者はそれぞれのフェーズによって自らの役割を自覚的に変化
させる。それは、対話を通じてそれぞれの役割を調整すること
によって導かれるのであるが、こうしたことは予め固定された
役職が割り振られる一般的なデザインプロセスとは対照的であ
る。こうしたことが、プロジェクトは「自分たちごと」であり、

「自分たち」がプロセスの全てに関わりプロジェクトを動かし
ているのだという意識の醸成にもつながっている。

3-3. 変化する「目的」　多くの場合、プロジェクトは大小ふた
つの目的を有している。例えば、事例 B においての大きな目
的は「お年寄りも子どもも安心して暮らせる地域づくり」であ
り、小さな目的は「地域に関わる当事者がマガジンを制作し発
信すること」である。プロセスの節目節目で、具体的で目に見
える成果 ( 例えばひとつの記事や発行する号 )を共有できるこ
との意義は大きい。漠然としがちな大きな目的を共有し達成す
るためには、こうした小さく具体的な目的が共有されることが
不可欠であり、それらを重ねることにより大きな目的を共有で
き、更にそれに沿って小さな目的の指針を立てることができる。
こうしたプロジェクト内部での大小目的の相互補完関係が成立
し、その共有による好循環がプロジェクトを推進する。また、
プロジェクト自体が対話を促す仕組みを有していることも重要
である。例えば事例 A の場合、晩餐会の素材を求めるために地
域をリサーチし、地域の人たちとの交流を重ねるというプロセ
ス自体が、また、事例 B の場合、マガジン制作のための取材や
編集作業がそのまま地域コミュニティーとのつながりをつくり
出す仕組みである。また、プロジェクトの最初から明確なゴー
ルが決められていないことも特徴として挙げられる。最終的に
求める具体的な結果を設定せずにデザインプロセスがスタート
し、そうした条件下では、メンバー同士の対話によって目的を
定めていくことがプロジェクトを動かす第一歩となる。それに
より、参加者は予め定められたアウトプットの形式に対する先
入観にとらわれるとこなく、プロジェクトの過程をふむことが
できる。そして、「表面的な形」に対しての意識がプロセスを支
配しないため、そのことが大きな目的と具体的なアウトプット
とのつじつまを合致させることにつながっている。

4. 応用可能性と今後の研究展望
状況は流れのように変化を続けるものである。それに呼応する
ように参加者の関わり方や思考も変化する。そうした「変化」
を柔軟なプロセスのための土壌として捉えることは従来のプラ
ンニングでは敬遠されてきた。しかし、様々な変化とその持続的
な共有が貴重な契機となりプロジェクトを動かすデザイン方法
は、その背景が複雑でありデザインに与える影響が予期できな
い、高度に再帰性の高まった現代の社会状況 [注4]におけるデザ
インプロセスとしても注目できるのではないか [ 図1,2]。本研究
では今後更なる事例検証を進めると同時にここで見いだされた
視点をより広いデザイン方法へと展開することも期待している。

注：  １) 紫牟田伸子 : クリエイティブ・コミュニティ・デザイン, フィ
ルムアート社 , 2012  ２) 芝の家 : www.shibanoie.net  ３) Bohm, D. 
: On Dialogue. Routledge, 1996  ４) ギデンズ , A. : 近代とはいか
なる時代か, 而立書房 , 1993
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