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要約:
本稿はマレーシア・ジョージタウンのストリートアート観光を事例として、観光の場におけるアート概念の動態について「アー

ト的なもの」を手掛かりに考察することを目的としている。
1990年代以降、公共空間を舞台に実施されるアートプロジェクトを対象に観光を行うアートツーリズムが拡大している。従

来の観光研究は、主にアートツーリズムの経済的側面に焦点が当てられ、社会的意味に関する議論が不足してきた。他方、地
域社会とアートとの関係に着目するアート研究は、アートを通じた社会関係の構築について論じてきたものの、一時的に作品
に接する観光客のような流動的存在を等閑視してきた。そこで本稿では、移動という要素に着目し、地域社会におけるアート
の動態について観光がいかなる影響を持つかを明らかにする。

ジョージタウンの町並みには観光産業の発展とともに多くのストリートアートが描かれている。これらの作品は観光の論理
によって作り出され、アートの諸制度に包摂されない「アート的なもの」として既存のアート概念を揺るがしている。加えて、
観光の場における「アート的なもの」の経験は、従来の研究で想定されてきた美学的なアート概念に再編成を迫る。

Abstract: 
This paper examines the dynamism of the concept of art in tourism, with the idea of “The Art” in a case study of street 

arts in George Town, Penang, Malaysia, a UNESCO World Heritage Site.
Since the 1990s, art tourism, which promotes the enjoyment of art or art activities in social spaces (e.g., paths, parks, 

or residence) have been increasing throughout the world. Local residents, artists, and curators join with tourists in social 
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spaces, developing strong connections through the arts and affecting the dynamics of the local community. Historically, 
Sociological art studies, focusing examining the relationships between art and local society, and examining how art activ-
ities builds social networks, tend to ignore the brief but substantial sociological impact by of tourists on art activities and 
society. On the other hand, studies about art tourism have been paid their attention only to the economic impact. This 
paper focuses on reconstruction of the concept of art elicited by tourism from the viewpoint of mobilities and “The Art”. 
These points of view are a relatively under-explored topic. This paper defines “The Art” as something does not conform to 
the art world; the rules and systems of the concept of art are mainly led by Europe and the United States.

Numerous street arts have been created in George Town, coincident with the development of the tourism industry. Since 
2012, more than 80 instances of street art have been created in the core of the world heritage region of George Town. 
Many of them were initially drawn as part of the 2012 George Town Festival. After 2013, however, tourism operators 
such as cafés, restaurants, and guesthouses began to include street arts into the walls of their own property, inspiring 
many tourists to seek them out, which spurred additional anonymous street arts in response. Expanding well beyond the 
initial seeding by the George Town Festival, the current proliferation is evidence that these pieces of street art as “The Art” 
have been encouraged by the logic of tourism, not by the logic of aesthetics. Thus, “The Art” is raising questions about the 
dominance of the Western art system. In addition, tourists experience and consume “The Art” as art at the tourist desti-
nation. This phenomenon indicates a situation in which the aesthetic art concept assumed in the previous study becomes 
meaningless, suggesting that the concept of art should be reconstructed by the essence of tourism.

I. はじめに

本稿はマレーシア・ペナン州のジョージタウンにおけ

るアートツーリズムを事例に、観光が地域社会に置かれ

るアートに対しいかなる影響を与えているのかを観光社

会学の視点から明らかにすることを目的とする。1990

年代以降、地域の公共空間に現代アートを設置し、アー

トを通して地域の活性化や文化交流をはかるアートプロ

ジェクトが国際的に増加している。それにともなって、

観光客が現代アートの鑑賞や作品制作への参与を目的に

その地域を訪れるアートツーリズムもまた発展傾向にあ

る。長期間のイベント形式をとるアートプロジェクトに

おいては、来訪者や観光客のような一見的かつ一時的な

参与者が数多く存在し、地域の人々やアーティストと同

様にアートプロジェクトの構成員となっている。しかし

ながら、従来のアートプロジェクトに関する研究は、アー

トを媒介に行われる人々の多様な行為や対話のありよう

について、アーティストやボランティア、一部の地域住

民などプロジェクトに継続的に参与する人々にしか注目

してこなかった。そこで本稿では、アートプロジェクト

の運営に内側から参加する人々のみならず、プロジェク

トを訪れる来訪者、つまり、現代アートの鑑賞に楽しみ

や刺激を求めて移動する観光客の存在に焦点をあてる。

その際、「アート的なもの」という概念を手掛かりにする。

「アート的なもの」とは、西欧を中心とする職業的なアー

トの制度や規則に準拠せず、グローバルなアート市場に

おける評価も目指さずに作られる制作物を指す。本稿で

は「アート的なもの」という枠組みを設けることにより、

観光が地域社会におけるアートのあり方にどのような影

響を与えるのかを明らかにし、観光の場におけるアート

概念の動態を捉える。

本稿の構成は以下の通りである。II章において、まず

アートツーリズムの対象として近年成長を遂げるアート

プロジェクトの特徴を整理する。そしてアートと地域社

会および観光について論じてきた先行研究の検討を通じ

て、本研究の目的を明確にする。III章では筆者が行った

現地調査のデータをもとに、ジョージタウンにおけるス

トリートアートと観光の実態を示し、その特徴を明らか

にする。IV章では観光の場におけるアートのあり方につ

いて「アート的なもの」の生成と消費の形式に注目して

分析を行い、V章では観光の影響によって地域社会にお

けるアート概念をめぐりどのような動態がみられるのか

を論じる。

II. 問題の所在

1. 「協働」を前提とするアートプロジェクトの広がり

アートツーリズムの対象となるアートプロジェクトは、

「地域の過疎化や疲弊といった社会問題、あるいは福祉

や教育問題など、さまざまな社会・文化的課題へのアー

トによるアプローチを目的としながら展開している文化

事業、ないし文化政策である」（小泉, 2012, p. 77）1）。各
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プロジェクトの目的に合わせ、ディレクターやキュレー

ターと呼ばれる運営者らによってアーティストが選ばれ

ることが一般的で、ひとつのアートプロジェクトのもと

で、アーティスト各々が作品を制作する。アートを設置

する場は、美術館やギャラリーなどの従来のアート関連

施設だけではない。たとえば、地域の公共施設や廃校、

古民家、道路、公園などさまざまな屋外の空間が舞台と

なる。そこではパフォーマンスが行われたり、その地域

の雰囲気や場の特性を活かしたサイトスペシフィックな

作品が作られたりすることも多い。

アートプロジェクトの大きな特徴は、アーティストが

作った成果物の展示や鑑賞を必ずしも前提とせず、アー

トの専門家と非専門家が協働しながら、作品の制作・鑑

賞を通じて、人々の交流や地域コミュニティの活性化

などの社会的な効果を目指すことである2）。このような

特徴の背景には、1990年代以降欧米を中心に関心が高

まっている「社会関与の芸術」や「協働のアート」、あ

るいは美学者のN.ブリオーが提示した「関係性のアー

ト」（Bourriaud, 1998）の影響がある。「関係性のアート」

はアーティストを含む、多くの人々の間で相互に交わさ

れるコミュニケーションや関係性に関心を向けており、

人々のアート作品への参加や体験、参加者同士の協働な

どによって特徴づけられている（Bourriaud, 1998; 小泉, 

2012）。

このようなアートプロジェクトの広がりを念頭に置き

つつ、本稿では「地域の公共空間に設置されるアートを

観光客が訪れ、作品の鑑賞や作品制作への参加を通して、

地域への理解を深めたり、アートとの接触を楽しんだり

する観光形態」をアートツーリズムと呼ぶ。対象は、前

述したアートプロジェクトに加え、グラフィティやスト

リートアート3）など、ゲリラ的に描かれた制作物を訪れ

るような観光の形態も含める。観光客は旅先において、

作品制作に実際に参加したり、アート作品と一緒に写真

を撮ったりするなどして、さまざまなかたちでアートに

接している4）。

アートプロジェクトという活動の浸透によって、従来、

美術館などの閉じられた場で行われていた受動的な鑑賞

のあり方が変化し、作品への参加や体験など新たな関わ

り方が生まれたことにより、アートはより広く社会に開

かれていった。アートが地域社会にもたらした影響やそ

の政治性については、人文科学の分野においても研究が

蓄積されつつある。次節では、地域社会と強いつながり

を持つアート作品や活動に焦点をあてた先行研究を整理

する。

2. 公共の場に設置されるアートと地域社会

アートプロジェクトにおいて重視される「協働のアー

ト」は、20世紀後半の芸術表現の多様化の影響を強く

受けている。アートの文脈において、1950年代ごろか

らアートを展示する本来開かれた場であるはずの美術館

が閉鎖的になっていたこと、また1980年代以降、アー

トの商業主義化が加速したことなどのアートをめぐる諸

制度の固定化を背景に、既存のアート制度に対して市民

やアーティストから批判が表出するようになった（吉

澤, 2011）。そこで、20世紀後半から徐々に新たな芸術

表現が模索されるようになっていく。特に1980年代以

降、芸術におけるモダニズムの終焉が叫ばれるなか、アー

ティストは「コンセプト」や「アイデア」を重視して作

品を制作するようになったり、表現の場を美術館のなか

から公共空間へ移したりするようになった。また、同時

期に社会全体でみられた脱工業化をめぐり、社会政治的

な作品の制作や新たな社会の仕組みのアイデアを提示す

る活動が路上や公共の場で展開され、それらはそれまで

のアート制度に対する反発だけでなく、既存の社会制度

への異議や反抗を唱える社会運動としての性格も持ち合

わせていた（小泉, 2012）。

このように1960年代後半以降、公共空間にアートが

設置されたり、活動が行われたりするようになったこと

により、政策的な意図のもと公共の場にアートを設置す

るパブリックアートや社会包摂のためにアートを用いる

コミュニティ・アートなどの活動に注目が集まり、地域

社会とアートとの関係に関する議論が活発化した。パブ

リックアートに関しては、主に文化政策学的な視点から

研究が行われてきた。

工藤はパブリックアートと都市の公共空間の問題を考

察するにあたり、アメリカのパブリックアート政策の歴

史を整理している（工藤, 2008）。アメリカでは1960年

代から隆盛をみせたパブリックアートが、特に1980年

代には市民社会論や公共圏などの議論と結びつくことに

よって、種々の議論を巻き起こした。たとえば、1980

年代の後半に起こった、R.セラが設置した『傾いた弧』

（Tilted Arc）の撤去をめぐる問題では、公共空間の権利

と市民の定義をめぐる議論が地域社会で巻き起こったと

いう。パブリックアートに関する議論は、市民社会にお

けるアートの意味を問うことを通じて、一般の人々が市

民権や文化享受、社会のあり方を問う道筋を作り出し

た。また1980年代以降の欧米では、ニュージャンルパ

ブリックアートという新たな枠組みが提唱され、彫刻中

心であった従来のパブリックアートの形態や設置の目的
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が変化した。特にコミュニティとの結びつきや社会的課

題の解決、人々のコミュニケーションをともなう制作の

プロセスを重視した作品がつくられたことが特徴である

（Lacy, 1995）。

松尾は1990年代以降のアートプロジェクトの増加に

関して、20世紀後半のパブリックアートとの連続性を指

摘する。従来のパブリックアートは、単なる鑑賞の対象

として彫刻が地域に設置されることが一般的であった。

しかし2000年前後から、アートと地域社会との関係に

注目が集まりはじめ、パブリックアートにパフォーマン

スや舞台芸術が接続されたことにより、社会関与を重視

するアートプロジェクトが成立するようになった（松尾, 

2015）。そこで、公共の場に設置されるアートは動的な

ものとなり、地域社会との関わりをますます強めていく

ことになる。それにともない学術的な研究においても、

文化政策学的な視点だけでなく、人文科学的な視点から

研究が蓄積されるようになっていく。具体的には、アー

トプロジェクトに関わる人々に目を向けた実証的な研究

や、プロジェクト自体が持つ政治性や構造を問う理論的

分析が現れている。特にアートプロジェクトに関わる

人々の交渉過程を実証的に明らかにする研究では、アー

トプロジェクトの場をひとつのコンタクト・ゾーン5）と

して捉え、アーティストや地域住民、プロジェクトに参

加するボランティアなどがどのような交流をし、いかに

社会関係を構築しているのかについて詳細に論じてい

る（小泉, 2010; 小泉, 2012; 金, 2012; 信藤, 2012; 越智, 

2014）。

しかし、アートをめぐる地域社会の動きを捉えるうえ

で、「作品」や「参加者」、「地域」の境界を措定して分

析するこれらの研究は、公共空間に置かれるアートの意

味を限定的で固定的な市民社会および地域社会のなかで

しか捉えてこなかった。前述してきたとおり、アートプ

ロジェクトは多様な人が集い交流する場になる。しかし、

プロジェクトに継続的に参与し、コミュニティやつなが

りを形成する人々がいる一方で、アートプロジェクトで

は他所から移動してくる観光客もまた重要な役割を果た

す。アートプロジェクトにおいては、観光客向けにパン

フレットが制作されたり、イベントに付随して地域の飲

食業・宿泊業が活性化したりすることが一般的である。

また地域住民も、観光客のまなざしを意識して、アート

を解説するようになったり、居住空間を作り変えたりす

ることがある。したがって、観光客は一時的な接触を前

提にアートプロジェクトや作品、そして地域社会と出会

うが、彼らが地域にもたらす社会的影響力は大きい。し

かし、従来の研究ではアートプロジェクトを契機に生ま

れる観光客の存在や需要に反応していく地域社会の姿を

捉えてこなかった。

J. アーリは現代の交通通信技術の発達を背景に、私た

ちの日常の移動性や流動性がますます加速していること

を指摘したうえで、社会科学領域の「移動論的転回」を

論じた（Urry, 2007 吉原訳 2015）。移動論的転回以降

は、現代社会の人・モノ・情報の移動の速度や量の増加

が社会や人々の生活を変化させることに関心が向けられ

る。したがって、このような社会状況を踏まえると、地

域社会におけるアートのあり方も、社会の流動性の拡大

によって大きく変化していると考えられる。ここから、

アートプロジェクトの場を「移動」を通して捉えること、

つまり観光客のような一時的な参与者を踏まえて捉える

ことの必要性が浮かび上がってくる。

3. 観光研究におけるアートツーリズム

それでは、観光研究においてアートツーリズムはいか

に議論されてきただろうか。地域社会におけるアート

と観光の意味について、先行研究の多くは、経済・政

策的効果に注目する量的な分析（吉川, 2011; 竹田・陳, 

2012; 白・十代田・津々見, 2014）や、アートツーリ

ズムの文化的意義に注目しつつも、それが地域社会の

活性化につながることを前提とするような視座（山口, 

2010）に限られている。これらの研究は、観光が持つ

移動性の社会的影響に目を向けているとは言い難い。

一方、アートツーリズムの社会的な意味をめぐっては、

近年いくつかの理論的な議論が蓄積されつつある。たと

えば、須藤はアートツーリズムにおける観光客の「参加」

の両義性に注目し、アートによる新たな社会関係の構築

は、日常の異化効果を持つ一方で、単なる物語消費を呼

び、アートが持つ批判性や敵対性を骨抜きにする可能性

があることを指摘する（須藤, 2017）。また、宮本はアー

トツーリズムを事例に、観光をめぐって地域住民の主体

的な対応が生起する過程を考察している。特に、観光客

とアーティストという外部からの来訪者が地域にもたら

す影響に焦点をあて、住民と来訪者のコミュニケーショ

ンのなかから新たな観光資源が構築される様子を明らか

にしている（宮本, 2013）。

このように観光研究では、地域社会におかれたアート

について、観光客を含む外部からのまなざしを考慮した

理論的研究の蓄積が見られはじめているが、一方で地域

社会とアートと観光が具体的にどのように影響を与え合

いながら、アートツーリズムの場が作り出されているの
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かを明らかにするには至っていない。

4. 本稿の目的

本稿は、従来のアート研究を移動の視点を通して捉え

直すことにより、観光が地域社会に置かれるアートにい

かなる影響を及ぼしているのかを明らかにすることを目

的とする。特に、先行研究が地域住民やアートプロジェ

クトに参与する人のみに注目してきたのに対し、観光客

という一時的な参与者が持つ流動性から地域社会におけ

るアートの動態を描き出すことを試みる。具体的には、

マレーシア、ペナン州の中心都市であるジョージタウン

における現地調査を踏まえながら6）、観光が地域に対し

て持つ影響をストリートアートの増殖と消費の過程に注

目することから明らかにし、観光の場におけるアート概

念の動態を捉える。

Ⅲ. ジョージタウンのストリートアートと観光

1. マレーシア・ペナン州の概要

マレーシアはマレー半島とサバ・サラワク州が位置

するカリマンタン島、そしてその周辺に位置するい

くつかの島で成り立っている。人口は約3,200万人で

（Department of Statistics Malaysia, 2016）、そのうちマ

レー系が約6割、華人系が約2割、インド系が約1割であ

り（Department of Statistics Malaysia, 2011）、 東 南 ア

ジアのなかでも、3つの民族が共存する多民族・多文化

国家として知られている。また民族の違いにともない宗

教もイスラーム教、仏教を中心に、ヒンドゥー教、キリ

スト教などが混在している。そのため、マレーシアでは

民族や宗教ごとに教育機関やメディアが異なるだけでな

く、日常生活における衣食住のありよう、年中行事、嗜

好などの文化的慣習も異なるという複雑かつ多様な社会

構造がみられる。

ペナン州はマレーシアの北西部に位置し、ペナン島

と半島部のバタワースという地域で成り立っている。

ジョージタウンは、かつてマラッカ海峡を行き来する

貿易船や商人が立ち寄る港町として栄えた歴史を持ち、

1786年からはじまるイギリス統治期には、海峡植民地

として都市の整備が行われた。その時期、ペナン島には

中国やインドから多くの移民が流入し、ジョージタウン

の各所にコミュニティを形成した。それが現在のペナン

の政治・経済・文化的状況に特殊な色を与えている。た

とえば政治的な状況を見てみると、ペナン州はマレーシ

ア全体の民族構成とは異なり、華人の人口比率が他州に

比べて比較的高く、マレー人と同程度の4割程度に達し

ており、華人色の強い政権が成立している7）。また、18

世紀以降、移民たちがジョージタウンにコミュニティを

作りそれぞれの生活文化を確立したことにより、ジョー

ジタウンには文化の多様性と混交性が生み出されること

になった。

2. 世界文化遺産としてのジョージタウン

2008年7月7日、ジョージタウンの町並みは、同国

のマラッカとともに「マラッカ海峡の歴史都市―マ

ラッカとジョージタウン」（Melaka and George Town, 

Historic Cities of the Straits of Malacca）としてユネスコ

の世界文化遺産に登録された。世界遺産指定地区の面積

は259.42ヘクタールであり、バッファーゾーン（150.04

ヘクタール）とコアゾーン（109.38ヘクタール）に分

かれている。ジョージタウンにおいて登録の際に評価さ

れたのは、イギリスの影響によって培われた植民地遺産

やマレー人・華人・インド人をはじめとする多民族性に

よって彩られた建築、生活文化、町並みである（George 

Town World Heritage Incorporated, 2014）。

ジョージタウンのコアゾーンには、大きく2つのエリ

アがみられる。ひとつはイギリス統治期にマラッカ海峡

に面して、コーン＝ウォリス要塞や旧庁舎などのイギリ

ス風建造物が並ぶ海沿いのビジネス街である。もうひと

つはショップハウスが立ち並び、歴史的建造物群が随所

に位置するエリアである。そこにはリトル・インディア

やキリスト教会、華人が建立した寺院や海峡華人が残し

た豪奢な邸宅であるプラナカン・マンション、インド系

ムスリムのカピタン・クリン・モスクなど、さまざまな

文化の遺産が点在している。

3. ジョージタウンのストリートアートの発展過程

(1) George Town Festivalの概要

現在、ジョージタウンのコアゾーンの町並みには80

以上のストリートアートが描かれている（2016年9月時

点）。いまではジョージタウンの主要な観光対象となっ

ているストリートアートも、そのはじまりは州政府公

認のアートフェスティバル“George Town Festival”（以下

GTF）で設置された9つの作品であった。GTFはジョー

ジタウンのコアゾーンを中心に、2010年から毎年実施

されているアートフェスティバルである。本節では、

2012年のGTFから2016年に至るまでのストリートアー

トの増加の過程を概観したい。まず、ジョージタウンの

ストリートアート拡大のきっかけを作ったGTFの概要を
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示し、次にストリートアート増加の経緯を追う。

GTFは2008年にペナンとマラッカが世界遺産に登録

されたことを祝うイベントとして、州政府が企画したこ

とによってはじまる。当時「アートの町、ペナン」を目

指していたペナン州は、アートをテーマにイベントを実

施した。ひとつはワイヤーを使って通りの歴史や町の背

景を伝える52個のワイヤーアートの設置であり、もうひ

とつがGTFの前身となるアートイベントであった。

現在開催されているGTFは、ジョージタウンで毎年6

月から9月の間に約1か月間、開催されているアートフェ

スティバルである。主な内容としてダンス・演劇・音楽

などの舞台パフォーマンスの上演、写真展、デザイン作

品やアート作品の展示、アートに関するシンポジウムの

開催などがあげられる。GTFへの参加の方法は、運営側

からのコミッションとプロポーザルの2通りがあり、毎

年60を超える展示や公演が期間中に実施されている（国

際交流基金, 2013）。2008年と2009年はそれぞれ1日

のアートイベントであったが、2010年以降に現在の形

に落ち着いた。GTFを率いているのは、ペナン島出身

のマレー人であるJ. シディック（Joe Sidek）である8）。 

2008年、世界遺産登録を祝うためのイベントが開催さ

れることになった際に、州政府はシディックをファウン

ダーとして指名した。彼はGTFの前身であるイベントを

含め、現在までGTFのファウンダーを務めている。GTF

の運営は、シディックが2012年に設立した文化や芸術

に関するイベントを運営するJoe Sidek Companyを中心

に行われている。

GTFはマレーシア国内における先駆的なアートフェス

ティバルであり、東南アジアのなかでも一定の認知度

を得ている。以下では国際交流基金が実施したアートプ

ロジェクトの運営方針に関するシディックへのインタ

ビューを参照しながら、GTFの特徴を特に3点から示し

ておきたい。

第1に、GTFにはガイドラインが存在せず、運営にあ

たってシディックに完全な自由裁量が認められているこ

とである。マレーシアは多民族国家であるゆえに民族・

宗教・文化に関する問題は繊細な部分も多い。しかし、

華人色の強い政権が成立し、これまで華人住民が多かっ

たペナンにおいては、むしろアートを通じてそういった

問題を顕在化させ、議論を促すような取り組みがなされ

やすい。シディックは、フェスティバルを構成する際に、

特定の民族・宗教・文化に偏らないクリエイティブな作

業の自由を保障することを心掛け、シンプルに良いもの、

本物であると認められる作品を取り上げているという

（国際交流基金, 2013）。

第2に、ジョージタウンの町をベースにプログラムが

構成されていることである。シディックは「フェスティ

バルは地元のコミュニティの現状を反映すべきで」ある

とし、ジョージタウンの人、コミュニティ、空間に焦点

をあてる、ジョージタウンの地域性に即した作品を積極

的に評価している（国際交流基金, 2013）。したがって、

GTFの方針は国際的に著名なアーティストを呼ぶことで

はなく、地域にとっていかに意義のあるプログラムを行

うかという点にあり、地域の個性とグローバリゼーショ

ンのバランスを重視している。

第3の方針は、地域の人々の教育に資するプログラム

と彼らにインスピレーションを与えるためのプログラム

との間のバランスを維持することである。第2の方針に

あるように、シディックはジョージタウンやペナンの伝

統と歴史性に言及することを重要視しているが、一方で

単に伝統舞踊を上演しただけでは観客を興奮させること

はできないとしている。教育的なプログラムもそれに終

始せず、刺激的で人を惹きつけるものでなくてはならな

い（国際交流基金, 2013）。

GTFの方針を再度整理すると、①作品制作におけるク

リエイティブな作業の自由を認め、良いと認められる作

品を選出していること、②海外アーティストの有名性に

こだわらず、地域の場所性を取り込んだフェスティバル

を目指し、アートの地域への還元を重んじていること、

③一方で地域の利益のみを追求しアートの質が落ちるこ

とは望まず、来訪者へ刺激を与える作品を求めているこ

とがあげられる。

(2) ストリートアートと観光産業の発展

それではGTFのなかでストリートアートはいかに生み

出されたのだろうか。

ジョージタウンのストリートアートは、2012年にGTF

の企画で初めて公的に設置されたことをきっかけに、

2013年以降徐々に増加を遂げた。以下ではストリート

アートの発展経緯と、そこから明らかになる特徴につい

て記述する。

ストリートアートがジョージタウンに初めて設置され

たのは2012年にGTFで行われた“Mirrors George Town”

という企画による。同企画ではリトアニア人のアーティ

スト、E. ザカレビッチ（Ernest Zacharevic）が「ペナ

ンの日常生活」をテーマに世界遺産コアゾーン内に9つ

の作品を設置した。ザカレビッチは、現在ジョージタウ

ンの観光の中心となっているアルメニアンストリートの
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ショップハウスに2011年ごろから居住し、自らの活動を

行っていた。隣の家に住んでいた男性の話によると、当

時彼は家の前で積極的に制作活動を行っており、ペナン

には友人と訪問したことがきっかけで移住したという9）。

図1は彼がジョージタウンに設置した作品のひとつで

ある。彼の作品の特徴は、子どもが主題となっているこ

とと、立体物と絵を混合させていることである。“Mirrors 

George Town”の作品のなかでも、兄弟の絵と自転車、少

年とバイク、少年と椅子、そして少女と窓を組み合わせ

たものが見られる10）。これらの作品に関して、ジョー

ジタウンの人々の反応を見ると、特に絵と立体物の組み

合わせが高く評価されている様子がうかがえる。作品の

質に対しても良好な評価であり、ほとんどの作品が町の

人々に受け入れられている。現在、コアゾーン内で最も

観光産業が発展しているアルメニアンストリートとカノ

ンストリートの周辺地区には、特に人気の高い2つの作

品が設置されており、彼の作品の影響力の高さを示して

いるといえよう。

シディックは彼の作品群を2012年度の最大の成果だ

と述べている（国際交流基金, 2013）。実際、後述する

ように、ザカレビッチの作品をきっかけとして、ジョー

ジタウンでは地域住民によるストリートアート活動が行

われるようになった。筆者が2015年に聞き取りを行っ

た際、シディックは「いままでやらなかったことを、地

域の人々はやるようになった」と述べ、肯定的な評価を

していた11）。

2012年にザカレビッチの作品が設置されたあと、

ジョージタウンにはストリートアートを求めて町歩きを

行う観光客の姿がみられるようになった。その変化を受

けて、2013年ごろから、最初の作品の影響を受けたア

ルメニアンストリート周辺の観光事業者の思惑によって

ストリートアートが描かれていくようになる。ここにお

いてジョージタウンでは、GTFとは別の動向として、地

域に住みつつ事業を行う人々の手により、ストリート

アートが「勝手に」生み出されるようになっていく12）。

当時、アルメニアンストリートの周辺は階下を工場とす

るショップハウスが並ぶ静かな町であったため観光関連

の店舗は少なかった。しかし2013年ごろから、ストリー

トアートに目を付けた少数の事業者がそうしたショップ

ハウスを改装して店舗を開き、作品を店舗の外壁に設置

するようになった。たとえば、図2は2013年にオープン

した土産物屋である。この店舗の外壁には、事業者の友

人の美術教師による福建文化を主題にした3つの作品が

描かれている13）。また、図3はレンタサイクルショップ

である。この事業者は以前からアルメニアンストリート

で事業を行っていたが、2013年に現在の場所に店舗を

移し、それと同時に新店舗の2階に居候していた知人に

ストリートアートを描いてもらった14）。

この時期の作品設置に特徴的なのが、事業者が絵の描

き手に対して、制作費およびコミッション費用を支払っ

ていないということである。つまり、2013年ごろにス

トリートアートが描かれる際には、契約としての金銭の

図1　“Mirrors George Town”の作品例

（2016年8月26日　筆者撮影）

図2　土産物屋のストリートアート

（2016年9月2日　筆者撮影）

図3　レンタサイクルショップのストリートアート

（2015年8月25日　筆者撮影）
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やりとりはほとんどみられず、作品は観光事業者の友人

や知人などによって、事業者との個人的な関係性のもと

で制作されていた。しかし2015年以降、ストリートアー

トを対象とした観光に徐々に変化がみられはじめる。ア

ルメニアンストリートでは観光客向けの新店舗が大幅に

増加し、ジョージタウンの世界遺産地区全体で、スト

リートアートの増加が顕著にみられるようになったので

ある。その際、新店舗はほぼ例外なく店の内／外壁にス

トリートアートを持つようになり、周辺地区は観光客用

の商品や店舗が並ぶ、地域の文脈とは切り離された観光

エリアとして発展しはじめた。

2013年頃の初期のストリートアート作品がオーナー

と描き手との個人的な交友関係などを利用して制作され

ていたのに対して、2015年以降に描かれたストリート

アートは、コミッションやプロポーザルといった形式で

描かれる場合が多くなった。たとえば、ゲストハウスへ

の聞き取りでは、2015年12月に営業を開始するにあた

り、アーティストに絵を依頼し、謝礼金を払って描いて

もらったと事業者は述べている15）。

このように、ジョージタウンのストリートアートの発

展は2012年のGTFに端を発し、その後2013年以降は観

光産業の発展とともに拡大を遂げ、2015年ごろに急激

な発展がみられたことが特徴的である。さらに、2015

年以降は、他のアート関連事業にも変化がみられはじめ

る。たとえば、第二次世界大戦後ペナンで活躍した民間

バス会社の倉庫を改築して新たに誕生したアートスペー

スを中心に、GTFとは異なるストリートアートプロジェ

クトが生まれたり、政府の資金によってショップハウス

の廃屋をアートギャラリーに転用する計画が提示された

りし（Gibby, 2016）、ストリートアート観光にとどまら

ない、アート関連事業全体の活発化もみられている。

4. 拡散性と匿名性―ジョージタウンのストリートアー

トの特徴

ジョージタウンでは2012年に設置された作品をきっ

かけに、観光事業者が私的にストリートアートを設置す

ることによって、地区内のストリートアートが増加し続

けてきた。このような状況は、アートプロジェクトの

下で、計画的かつ調和的に実施される地域社会の人々と

アートとの関係形成とは異なる様相である。その特徴と

して以下の2点が指摘できる。

1点目は、偶発的な拡散性である。計画的な「協働のアー

ト」の実施であれば、作品の制作は、アーティスト自身

やプロジェクトの運営者によって、一貫したコンセプト

やテーマが決められたり、作品の設置場所や条件にも一

定の制限が設けられたりすることが一般的である。しか

しジョージタウンのストリートアートは、アートフェス

ティバルの枠を出て、実際にはフェスティバルにほとん

ど参加しない観光事業者によって16）、突発的に、そして

集合的な目的が共有されずに設置され、増殖を続けてい

る。

集合的な目的を有していない理由として、ジョージタ

ウンには作品の運営や管理を行う中心的な組織が存在し

ていないことがあげられる。華人が多く住むペナンには、

公司（寺）を中心に同一の宗族名や現在居住している地

区、もともとの中国の出身地などによる共同体組織が重

層的に存在している。また貴金属取引やカフェなどの職

業による商業的な組合も存在している。しかし、聞き取

り調査からは、ストリートアートや観光産業に関連する

組織は存在しておらず、住民間でも自主的な制限はな

く、ストリートアートに関して目指す方向性が共有され

ているわけではないということが明らかになった。また、

GTFも実質的には地域住民に対して拘束力は持っておら

ず、求心力にもなりえていない。したがって、ジョージ

タウンのストリートアートは中心を持たず、個人的で私

的な活動のまま、増殖を続けることになっている。

2点目の特徴は匿名性である。美術館での展示はもち

ろんアートプロジェクトのなかで制作される作品は、屋

内外の設置に関わらずアーティストの名前と不可分な形

式をとってきた。それは西欧近代のアート制度が基盤と

なってきたからである17）。しかし、ジョージタウンのス

トリートアートは、観光事業者の友人で絵が得意な者が

描いたり、学生が描いたり、あるいはゲリラ的に描かれ

たりする場合が多くみられ、そこにアーティストの作者

性は付されていない。たしかに、2015年以降描かれた

一部の作品には、絵の隅にサインが入っているものもみ

られる。しかし、それは観光客にほとんど認識されてい

ない。たとえば、ジョージタウンのストリートアートを

めぐる町歩きマップには、ストリートアートの情報とし

て絵のタイトルと場所と写真だけが提示され、アーティ

スト名は明示されていない。また、町歩きマップはスト

リートアートが流行りだした初期に作られたものであ

り、そもそも15個程度しか作品が明記されていない。つ

まり、ジョージタウンに広がるその他の60以上の作品

は、アーティスト名も絵のタイトルも分からないまま、

観光客の眼前に存在していることになる。
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IV. 観光の場におけるアート概念の揺らぎ

1. ストリートアートを増殖させる観光の論理 

このようにジョージタウンのストリートアートは、

2012年にGTFを契機に設置された“Mirrors George Town”

を皮切りに、2015年以降は偶発的な拡散性と匿名性とい

う特徴を持ちながら増殖を続けてきた。この背景には、

ジョージタウンのストリートアートの増加とともに発展

を続ける観光産業の影響が大きい。それではこの過熱す

るストリートアートと世界遺産地区における観光の隆盛

をGTFや遺産保護を目的とするNPOのPenang Heritage 

Trust（以下PHT）はいかに捉えているのだろうか。本章

では、GTFとPHTのストリートアート観光に対する評価

と事業者たちの意識を照らし合わせながら、ストリート

アートがどのように増殖し、いかに消費されているの

かを論じ、観光の影響によって生じる地域社会における

アート概念の揺らぎを明らかにする。

まず、ストリートアートの増殖の背景について、観光

が地域に与える影響に注目しながら、GTFと観光事業者

との間にみられるストリートアートへの意識の差を論じ

る。

そもそも、ジョージタウンのストリートアートは、

GTFという政府公認のアートの取り組みのなかで、ペナ

ンの生活や場所性を反映するものとして制作され評価さ

れたものであった。III章において、GTFの方針を3つの

観点から整理したが、ここでは特に②の方針、地域をベー

スにアートフェスティバルを行うことに注目する。前述

したように、シディックは、GTFを通じてジョージタウ

ンのストーリーを地域の人々や来訪者に伝えようとして

いる。彼によると、ストーリーとは、町そのものやホテル、

人々の生活のなかに内在する場所の履歴である。たとえ

ばジョージタウンの北東にあるEastern & Oriental Hotel

は1885年にアルメニア人のサーキーズ兄弟によって建

てられた東南アジアのなかでも最古の西洋近代的なホテ

ルであり、その時間の積み重ねから、多様なストーリー

を持つものとして存在している。またジョージタウンの

街角も、イギリスの統治期から現在に至るまで、さまざ

まな情景をみてきたという意味でストーリーを持ってい

る。このようにモノがもつ歴史性を勘案して、シディッ

クはジョージタウンのすべてのものにストーリーを見つ

けようとする。

他のアートプロジェクトと比較したGTFの特長につい

て尋ねた際、彼は東南アジアのいくつかの大規模なアー

トフェスティバルは素晴らしい舞台を上演するが、それ

がどこでもできるという意味では批判的であった18）。彼

はペナンのストーリーに価値を置き、場所性を意識した

アートプロジェクトを行いたいと考えている。

2012年の“Mirrors George Town”もまた、「ペナンの

日常生活」を表現していることからペナンのストーリー

を喚起するものとしてGTFの企画に採用され、結果的に

地域住民や観光産業に対して絶大な効果を及ぼし、ザカ

レビッチのストリートアーティストとしての知名度を向

上させた。しかしここで指摘しておきたいのは、そもそ

も同作品が設置を許されたのは、GTFを通して許可され

たものであったからという点である。筆者が実施した聞

き取り調査において、観光事業者は、ザカレビッチがペ

ナンに滞在しはじめた2011年、初めてジョージタウン

の建物に描いたインド人女性の肖像画は、すぐに州政府

によって消されてしまったという話を印象的なエピソー

ドとして語った。ここから分かるのは、GTFが2012年

にザカレビッチの壁画を「公認」するまでは、ジョージ

タウンでは建物の外壁への「落書き」は不当なものとみ

なされ、排除の対象だったということである。したがっ

て、彼の作品はGTFの一部として発信されたときにはじ

めて、ストリートアートの作品として認められ、ジョー

ジタウンに影響を及ぼすことができるようになったので

ある。

ところが、2013年以降、観光事業者たちの手によっ

て生み出されたストリートアートは、GTFの重視する場

所性や地域への還元という価値から離れていっている。

ここで、ストリートアートの増殖が観光の影響下にある

ということを設置理由、作品の評価軸、観光客の様子の

3つの観点から論じたい。

まず、設置の理由である。2013年にストリートアー

トを設置した観光事業者への聞き取りによると、彼らは

2012年から2013年頃にかけて、“Mirror George Town”

にて設置された作品群を見て喜ぶ観光客が徐々に現れる

のを目の当たりにし、自分も観光産業に参入し、ストリー

トアートを描いて観光客を呼び込みたい、あるいは喜ん

でもらいたいと考えたという。彼らは、GTFで設置され

たストリートアートを「観光客が喜ぶ」という視点で再

解釈し、店舗を出すと同時に自らもアートに関わる活動

に参与したといえる。

また、2015年以降ジョージタウンの観光産業に参入

した店舗への聞き取りからも、多くの店舗が観光客を呼

ぶためにストリートアートを描かせたことが明らかに

なった。彼ら新規の参入者は、2015年以降みられる観

光産業の活発化にともない、自店舗が観光客に注目され
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るために、欧米などで活躍するアーティストに報酬を支

払って描いてもらう場合が増えている。このことから

ジョージタウンでは、観光客の流入、観光産業の活発化

を前提にストリートアートが設置されていったことが明

らかになる。

次に、作品の評価軸である。GTFを運営する人々とは

異なり、ストリートアートを設置する観光事業者のなか

に学問的にアートを学んだ人は誰もいなかった。しかし

ストリートアートが発展を続けるにあたり、彼らは町中

の作品を評価するようになっている。調査のなかでスト

リートアートへの認識を尋ねた際、事業者たちは作品を

絵の得手不得手や色彩などの質の面で評価する一方、観

光客がいかにインタラクトできるかという点を重視して

いた。後者に関しては、壁に描かれた絵のサイズが大き

すぎると観光客が一緒に写真をとって創造性を発揮する

ことができないため批判される傾向がある。

観光客が作品と一緒に写真を撮るとはどういうこと

か。たとえばジョージタウンを訪れる多くの観光客は、

単にストリートアートと一緒に写真を撮るだけでなく、

作品とともにパフォーマンスし、写真を「創作」してい

る（図4）。観光客は写真撮影のために列を作り自らの出

番を待ち、出番が来たら、自転車の椅子に寄りかかる、

自転車を後ろから（あるいは前から）押す、自転車に轢

かれるなどのポーズを瞬時に表現し、2、3枚の写真を

撮って次の撮影者と入れ替わる。観光事業者は、観光客

が行うこれらの行為を「ストリートアートとのインタラ

クション」と呼ぶ。観光客は写真を撮る際に、ストリー

トアートのテーマを理解したうえで、自らがどのような

ポーズを取るか決めることで創造性を発揮しているとい

うのだ。したがって、壁に大きく描かれた作品や高い位

置に描かれる作品は、観光客がパフォーマンスする機会

を与えないという意味で望まれないものになる。

このような観光客目線の評価は観光事業者が独自に考

えたものであり、GTFの方針にある評価軸とは異なる。

前述したように“Mirrors George Town”は地域のストー

リーをアートで表現しているという観点から評価され

た。しかし現在、観光事業者たちが作り出している作品

あるいは評価軸は、アートを美学的な観点からではなく、

観光客の様子を日々目の当たりにする日常的な経験から

理解した結果生まれたものである。彼らは「ストリート

アートが面白い」、「観光客に喜んでもらえる」と感じた

ため積極的に事業に取り込んでいる。言い換えれば、観

光事業者による作品の評価においては、当初ストリート

アートがGTFによって期待され実行された、ペナンのス

トーリーを表すという価値や役割は消え、「観光のため」

という新たな目的が付け加えられているのである。

最後に、観光客の様子である。ジョージタウンにおい

てストリートアート観光はどのように行われているの

か。現地での観察では、ストリートアートを求める観光

客は平日・休日を問わず確認された。観光客の多くは、

国内とシンガポールから訪れる華人やマレー人などであ

り、自転車を借りてジョージタウンのストリートアート

をめぐる。前述したように、町中において観光客は、ス

トリートアートの写真を撮影したり、一緒に写真を撮っ

たり、それをSNSに投稿したりしてアートツーリズムを

楽しんでいる。これら一連の、写真撮影からネット上で

の写真共有までの流れは、観光客がストリートアートを

通じて新たなアート作品を創出していくパフォーマティ

ヴなプロセスとして捉えることができる。観光客は壁に

描かれた絵を自らのカメラで「切り取り」、また各々が

好きなように作品に「参加」して写真を撮り、それをネッ

ト上に「拡散」させていくことで、壁に設置された絵と

は異なる作品を新たに創出していく。こうした行為は、

まさに観光事業者やアーティストが「ストリートアート

とのインタラクション」と口にする、観光客と作品との

関係が築かれて生まれる二次創作的な行為である。それ

に対して、事業者やアーティストは、それぞれの観光客

の読み解きや反応を楽しみ、観光の文脈に合わせて作品

を評価し制作していくことになる。

観光客によるストリートアートの撮影は、たしかにそ

れだけでは経済的効果を生み出さない。しかし、観光

客が食事・宿泊・買い物などの基本的な観光を楽しむこ

とによって、ジョージタウンの観光はより活発になって

いく。さらに、観光客がストリートアートを二次創作す

ることによりネット上での情報拡散が進み、再帰的に

ジョージタウンはアート観光地としてよりいっそう有名

図4　ストリートアートと一緒に写真を撮る観光客

（2016年8月30日　筆者撮影）
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になっていくのである。

このようにジョージタウンにおいては、作品の設置理

由・評価軸の設定と、観光客によるストリートアートの

消費が、常に再帰的に影響を与え合っている。観光事業

者たちは観光客の様子や実際の経済的効果に日常的に接

することにより、その影響を実感することで、さらなる

事業の活発化を求めるようになる。ここにおいてGTFが

ストリートアートに期待する役割は無効化され、観光の

論理のもとにストリートアートが増殖していることが分

かる。

2. アートとして消費されるストリートアート

前節において、観光の有用性によってストリートアー

トが生み出されていく構造を明らかにした。ここでは、

地域社会に置かれるアートと美学的アート概念との関係

性を明らかにしたうえで、実際にストリートアートがど

のように消費されているのかを論じる。

まず、地域で展開されるアート活動について、美学的

にいかなる議論がなされているのかを確認しておきた

い。II章であげた「協働のアート」は、西欧を中心とし

た美学的な批評において、その社会的意義が評価される

一方、アートの質の側面から批判的に論じられる傾向が

ある。C. ビショップやP. エルゲラのような美学者は、社

会的課題の解決やコミュニティの融和を目的に行われる

倫理的なアートを批判している。その理由は、ビショッ

プらが人の生や日常に揺さぶりをかけるようなアートの

批判性や敵対性にアートの意味や存在意義を見出してい

るからである（Bishop, 2012 大森訳 2016）。したがっ

て美学的な基準に従うならば、世界各地で拡大している

アートプロジェクトのなかには、美学的に評価される批

判性を持った作品や活動が成立していることもあれば、

社会的調和という目的が先行しアートが道具化したよう

な作品が制作される場合もあり、プロジェクトごとの

アートの質はさまざまであるとみなされる。

しかし、本稿が注目したいのは、実際のアートプロ

ジェクトの現場においてはそういった美学的に対象とな

る作品（評価の良し悪しにかかわらず）の外に、アート・

ワールドの制度や規則19）を共有しない「アート的なも

の」が生まれているということである。地域住民はしば

しば、プロジェクトに便乗しつつもアーティストの手を

借りずに好きなものを作ったり、来訪者に自らの活動を

見せたりする機会を持つ。それは住民にとって生き甲斐

やコミュニケーションの場を作るという意味で重要な役

割を果たす。

しかし、アートを分析の対象とする美学においては、

そもそもアートの概念が批判性の有無やアート・ワール

ドの制度などの基準によって判断されているため、その

外にこぼれ落ちる実践に目が向けられてこなかった。加

えて、前述したアートプロジェクトに関する人文科学的

な研究もまた、アートをめぐる人々の交渉を描き出して

きた一方で、議論の対象となるアートは美学と同様の

アート概念から捉えられてきた。しかし、アートの種類

や目的が拡張した現代社会において、狭義のアート概念

に固執し、その社会的影響を考察することには限界があ

る。むしろ、アートという枠組み自体を問題視し、アー

トとアートの非専門家の接触によって新たに創出されて

いる、脱制度化したアートの広がりとその社会的意味を

捉える視座が求められている。

ジョージタウンの例に話を戻すと、観光客の存在を前

提とするストリートアートの増殖に対して、GTFやPHT

は批判的な態度をとっている。たとえば、シディックは

GTFの目的として、場所性に加えてアートが人々にもた

らす刺激にも重点を置いている。彼は筆者による2度の

聞き取りに対し、「アートを通して人々の目を見開かせ

たい」と述べていた。そう述べる背景についてシディッ

クは2つの例をあげる。1つは、現在マレーシアのアート

が欧米のアートのコピーアンドペーストの状態に陥って

いることである。もう1つは、マレーシアが多民族国家

であるがゆえ抱える政治的対立や宗教的問題などを背景

に、日常の文化・社会的状況においてしばしば閉塞的な

考え方に陥りがちだということである。このような、文

化的活動に創造性が欠けてしまうようなマレーシアの状

況を憂慮し、彼は、アートを通じて、日常的に遭遇しな

いものに出会うチャンスを人々に与えることを意識して

いる。

このような観点から、シディックは拡大するストリー

トアートを、ストーリーを持たない単なる「ペインティ

ング」、あるいは消費主義に傾倒した「コマーシャル・アー

ト」であると批判する。なぜなら、経済的な利益や単に

絵の「面白さ」にしか興味がない観光事業者の実践には

「ハート」がなく、GTFが求めるアートの刺激的な側面

とは明確に動向を異にしているからである20）。

ここでシディックのいうアートの刺激をもたらす力

や、ストーリーという考え方が、欧米を中心とするアー

ト・ワールド的な基準に依拠していることを指摘しなけ

ればならない。シディックが唱道するアートを通して

人々に日常を相対化する契機を与えたいという意見は、

ビショップらに通じるアートの批判性や敵対性を意識し
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ている。彼は自身の役割について以下のように述べる。

ペナンの人々がしばしば、なぜ地元の演劇やショーをやら

ないのか？地元の作品が足りないのではないか？と質問す

ることがあるのだが、彼らがすでに見てきたものを見せる

必要があるだろうか。または見ることができるものを見せ

る必要があるだろうか。フェスティバルはチョコレートの

ようなもので、異なる部分を試しに食べてみると酸っぱい

とか甘いとか…違う味があることが分かる。だから、私は

若い人たちの選択肢を増やして、さまざまなことを見せな

ければならない。

ここから、シディックは単に地域の文化をアートプロ

ジェクトに含めたり、鑑賞者に好ましいアートを見せた

りするだけでは意味がなく、アートを通して人々に考え

るきっかけをもたらすことが重要だと考えていることが

分かる。これは、社会的問題の解決を促したり、地域活

性化を前提にアートを手段としたりするようなアートプ

ロジェクトのあり方とは異なる、現代アートの批判性に

価値を置いた考え方であるといえる。また、ストーリー

という考え方からも、彼が現代アートの主要なテーマで

ある、地域性や作品のコンセプトを重んじる方針を踏ま

えていることが分かる。ここから、GTFが持つアートに

対する価値観は、極めて欧米中心の美学に近く、鑑賞者

になんの刺激も与えないストリートアートは「アート」

ではなく、単なる「絵」として批判の対象になっている

ことが明らかになる。

また、シディックは、ジョージタウンの観光のあり方

に関しても、観光客数の増加による町の喧騒や混雑を

生むという点からコントロールの必要性を指摘する。彼

に言わせれば「彼ら（観光客）は遺産や文化を見るより

も、写真を撮ってゴミを落として帰るだけ」なのである。

PHTの職員も「観光客は何も考えておらず、新しいもの

を求めているだけ」として、ジョージタウンの消費主義

的な観光空間化を批判する21）。また、観光産業の発展

にともなう外部からの資本の流入をジェントリフィケー

ションとして捉え、ジョージタウンの生活文化が失われ

ていくことに危機感を示している（藤巻, 2016）。

しかし、現地調査によれば、実際の観光の現場では事

業者も観光客も、誰もストリートアートが美学的に評価

されうるアートであるかどうかなどは気にもとめていな

い。観光客は作者性を考慮することもなければ、GTFで

作られた作品かどうかを気にすることもなく、美学的な

アートの質には関心が及んでいない。彼らは写真を撮っ

たり、町歩きをしたりすることを通じて、ただ「アート

ツーリズム」を楽しんでいるのだ。

前述した通り、GTFやPHTは偶発的に増殖したスト

リートアートを「アートではない」として批判する。また、

Tourism MalaysiaやPenang Global Tourism、George 

Town World Heritage incorporatedなどの公的な団体が

発信するジョージタウンの観光情報にもそれらへの言及

はなく、あたかも存在していないかのように扱われて

いる。しかし、一方で観光客の認識のレベルにおいて

は、ストリートアートが個人のブログやネットニュー

ス、SNSなどのメディアによってアートとして拡散して

おり、その過程を通じて「ジョージタウン＝アートの町」

というイメージが構成されている。たとえば、個人のブ

ログでは、自分で撮影したストリートアートの写真と場

所が掲載され、口コミサイトでは「ノスタルジックたっ

ぷりのアートな街」「ウォールアートが素敵な街」など

の書き込みがみられ、ジョージタウンの町歩きとアート

が強調されている22）。そしてⅣ章の1で論じたように、

ジョージタウンにおいては、現実にそれを消費しようと

する観光客が数多く存在しており、アートの町というイ

メージは循環的に再生産され強化されている。観光客に

とって、ストリートアートは質の高いアート鑑賞や日常

の異化をもたらすものではなく、イメージ通りの写真を

撮る場である。それはGTFが想定するアート概念とはず

れている。しかし、観光客はメディアが作り出した表層

的な記号としてのアートを消費し、ストリートアートを

アートとして経験しているのだ23）。

ここでは観光の文脈において、GTFが構想するアート

概念とは異なる「アート的なもの」が生まれ、アートと

して商品化され、消費されている。そこで駆動している

のは、明らかに審美的な価値観ではなく、観光客の好奇

心を満足させるという商業性に特徴づけられた観光の論

理である。つまり、観光の場において、アート概念はアー

ト・ワールドの制度や規則に守られたものではなく、た

とえ批判性やストーリーが喪失してもアートであり続け

てしまうような、揺らぎのなかに置かれる。美学におい

て見落とされてきた「アート的なもの」は、観光の文脈

においてアートとして受け止められてしまうのだ。

V. おわりに―観光によるアート概念の揺らぎと再編成

本稿では、地域社会におけるアート概念の動態を観光

客の移動性に注目して明らかにすることを試みた。

II章とIV章で論じたように、これまで地域社会におけ
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るアートについて論じてきた先行研究は、アートプロ

ジェクトや地域に置かれるアートへの外部からの影響に

ついて、アーティストやボランティアの影響には目を向

けてきた。その一方で、プロジェクトへの一時的な参与

者である観光客の存在は射程に入れてこなかった。また、

分析においては制度的なアート概念が無批判に前提とさ

れてきた。

それに対し本稿では、観光客の存在を考慮してジョー

ジタウンにおけるストリートアート増加の実態を明らか

にした。ジョージタウンでは、観光客数の増加に呼応す

るように、アート・ワールドの制度や基準に必ずしも依

拠しない「アート的なもの」としてのストリートアート

が増殖している。これらの作品はGTFやPHTに商業主義

的だとして批判される一方で、観光客はメディアによっ

てつくられたイメージを通して、それをアートとして経

験している。このようなジョージタウンにおけるスト

リートアートの生成と消費は、美学の論理によってのみ

作られているのではなく、観光の論理によって突き動か

されている。ここから、観光の場における批判性をとも

なわない「アート的なもの」の出現が、従来の研究で想

定されてきたアート概念を揺るがしていることが明らか

になる。

また、特にIV章で論じたように、ジョージタウンにお

いては、ストリートアートがストーリーを持たず消費主

義的であるという意味で、美学的な観点からは「アート

ではない」と批判されている。しかし、観光の場におい

ては、ストリートアートはすでにアートとして機能して

しまっている。実際、Ⅳ章の2で明らかにしたように、

観光客や観光事業者はストリートアートが「アートであ

るか否か」を気にすることなくアートツーリズムを楽し

んでいるのであり、そこでは「アート的なもの」がアー

トとして経験されている。したがって、観光によってアー

ト概念が揺らぐまさにその状況においては、地域に置か

れたアートが「アートであるか否か」を問う従来の枠組

みがもはや意味を失ってしまう。ここでは先行研究が想

定してきた、制度的で、かつ批判性を重視するアート概

念は無効化し、アートは新たな枠組みのなかで作り出さ

れている。言い換えれば、従来の地域社会におけるアー

ト概念は観光によって刷新されており、再編成されてい

るのだ。

観光は先行研究において想定されてきたアート概念を

揺るがす「アート的なもの」を生成し、それを人々にアー

トとして経験させる装置となる。したがって、地域社会

におけるアートの動態をめぐっては、観光は地域社会に

おけるアートを商業化させ、アート概念を揺るがすだけ

でなく、新たなアートの枠組みを再編成していく可能性

を持つのである。
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注

1） アートプロジェクトは、各国・地域では必ずしも同
様の名称を用いているわけではないが、社会的問
題に焦点をあてながら、人々の関係性に関心を持つ
アートによる社会・文化的活動の拡大がみられるこ
とは同様である。ここでは、１つのアートイベント
だけでなく、「社会関与の芸術」「地域と関わるアー
ト」「地域重視のアート」などを総称して「アート
プロジェクト」とする（小泉, 2012, p. 90）。

2） 欧米におけるアートプロジェクトの代表例として
は、「ヴェネツィア・ビエンナーレ」（1895～）、「ド
クメンタ」（1955～）、「ミュンスター彫刻プロジェ
クト」（1977～）があげられる。日本国内では「大
地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ」（2000
～）「瀬戸内国際芸術祭」（2010～）などの大規模
なものや小中規模な地域密着型のアートプロジェ
クトが増加を続けている。日本では、1980年代後
半から地域の場所性を意識した作品が野外に設置
され、2000年代に入ってからはコミュニティや
ネットワークのハブを創出する媒介としてアートが
用いられるようになった。熊倉他はそのようなコ
ミュニケーションを生むアートイベントを「アー
トプロジェクト」と呼称する（熊倉・菊地・長津
編, 2014）。これは本稿の定義とは同一ではなく、
アートを媒介とした人々の協働に重点を置く日本型
アートプロジェクトを指している。また20世紀後
半以降、アートをめぐる場がアジア、アフリカ、オ
セアニア地域などの非-西洋、非-欧米を舞台に多極
化していることも見落とすことができない（川口, 
2013）。

3） ここでストリートアートとは、「合法／非合法にか
かわらず、建物の壁に設置されたり描かれたりする
アート」として広く定義する。ストリートアート
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は一般的に1980年代以降のグラフィティ文化の新
たな形態の一部として考えられるが（大山, 2015）、
両者の違いとして、グラフィティが基本的に文字、
書体、作者の名前を描くのに対し、ストリートアー
トはより画像的でコンセプトがあるという点を指摘
することができる（コルコラン, 2017）。

4） P. エルゲラを参考にすると、地域外部からのアート
ツーリズムへの参加は以下の4つの形態が考えられ
る（Helguera, 2011 アート＆ソサイエティ研究セ
ンター SEA研究会訳 2015, pp. 50-51）。①作品を鑑
賞することによる参加。②作品への指図されたシン
プルな協力・参加。たとえば旅先でワークインプロ
グレスの作品に参加する。③パフォーマンスなどの
作品における創造的な参加（②よりもアーティスト
の意図が強く反映されている場合が多く、作品の一
部になる場合もある）。④来訪者がアーティストと
直接的な対話を通じて、作品やプロジェクトの構成・
運営を展開させる責任を持つ。たとえば、アートプ
ロジェクトの運営スタッフやボランティアとしての
参加、アーティストとの対話を土台としたプロジェ
クトへの関わりなどである。以上の4つの参加形態
のうち、①②は、ほとんど一度きりの出会いで終わ
る。本稿で扱うジョージタウンのストリートアート
観光では、特に①②の形態がみられる。

5） 「コンタクト・ゾーン」はM. プラットの提示した概
念である。プラットはコンタクト・ゾーンをまった
く異なる文化が出会い、衝突し、格闘する場所とし
て、植民地主義や奴隷制度などの、支配と従属とい
う極端な非対称的関係において生じる社会空間と定
義する（Pratt, 1992）。J. クリフォードはプラット
の概念を拡大し、非対称のものが出会い相互行為
が行われる場として博物館を位置づけた（Clifford, 
1997 毛利・有元・柴山・島村訳 2002）。アートプ
ロジェクトも人やモノ、イデオロギーなどが絡まり
合う文化政治の場として位置づけることができる

（小泉, 2012）。

6） 本稿執筆にあたっては、文献資料の検討に加え、筆
者がジョージタウンにおいて行った現地調査のデー
タをもとにしている。現地調査では、地域住民のス
トリートアートや観光産業への認識を明らかにす
るために、聞き取り調査と観察を行った。現地調査
は計4回行っている（2015年3月12日～3月25日、
2015年8月25日 ～9月3日、2016年3月10日 ～3月
20日、2016年8月25日～9月5日）。聞き取り調査で
はストリートアートを設置している観光事業者（土

産物屋・レンタサイクルショップ・ホテル・ゲスト
ハウス・レストラン・カフェなどの店舗主）やアー
トフェスティバル（George Town Festival）のファ
ウンダー、遺産保護を謳うPenang Heritage Trustな
どの団体の職員、非観光産業従事者の住民4名を対
象に、特にジョージタウンの観光産業の急激な発展
に関する意見を調査した。観察では、ストリートアー
トが集中している地区で観光客や観光産業従事者の
行動を調査した。また、2015年と2016年のGeorge 
Town Festivalに参加した。

7） 現在、ペナン州の知事はLim Guan Engが務めてい
る。彼はマレーシアの与党政権であるBN（Balisan 
National）に対する野党のDAP（Democratic Action 
Party）に属している。2008年に州知事となり、現
在は2期目である。

8） ファウンダーとしての職に就く以前、シディック
はもともと繊維用薬品を製造する実業家であった。
GTFに携わる前にもオペラ、演劇、展覧会などアー
トに関わる仕事をしていたが、当時彼にとってアー
トは仕事ではなく情熱を注ぐ対象のひとつであった
という（国際交流基金, 2013）。

9） 筆者による聞き取り調査による（2016年3月14日、
アルメニアンストリート路上にて実施）。

10） ザカレビッチは、ジョージタウンでストリートアー
トを描いたことをきっかけに、ストリートアーティ
ストとして国際的に活躍するようになった。マレー
シア国内ではクアラルンプールやジョホールバル、
イポーに作品を描いており、隣国のシンガポールで
は、ブギスに位置するスルタン・モスクの近くに作
品がある。また欧米各地でのアートプロジェクトに
も参加している。

11） 筆者による聞き取り調査による（2015年9月2日、
GTFのオフィスにて実施）。

12） ただし、2013年以降もGTFのなかでストリート（地
域の公共空間）を利用したアート制作と展示は継続
して行われる。たとえば、同様にストリートアート
を描いた“All Animals Need a Home”（2013）や公共
空間の一部を作品化した “Secret Gardens”（2014）、
さまざまな椅子を屋外に設置した“Chairs”（2014、
2016）などの企画がある。

13） 筆者による聞き取り調査による（2016年3月13日、
店舗にて実施）。

14） 筆者による聞き取り調査による（2016年3月14日、
店舗にて実施）。
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15） 筆者による聞き取り調査による（2016年3月14日、
店舗にて実施）。

16） 観光事業者に聞き取りを行った際、GTFに実際に参
加する人はほとんどみられなかった。レンタサイク
ルショップの事業者は、ザカレビッチの友人であり、
当時ジョージタウンで彼が制作を行っていた様子に
ついて詳しく語ったが、一方で彼の作品をわざわざ
見に行くこともないし写真も撮ったことがないと述
べた。また、GTFのストリートアート作品の1つが
描かれているジョージタウンのレストランを実家と
する男性は、普段の自分の生活が忙しく、GTFに参
加したこともないしパンフレットなどを見たことも
ないという。さらにストリートアートが描かれてい
る壁面のすぐ隣で釣り具店を経営する地元住民は、
GTFの名前を聞いたことがないと述べた。マレーシ
アが目指す「イヴェントツーリズム」（藤巻, 2010）
という名前にふさわしく、ペナンでも年間60を超え
る「フェスティバル」が行われている。そのため、
ジョージタウンで暮らす住民にとってGTFは多くの
イベントのうちのひとつにすぎない。

17） そもそも「芸術家」という仕事の概念はルネサンス
期に萌芽したと言われている（吉澤, 2011）。その
なかで西欧におけるアート作品の個性および作者性
を重視する考え方は、ロマン主義における「個性の
美学」や18世紀の市民革命以降の社会における芸術
の位置の変化によって生まれた（高階, 1974）。

18） 筆者による聞き取り調査による（2016年9月2日、
GTFのオフィスにて実施）。

19） ここでアート・ワールドとは、欧米を中心とする近
代以降の美術史を共有した、アートの制作・評価、
および市場から成るシステムの総体を指す。

20） 筆者による聞き取り調査による（2015年9月2日、
2016年9月2日、GTFのオフィスにて実施）。

21） 筆者による聞き取り調査による（2015年9月2日、
Armenian Street Heritage Hotelにて実施）。ただし、
GTFもPHTも観光やストリートアートそのものを否
定しているわけではなく、観光やアートはジョー
ジタウンの歴史や場所性を提示する際の手段となる
とも考えている。彼らが警戒するのはあまりにもス
トリートアートが増加しすぎた現在の状況なのであ
る。

22） Trip AdviserのGeorge Townの項を参照した。

23） ジョージタウンの町歩きマップにおいても「ペイン
ティング」や「サイン」ではなく、「アート」という

言葉を用いてストリートアートが紹介されている。
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