
特集2　地域と祭り

アーティストと地域は同じ夢を見るか 97

●特集2 地域と祭り

1　急増するトリエンナーレ、
　アートプロジェクト

　わが国では、今世紀に入って、トリエンナ
ーレ1）やアートプロジェクト2）が急増してき
た。本稿では、トリエンナーレ、ビエンナー
レ、アートプロジェクトなど地域で開催され
る美術系のフェスティバルを「芸術祭」と呼
ぶ。表1は今年度開催された主な芸術祭で
ある。他にも「水と土の芸術祭」（2009 年、
新潟市）「あいちトリエンナーレ」（2010 年、
愛知県）「瀬戸内国際芸術祭」（2010 年、香
川県）「PARASOFIA京都国際現代芸術祭」
（2015 年、京都市）「さいたまトリエンナー
レ」（2016 年、さいたま市）「岡山芸術交流」
（2016 年、岡山市）「茨城県北芸術祭」（2016
年、茨城県）がこの 10 年間で始まるなど芸
術祭が急増しつつある3）。
　わが国では今世紀に入って各地で周期型国
際美術展が始まる。2000 年には、新潟県 6

市町村広域連携による「大地の芸術祭 越後
妻有アートトリエンナーレ」、翌 2001 年には
「ヨコハマトリエンナーレ」が始まり「トリ
エンナーレの時代到来」と言われた4）。里山
で広域的に開催される大地の芸術祭と都市の
複数拠点で開催されるヨコハマトリエンナー
レは、その後のわが国の芸術祭の原型を提供
することになる5）。
　芸術祭は、海外で定着している都市のアー
トフェスティバルの型を踏襲したものである
が、従来の美術展と異なるのは、企画運営に
おけるディレクター制、コンテンツとしての
現代アート、まちなか・廃校・野外など美術
館以外の場の活用、作品制作におけるサイ
ト・スペシフィシティ6）とアーティスト・イ
ン・レジデンスなど地域（住民）との連携、
などである。しかし最大の特徴は、前記の点
も含め地域振興のために地方自治体が主体と
なって実施されるケースが多い点である。つ
まり、芸術祭の開催目的は、かつての「文化
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トリエンナーレやアートプロジェクトなど芸術祭が全国で増加している。
これらの多くが地域活性化を目的にしており、
「芸術を道具として利用している」という批判もある。
本稿では、芸術祭を世界的な創造都市ブームの中で位置づけ、
ポスト2020年に向けた今後の展望を考察する。
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の振興」から、①観光振興、②地域経済活性
化、③開催地域の知名度向上やイメージアッ
プ、④住民のシビックプライド7）醸成、⑤子
どもへの教育効果、などの地域振興に移行し
てきた。

2　2017年に開催された
　世界の主な国際美術展

　2017 年は 10 年に一度巡ってくる 3大美術
展が重なるゴールデンイヤーだった。国際美
術展は、1895 年に始まるベネティアビエン
ナーレを嚆矢とし、第 2次世界大戦後数多く
の国際美術展が誕生した。ベネティアビエン
ナーレは、19 世紀末のイタリア統一により
ベネティアがその独立性を失うことに対する
危機感から芸術分野でのリーダーシップを確
立しようと企画された。主会場であるジャル
ディーニ公園には 30 の各国パビリオンが常
設されており、2年ごとに国を代表するアー
ティストが作品を展示する。また副会場のア

ルセナーレ（旧海軍工廠）でも作品展示が行
われる。57 回を迎えた 2017 年は、5月から
11 月の半年間開催され 61.5 万人の来場者が
あった（Frieze, 2017）。
　ドイツのカッセル市（人口 20 万人）で 5
年ごとに行われるドクメンタは、ナチスによ
り弾圧された「退廃芸術」の名誉回復を目指
して 1955 年に始まった。また、東ドイツに
対する西ドイツの優位性を示す政治的プロパ
ガンダとしての側面もあった。昨年開催され
たドクメンタ 14 は、深刻化する難民流入問
題に焦点をあて「アテネから学ぶ」をテー 
マに掲げ、カッセル会場の他アテネでも大規
模な展示を行った。メイン会場のカッセルで
は約 30 の市内各所の会場に 160 人を超える
作家の作品が展示された。これは、ドクメン
タに限らず現代アート全般に言えることだ
が、展示作品の多くは、その制作の背景を知
らないと理解できない文脈依存性が強く、日
本ではあまり見られない政治性、社会性の強
い作品が目立った。今回は、2都市開催など

表１ 2017 年度に開催された主なトリエンナーレ 

名称 通算回数 テーマ・コンセプト 会場 

ヨコハマトリエンナーレ 第６回 島と星座とガラパゴス 横浜美術館／横浜赤レンガ倉庫他 

中之条ビエンナーレ 第６回 アーティスト主導、住民との協働 群馬県中之条町 町内各所 

亀山トリエンナーレ 第４回 現代美術の祭典 三重県亀山市 商店街他 

札幌国際芸術祭 第２回 芸術祭ってなんだ？ 札幌市内各所 

牛窓・亜細亜藝術交流祭  第３回 JAPAN・牛窓国際芸術祭の精神を引き継ぐ 岡山県瀬戸内市牛窓地域  

いちはらアート×ミックス  第２回 
廃校活用、小湊鐵道・乗物の活用、 

豊かな自然と食 
千葉県市原市南部地域 

In Beppu 第２回 国際的に活躍する１組のアーティスト 別府市内各所 

奥能登国際芸術祭 珠洲 第１回 最涯の日本、最涯の芸術祭 石川県珠洲市全域 

北アルプス国際芸術祭 第１回 信濃大町 食とアートの廻廊 長野県大町市全域 

Reborn-Art Festival 第１回 芸術・食・音楽の「総合祭」　　 石巻、塩竈、東松島、松島、女川 

種子島宇宙芸術祭 第１回 自然と科学と芸術の融合 種子島全島 

（公式サイト等から筆者作成）

表２ 東アジア文化都市開催都市 

開催年 日本 中国 韓国 

２０１４ 横浜 泉州 光州 

２０１５ 新潟 青島 清州 

２０１６ 奈良 寧波 済州 

２０１７ 京都 長沙 大邱 

２０１８ 金沢 ハルピン 釜山 

高橋政行作「緑のラブレター」 

（藤野観光協会ＨＰ） 

表1　2017年度に開催された主な芸術祭

（公式サイト等から筆者作成）
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出費が嵩んだため 9億 5千万円の赤字を出す
大幅な予算超過となり、ディレクターのアダ
ム・シムジックは批判の矢面に立たされた
（Neuendorf, 2017）。
　ドイツのミュンスター市（人口 31 万人）
で 10 年に 1回開催される彫刻プロジェクト
は、その成り立ちがユニークである。彫刻家
ジョージ・リッキーがミュンスター市に野外
彫刻を寄付しようとしたところ、市当局がこ
れを拒否した。市民の間に「公共空間とアー
ト」に関する議論が発生し全国に波及した。
この動きを受け、ミュンスター市を包含する
ノルトライン・ウエストファーレン州の州立
美術館が 1977 年に彫刻プロジェクトを開催
したことに端を発する。実際にこのプロジェ
クトを作りあげたひとりカスパー・ケーニヒ
は、2017 年の第 5回展まで一貫してディレ
クターを務めている。このような経緯のた
め、本芸術祭で作家は、作品を置く予定の場
所を観察しながら滞在制作する（ワークイン
プログレス方式8）の先駆け）。昨年の第 5回
展では、市内各所に 36 人のアーティストの
作品が設置され、多くの観客は自転車を借り
て見て回った。観覧料金は無料であり、現在
では多くの市民が関わる市を代表するイベン
トとして定着している。
　周期開催ではなく単発の美術展であった
が、1986 年ベルギーのゲント市で開催され
た「シャンブル・ダミ」（友人の部屋）展は、
ゲント市内 50 数カ所の住宅を会場に、クリ
スチャン・ボルタンスキーや、ダニエル・ビ
ュレンらが与えられた家でそこにふさわしい
作品を制作し展示した。市民も作り手として
参加した画期的な展覧会として有名である。
ここで提示された場所の固有性を表す「サイ
ト・スペシフィシティ」は現代アートの最重

要概念のひとつとなっている。
　ミュンスター彫刻プロジェクトにおける
「ワークインプログレス」（作品制作中）やシ
ャンブル・ダミ展における「サイト・スペシ
フィシティ」（その場所ならでは）というコ
ンセプトからアートディレクターの北川フラ
ムは大地の芸術祭を構想した。サイト・スペ
シフィシティという場所の持つ力について北
川は「人はその場に立ち入り、場所を見つめ
直し、言葉ではないものを感ずる」と述べて
いる（北川、2005）9）。現在日本の芸術祭に
は、場所の固有性と地域との関わり（連携）
という現代アートの遺伝子がビルトインされ
ているといえる。

3 文化の道具化と公的文化支援の根拠
　わが国で急増する芸術祭は、そのほとんど
が地方自治体のスポンサーのもと、地域振興
を第一義的目的として開催されていることは
すでに述べた。例えば、新潟市が中心に実施
した「水と土の芸術祭」は「文化芸術が有す
る創造性を活かした新たな市民力の進展と、
『潟』や『食』、『おどり文化』など『新潟ら
しさ』の磨き上げと発信により、本市の存在
感を高めるとともに、魅力にあふれた、活気
あるまちづくりを進める」ことが開催目的に
うたわれている。
　国の文化政策においても、文化を他の政策
領域に活用する方向は強まっている。2017
年には文化芸術振興基本法が法の成立以来
16 年ぶりに改正され、改正第二条（基本理
念）には「（前略）文化芸術の固有の意義と
価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際
交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野
における施策との有機的な連携が図られるよ
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う配慮されなければならない」と「文化芸
術」の「道具化」を推奨する表現が盛りこま
れた。
　この文化の道具化は、世界的に共通する傾
向となっている。かつて文化政策においては
アームズレングスの原則10）が重要だと主張
されていた。つまり政府や地方自治体は、文
化に金は出すが口は出さない、というのが理
想的な公的文化支援の姿という考え方であ
る。しかし現実には、アームズレングスの原
則が文化政策で機能してきたと言われるイギ
リスでも、時代とともにこの原則が機能しな
くなっていった（太下、2017）。サッチャー
政権以降のニューパブリックマネジメントに
もとづく評価主義の導入が文化政策分野にも
及んだためである。
　ヒューイソンによれば、そもそも旧西側諸
国が、反体制的なものも含めて「芸術のため
の芸術」を支援してきたのは、旧東側諸国で
は実現されない表現の自由が西側では保障さ
れていることを誇るためであり、何もアート
を保護しようといった「善意」ではなかっ
た。しかし、その善意も冷戦終了とともに存
在意義を失い、政府は芸術支援のための新た
な大義名分が必要となった。そこから「プロ
パガンダという秘められた道具主義は、社会
的、経済的な再生というあからさまな道具主
義に変わった」としている（ヒューイソン、
2017）。
　イギリス政府は 1991 年すべての政府決定
を縛る評価ガイダンスとしての「グリーンブ
ック」を公表した。グリーンブックで示され
た評価法は、文化政策にも適用され、1997
年の保守党から労働党への政権交代以降も引
き継がれる。そこでは（文化政策の評価に際
しては）「美学的な問題を避けて、目標を設

定し、資金投入について合意し、そして評価
に関する体制を導入することであり、それは
文化への投資の経済的、社会的アウトカムを
予測すること」が意図され（ibid.）、本来数
量化できない文化の価値を仮想的に数量化す
る方法論が普及することになる。

4 文化による地域再生＝創造都市の台頭
　ズームアウトして世界的な文化の道具化現
象をより大きなフレームで捉え直してみよ
う。そこに見えてくるのは文化による地域再
生＝創造都市論である。20 世紀後半からの
脱工業化はそれまでの重工業を基幹産業とし
て発展してきた工業都市の崩壊を引き起こし
た。そのようななか芸術や文化の持つ創造性
を活かした地域政策＝創造都市政策が注目さ
れはじめる。例えば、工業の空洞化に直面し
たグラスゴーは 1980 年代に犯罪の温床だっ
た空き倉庫街をギャラリーやカフェなどの賑
わい空間に転換し地域再生を成功させ「グラ
スゴーシンドローム」と賞賛された。フラン
スのナント市は基幹産業である造船業の衰退
を契機に文化への集中的投資による都市再生
を果たした。かつてヨーロッパでも最大級の
工業地帯のドイツルール地方は深刻な雇用喪
失に見舞われるが、産業遺産を保存活用する
などの取り組みが奏功し観光客の大幅増加を
実現した。歴史的建築物をリノベーションし
た場所でのアート活動が創造都市のアイコン
となり、現代日本の芸術祭へとつながってい
る11）。
　このような文化による都市再生の取組に大
きく貢献してきたのが「欧州文化首都（European 
Capital of Culture）」である。これは、EC
（欧州委員会）が実施主体となり、毎年選定
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された 2都市が通年にわたり文化事業を実施
するプログラムである。欧州文化首都開催を
契機に都市が活性化しその効果が定着すると
いう効果が見られる事例が生まれ、創造都市
研究の端緒を切り開いたといわれている12）。
当初は、芸術のオリンピックとしてスタート
したが、次第にその都市再生効果が注目され
るようになり、現在では都市再生戦略を申請
書に書き込むことが求められるようになって
いる。
　このような創造都市論の登場は、かつての
モノの生産から文化・知識・価値の生産へと
産業構造が変化してきたことを背景に持って
いる。脱工業化時代のこのような傾向は、か
つて「知識基盤経済」「知識社会」とよばれ
た（例えばドラッカー、1993）。しかし知識
や情報は創造性の道具や材料に過ぎず、現代
経済の本質は、「知識経済」ではなく新しい
価値を創造する「創造経済」ととらえるのが
正しいと『創造的都市』の筆者チャールズ・
ランドリーは述べている。「創造経済」とい
う言葉は、脱大量生産型で知的財産の創造・
開発を重視した 21 世紀の経済を指す言葉と
して世紀の変わり目に登場した（例えば
Howkins, 2001）。アメリカの都市経済学者リ
チャード・フロリダは創造経済を牽引する人
材に着目し、科学者、大学教授、建築家など
の職業人を「創造階級（Creative Class）」と
呼び、彼らが数多く暮らす地域が発展すると
論じ、世界に大きな影響を与えた（フロリ
ダ、2008）。
　創造経済論に立脚した政策を実施したのが
イギリスのブレア内閣（1997 ～ 2007 年）で
ある。ブレア内閣は、建築、美術、デザイ
ン、ファッション、映画、音楽、舞台芸術、
など 13 の職業群を「創造産業」と定義し、

成長の著しいこれらの分野がイギリス経済を
牽引するとしててこ入れした。イギリスのこ
の政策は西欧だけでなく、アジア諸国にも大
きな影響を与えた。例えば、上海市政府はま
ちなかの工場を郊外に移転させ、そこの建築
物を保存し創造産業を集積させる「創意産業
園」を市内 90 カ所程度整備しており、その
規模は入居企業 4,000 社、雇用 8万人であ
り、上海市GDPの 7％ を生み出している
（鹿毛、2010）。
　創造都市はグローバルなトレンドになって
きた。2004 年からユネスコは世界遺産の後
続プログラムとして「創造都市ネットワー
ク」を開始した。これは、工芸と民衆芸術、
デザイン、映像、食文化、文学、メディアア
ーツ、音楽の 7つの創造産業分野について都
市単位に加盟を認め、都市間交流を促進する
ための取組であり、現在 72 カ国 180 都市が
加盟している13）。
　日本政府も 2007 年度から文化芸術創造都
市の取組を開始した。2013 年創造都市ネッ
トワーク日本（CCNJ）が設立され、現在 98
の自治体が加盟している。CCNJ は、様々な
活動を行っているが、2016 年「現代芸術の
国際展部会」が設置された。CCNJ メンバー
で国際美術展を開催する自治体間の情報交換
やノウハウの共有を目的に年一回の会議を開
催している。そして欧州文化首都の東アジア
版として 2014 年には「東アジア文化都市」
がスタートした。毎年日中韓 3カ国から選ば
れた都市が文化交流を行うもので、表2の
ように推移してきた。このように創造都市論
はグローバルなレベルで都市再生の切り札と
して流通し始めた。そして「創造都市」のア
イコンの一つが、都市を外部に開きプロモー
トする芸術祭（国際美術展）である。
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5 芸術祭のはらむ問題点
　話を芸術祭にもどそう。現行の芸術祭に対
する批判を見てみる。第一に、芸術祭が均質
化、陳腐化する傾向である。元来費用対効果
の点で大きな予算を必要とする芸術祭の開催
に否定的であった自治体とアーティストの間
に立ちながら大きな芸術祭を企画・実施する
ことができる人（プロデューサー）は非常に
限られていること、どこの芸術祭も観客動員
力のある著名なアーティストが呼ばれる傾向
があり、必然的に内容が似てくる。このよう
な均質化傾向に対して海外では「ビエンナリ
ゼーション（biennalization）」という批判も
されており、均質化は世界中で共通した課題
となっている。
　第二に、わが国における現代アートという
ジャンルの人気のなさである。日本では現代
アートのファンは極めて少数である。また、
芸術祭を訪れる観客の過半が若い女性であ
り、観客層の偏りが指摘されている14）。海外
では現代アートの展覧会に子どもや高齢者な
ど幅広い階層の市民が訪れており、現代アー
トの社会での浸透度の違いを感じさせる15）。
わが国で「分かりにくい」現代アートは、地
方議会の批判にさらされやすい。
　第三に、開催目的が曖昧な場合が多いこと
である。元来芸術祭は文化事業であるため、

経済的社会的次元の目標は設定してこなかっ
た。しかし、記述したように現在の文化政策
の方向は、文化の「外部性」を社会で活用す
る方向になりつつある。芸術祭の開催効果
は、文化的（人々に感動を与える）、経済的
（観光振興等地域経済活性化）、社会的（社会
包摂機能や住民のシビックプライド形成等）
次元にまたがる複合的なものであり、そのよ
うな複合性こそが芸術祭たる所以でもある。
成功かどうかの指標設定が、計測しやすい来
場者数、満足度調査などに偏りがちで、地域
の中長期的な変化への視点が不足している。
前述した欧州文化首都では、単なる文化振興
を目的にしているのではなく、中長期的なス
パンで地域に好ましい変化を起こしそれを定
着させることを目指している。今年の開催都
市であるオランダのレーワルデン市は、欧州
文化首都の開催テーマを、①文化と自然、②
都市と郊外、③コミュニティと多様性として
いる。これらのテーマの実現に向けて 800 の
市民提案型事業を実施するとしている16）。芸
術祭の開催は、アートに関心のない層を含め
広範な住民の参画をどのように組織化するか
が最重要課題と考えられる。そのためにもア
ーティストの「破天荒」で「常識を超えた」
発想やセンスが必要とされるのである。いま
芸術祭の概念を大きく拡張することが求めら
れる。
　第四に、芸術祭への住民の関わり方につい
てである。これまではボランティアという位
置づけで住民を「戦力」として活用すること
が主流であった。しかし、これは安易な役務
提供に堕する可能性が高い。成功していると
される瀬戸内国際芸術祭ではボランティアで
はなく「サポーター」と呼び、主体的な参画
を求めている。その成功事例のひとつを紹介

表１ 2017 年度に開催された主なトリエンナーレ 

名称 通算回数 テーマ・コンセプト 会場 

ヨコハマトリエンナーレ 第６回 島と星座とガラパゴス 横浜美術館／横浜赤レンガ倉庫他 

中之条ビエンナーレ 第６回 アーティスト主導、住民との協働 群馬県中之条町 町内各所 

亀山トリエンナーレ 第４回 現代美術の祭典 三重県亀山市 商店街他 

札幌国際芸術祭 第２回 芸術祭ってなんだ？ 札幌市内各所 

牛窓・亜細亜藝術交流祭  第２回 JAPAN・牛窓国際芸術祭の精神を引き継ぐ 岡山県瀬戸内市牛窓地域  

いちはらアート×ミックス  第２回 
廃校活用、小湊鐵道・乗物の活用、 

豊かな自然と食 
千葉県市原市南部地 

In Beppu 第２回 国際的に活躍する１組のアーティスト 別府市内各所 

奥能登国際芸術祭 珠洲 第１回 最涯の日本、最涯の芸術祭 石川県珠洲市全域 

北アルプス国際芸術祭 第１回 信濃大町 食とアートの廻廊 長野県大町市全域 

Reborn-Art Festival 第１回 （芸術・食・音楽の「総合祭」） 石巻、塩竈、東松島、松島、女川 

種子島宇宙芸術祭 第１回 （自然と科学と芸術の融合） 種子島全島 

（公式サイト等から筆者作成）

表２ 東アジア文化都市開催都市 

開催年 日本 中国 韓国 

２０１４ 横浜 泉州 光州 

２０１５ 新潟 青島 清州 

２０１６ 奈良 寧波 済州 

２０１７ 京都 長沙 大邱 

２０１８ 金沢 ハルピン 釜山 

高橋政行作「緑のラブレター」 

（藤野観光協会ＨＰ） 

表2　東アジア文化都市開催都市
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代日本の芸術祭、特に「地域アート」と呼ば
れる地域のアートプロジェクトはどのように
とらえることができるか考察する。藤田は
「地域アート」には「芸術性」が欠如してい
ると批判している。しかし、芸術性とは何か
再考する必要がある。そもそも「芸術」概念
は時代とともに変遷しているからだ。
　近代以前 art は「技術」を意味する言葉で
あったが、近代以降は美的価値を表す「芸
術」に変遷する。前近代では創造するのは神
のみであり、神の被造物である人間が創造す
るなどということはありえないことだった
（神への冒瀆）。したがって前近代においては
「芸術家」という概念は存在せず、存在した
のは「技術者」だった。しかし、神を放逐し
た近代社会では神が座っていた台座に座る新
たな神が求められた。それが「芸術」や「科
学」である。「芸術という宗教」の誕生であ
る（松宮、2008）。そして 18～19 世紀にかけ
て誕生したのが「芸術至上主義」「芸術のた
めの芸術」といった観念である。
　しかし芸術至上主義は、20 世紀早々アー
ティストによって粉砕されてしまう。マルセ
ル・デュシャンはレディーメードの男性用小
便器を逆さまに設置して作品「泉」として展
示した（1917 年）。既存の美学を根底から否
定したデュシャンの登場でアートワールドの
パラダイム転換が起こる。
　アーサー・ダントは、80 年代以降の芸術
を「ポストヒストリー時代における客観的多
元主義」と定義し、芸術の歴史的発展史観を
否定したうえで、どのような表現も許される
時代をむかえたと「芸術の終焉」を宣言した
（ダント、1995）。また、80 年代以降のアー
トでは、「どのような表現も許される」こと
になったが、同時にすでに「見て楽しむ」も

する。瀬戸内国際芸術祭は、当初県内の盛り
上がりが弱いといわれていたため香川大学附
属小学校の教諭がクラス児童に参加を呼びか
けたところ、子どもたちが反応し、芸術祭を
盛り上げる企画を考え、学校帰りに児童たち
はその企画を持って新聞社に持ち込んだ。後
日その顚末と企画内容が新聞に取り上げら
れ、子どもたちは同芸術祭のセレモニーにも
特別ゲストとして招かれるなど大きな反響を
巻き起こした（大崎、2016）。この例のよう
に、住民の参画から地域に想定外の望ましい
変化が起こることが「祭」としての芸術祭の
効果であろう。
　第五に、特にアートプロジェクトに対し
て、作品の質が低い、という批判がされてい
る。藤田直哉は、このような「地域アート17）」
においては、芸術表現が地域活性化のための
手段と化しており、そこには芸術性の評価が
欠落していると批判している。また、地域ア
ートには批評が成立しないことも指摘してい
る。「地域アート」においては、作品の多く
がモノではなくある種の出来事として特定の
場所と時間の中で展開されるため、批評家が
その作品を批評するにはその時間その場所で
作品を体験する必要があるが、そのようなこ
とは現実的でなく、事実上批評家が作品を批
評することができない。現代アートにとっ
て、作品の文脈依存性や批評は最も重要な要
素を構成するにもかかわらず、批評が成立し
ない地域アートのあり方を問題視している
（藤田、2016）。

6　芸術が終わった後の芸術祭を支える
　関係性の美学

　視点を変えてアートの歴史の中で見ると現
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のから「観客に何かを考えさせる」ものでな
くてはならなくなった（松井、2002）。アー
トの表現様式も絵画や彫刻と言った「モノ」
からパフォーマンスやアートプロジェクトな
ど「コト」へと変化した。ルーシー・リッパ
ードはこのような現象をいち早く芸術の非物
質化と呼んだ（Lippard, 1973）。
　「芸術」という近代の物語が終わった後の
芸術のあり様をめぐる議論はかまびすしい。
ニコラ・ブリオは、人々の出会いの場をつく
り出し、協働作業を企画・実施し、そこにお
けるコミュニケーションや関係性の生成を目
的とする「関係性の美学」を提唱した
（Bourriaud, 2002）。モノとしての作品制作
ではなく、コトとしての人々の間の関係性づ
くりの行為としてのアートというブリオの考
えは 1990 年代以降世界の現代アート界で大
きな影響力を持つようになり、わが国各地で
興隆するアートプロジェクトにも決定的な影
響を与えた18）。
　このように考えてくると、ポストモダンの
時代（創造経済の時代）に入って、「芸術」
の意味がその語源である「アルス」「テクネ」
（両方とも「技術」の意味）へ先祖返りして
いると考えることができる。もはや美的価値
で評価されるのではなく、その作品の示唆す
る社会的事象へのコミットメントのあり方が
批評の対象となるのが現代アートである。こ
のような考えを突き進めたのが「ソーシャリ
ー・エンゲイジド・アート」（Socially Engaged 
Art）である。「社会関与型アート」と訳さ
れるソーシャリー・エンゲイジド・アート
は、世界をよりよく変えたいと思うアーティ
ストによって考案された実践のことである。
ブリオにはまだ残存していた美学的要素を完
全に排除し、さらに著作者性（オーサーシッ

プ）をも放棄しようとしている（エルゲラ、
2015）。
　現代日本の芸術祭も、上述したアートの変
遷の到達点を共有している。そこでは伝統的
な絵画、彫刻といった形態の作品は減少し、
アートプロジェクトなど社会関与型、参加
型、のものが増えている。これは地域振興と
いう開催目的には適合している。地域住民の
参画を歓迎しているからである。しかし、日
本の芸術祭では、欧米のそれに比べて政治性
や社会批評性が非常に弱いことが指摘されて
いる（熊倉、2014）。スポンサーである地方
自治体と良好な関係を保ちたいという背景も
あると思われるが、この点は日本のアーティ
ストの抱える大きな問題であろう。

7 ポスト2020に向けた芸術祭の再構築
　雨後の竹の子のように増殖する芸術祭もい
ずれ淘汰の時代をむかえるだろう。10 年後
にはいまの芸術祭は半減しているのではない
だろうか。本稿の最後に芸術祭を継続・発展
させるための条件について考える。
　芸術祭は文字通り芸術の祭りだが、欧州文
化首都の事例で述べたように、文化振興にと
どまらない大きな外部効果を発揮する可能性
を持っている。なぜなら、脱工業化した創造
経済の時代では文化や知識の生産が経済活動
のなかで重要な地位をしめるからである。欧
州文化首都も芸術のオリンピックとしてスタ
ートしたが、次第に都市再生の色彩を帯びる
ようになっていった。開催都市のなかから明
らかに都市再生を果たす事例が散見されるよ
うになったからである。
　ここでいう都市再生効果とは、現在日本で
唱えられている地域振興・地域活性化とは若
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神奈川県と山梨県の県境にある山間地域で
9,000 人のコミュニティである。県の水源地
相模湖を抱えているため、企業誘致や住宅開
発ができず、発展から取り残されていた。同
地域では 1980 年代から芸術家村づくりが始
まり、現在では 300 人を超える芸術家などの
クリエイティブ人材が移住した20）。その結
果、日本初のシュタイナー学園（小中高一貫
校）が開学するなど地域に様々なイノベーシ
ョンが起き、人口減少に歯止めがかかるなど
大きな成果をあげている。クリエイティブな
藤野町の取組は、移住してきたクリエイティ
ブ人材が始めたものが多い。この取組も最初
は神奈川県主催の芸術祭「森と湖からのメッ
セージ事業」（1988 年）に出自を求めること
ができる。
　このように芸術祭は、地域を変革する大き
な可能性を秘めている。では具体的にどうす
れば良いのか。残念ながら紙幅はつきてしま
ったので、これから先の考察は次の機会とし
たいが、参考に筆者の経験を紹介しておきた
い。
　2005 年のヨコハマトリエンナーレでは、
アーティストの作品展示だけでは市民のなか
での広がりが限定的になることが分かってい
たので、様々な場面で市民参画を生みだすた

干ニュアンスが異なる。日本における地域振
興とは、観光客誘致や地域経済振興といった
経済の活性化という色彩が強い。都市間競争
という言葉も聞かれる。そこでは、ただひた
すら地域の自然資源と文化資源の自慢話と来
客誘致の言葉がならんでいる（ここに「地域
活性化」「地域振興」という用語への拒否反
応がうまれる素地があるのではないか）。こ
のメッセージからは地域の将来に関するビジ
ョンは感じられない。これに対して、欧州文
化首都の場合は、経済効果の他に少数者の社
会包摂や住民のシビックプライドやソーシャ
ルキャピタルの形成、といった社会的次元の
目標も示されている19）。それは「われわれは
このような地域づくりを目指している」とい
ったメッセージを伴っている。
　現在わが国では都市部から地方への若者の
人口移動が起きている。例えば鳥取県への県
外からの移住者は毎年増加しており、昨年度
は 2,000 人を超えた。これは 5年前の 4倍で
あり、若者の増加（70％ が 30 代以下）と I
ターン者の増加（全体の 48％）が特徴的で
ある（鳥取県、2017）。様々な研究は、地方
に移住する若者の動機として、都会では実現
できない「やりがい」「関わりしろ」を地方
に求めていることを明らかにしている。それ
は、仕事、暮らし、子育て、教育、遊び、仲
間、趣味、娯楽、社会貢献、などあらゆる分
野にまたがる。地方自治体の移住定住促進策
は「補助金」というインセンティブだけに頼
るのではなく、イノベーティブな地域の未来
ビジョンを示すことにより若者を「吸い寄せ
る」ことが重要となっている。芸術祭はその
最も効果的なツールであると考えることがで
きる。
　神奈川県旧藤野町（現相模原市緑区）は、

高橋政行作「緑のラブレター」
（藤野観光協会HPより）
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め に「作戦会議」を 開 催 し た。会場の
BankARTには 100 人近い人が集まり、グル
ープディスカッションをし、それらが市民企
画事業につながっていった。各グループには
活動費として予算が措置された。彼らの一部
はトリエンナーレ終了後も自主的に活動を継
続した。
　チャールズ・ランドリーは、創造都市を目
指す方法として、小さなコミュニティ単位で
住民の討論を行うことの重要性を主張してい
る21）。
　AI やロボットの発達により近い将来人間
は働かなくてよい社会が到来するかも知れな
い。そこでは、人間は、モノを作ることから
解放され、文化を作ることに専念するように
なる22）。古代ギリシャでは、仕事は奴隷が行
い、市民は学問、アート、教育、社会活動に
専念した。芸術祭は、そのような時代を迎え
るための予習問題集である。一つ一つの問題
を解きながら、地域の将来ビジョンを市民が
考えていくことが求められる。もはや都市間
競争の時代ではなく、都市政策競争の時代に
突入したのである。
　ポスト 2020 年、わが国は先送りしてきた
様々な問題が一気に露呈し混迷と疲弊に直面
するであろう。そのようなとき、新たな文
化・知識・価値を創造しクリエイティブな活
動が継続的に起きる地域に人々の注目が集ま
る。芸術祭はそうしたポスト 2020 の地域イ
ノベーションのエンジンなのである。

注
 1）トリエンナーレとは 3年に 1回開催される国
際美術展を指す（ビエンナーレは 2年に 1回。
世界ではビエンナーレが標準だが、日本はトリ
エンナーレが主流である）。

 2）本稿では、アートプロジェクトについては、

（三田村、2012）における定義「既存の作品観
を超えてアートを社会事業の触媒として使い、
企画の立案から調査・交渉・経営・制作・発表
にいたるすべてのプロセスを『作品』と考える
芸術活動の一つ」を援用する。
 3）（　）内は、事業開始年度と主催自治体
 4）筆者は、2005 年の第 2回ヨコハマトリエン
ナーレの横浜市の担当課長および 2016 年度ま
であいちトリエンナーレの実行委員を務めた。
 5）大地の芸術祭開始から 10 年後の 2010 年に
は、里山型の瀬戸内国際芸術祭と都市型のあい
ちトリエンナーレがスタートした。
 6）「芸術作品やプロジェクトの性質を表わす用
語で、その場所に帰属する作品や置かれる場所
の特性を活かした作品、あるいはその性質や方
法」（artscape）
 7）シビックプライドとは、住民の地元に対する
誇りや愛着を意味するが、より進んで積極的に
まちづくりに関わろうとする姿勢も含んだ概念
である。
 8）「進行中」「工事中」「未完成」という意味。
作品がつくられ続けているというニュアンスを
表す。
 9）北川は、大地の芸術祭の他にも、瀬戸内国際
芸術祭、奥能登国際芸術祭、北アルプス国際芸
術祭、いちはらアート×ミックス、など各地の
芸術祭の立ち上げに関わっており、わが国にお
けるこの分野の第一人者である。
10）利害関係者同士が適正な距離を保つことを意
味し、文化政策においては、「支援すれども口
は出さず」の意味で使われる。
11）横浜の BankART、直島の家プロジェクト、
あいちトリエンナーレの長者町会場など。
12）今年の欧州文化首都は、オランダのレーワル
デン市＆フリースラント州とマルタのバレッタ
で開催されている。
13）日本からは、金沢と篠山が工芸と民衆芸術部
門、神戸と名古屋がデザイン部門、山形が映像
部門、鶴岡が食文化部門、浜松が音楽部門、札
幌がメディアアーツ部門に加盟している。
14）しかしこのことは、里山型芸術祭の場合は、
若者が流出している過疎地で開催されることが
多いため（作品の評価とは無関係な文脈で）若
い女性の観客は歓迎される傾向も見られる。
15）この点については、学校教育のなかで現代ア
ートを体系的に教えるなど抜本的な対策が求め
られるだろう。
16）2017 年 3 月レーワルデン市担当者へのヒア
リングにもとづく。
17）藤田は同書のなかで「ある地域名を冠した美
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野田邦弘『文化政策の展開』学芸出版社、2014
年
パブロ・エルゲラ『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、2015 年
ピーター・ドラッカー『ポスト資本主義社会』ダ
イヤモンド社、1993 年
藤田直哉『地域アート　美学／制度／日本』堀之
内出版、2016 年
松井みどり『アート　“芸術”が終わった後の
“アート”』朝日出版社、2002 年
松宮秀治『芸術崇拝の思想　政教分離とヨーロッ
パの新しい神』白水社、2008 年
三田村龍伸『日本国内におけるアート・プロジェ
クトの現状と展望―実践的参加を通しての分析
と考察―』キンドル版、2012 年
リチャード・フロリダ『クリエイティブ資本論―
新たな経済階級の台頭』ダイヤモンド社、2008
年
ロバート・ヒューイソン『文化資本　クリエイテ
ィブ・ブリテンの盛衰』美学出版、2017 年
Bourriaud, Nicolas （2002） Relational Aesthetics, 
Presses du réel
Frieze.com, 28 Nov. 2017
Garcia,Beatriz （2013） London 2012 Cultural 
Olympiad Evaluation Final Report
Howkins, John （2001） The Creative Economy, 
Penguin Global
Lippard, Lucy R. （1973）Six Years
Mittag, Jürgen （2013） The Changing Concept of 
the European Capitals of Culture
Neuendorf, Henri （2017） Adam Szymczyk Led 
documenta to the Brink of Bankruptcy With a 
Show That Went Vastly Over Budget, Art 
World, September 12, 2017
Palmer/Rae Associates （2004） European Cities 
and Capitals of Culture
Selection of the European Capital of Culture 
2018 in the Netherlands, The Selection Panel 
Final Selection Report, Amsterdam, September 
2013

術のイベント」を「地域アート」と定義してい
る。

18）関係性の美学に対してクレア・ビショップ
は、それは社会性や政治性を欠いた仲間内の微
温的な関係づくりに過ぎないと批判している
（ビショップ、2011）。
19）欧州文化首都の第一義的な目的は「ヨーロッ
パ市民」の形成である（Mittag, 2013）。

20）当初町議会では「芸術家のような将来の生活
保護予備群を集めてなんになる」と批判された
そうである（（一社）藤野エリアマネジメント
代表理事中村賢一氏の発言）。

21）2004 年横浜での筆者との会話での発言。
22）DG Lab Haus 2018 年 1 月 26 日「坂本龍一
と伊藤穰一 人工知能と人間の未来を語る」に
おける伊藤穰一の発言、https://media.dglab.
com/2018/01/26-ryuichi-sakamoto-01/　2018
年 1 月 31 日確認
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