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アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）とは？
全国のアートNPOや市民グループ、アサヒビールなどが協働で開催するアートのお祭り。2002年より毎年夏、「未来」を展望し、
「市民」が主体となって企画・運営し、「地域」の魅力を引き出し、コミュニティの再構築をめざすアート・プロジェクトが参加。参
加団体がネットワークを育みながら、ジャンルを超えた多彩なプロジェクトを全国各地で開催した。

AAFの主な仕組み
実行委員会│AAFは誰もが参加できる実行委員会形式で運営。定例実行委員会とメーリングリストなどを通して議論と意思決
定を行い、AAFを推進。市民や参加団体の担当者などが加わりその輪は全国に広がった。
※2012年、アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会からAAFネットワーク実行委員会に改称。
公募選考│2005年以降、毎年、参加プロジェクトを公募。AAF実行委員や外部の専門家からなる選考委員会にて選考した。
ネットワーク会議、グランドオープンパーティ、報告会│参加団体が一堂に会し交流する機会として、ネットワーク会議、パーティ、
報告会を開催した。ネットワーク会議では参加団体間のネットワーク形成を目的とし、プレゼンテーションや交流会を、報告会で
は成果報告やAAF全体の総括を行った。どちらも一堂に会する機会を活かし、ゲストを招いた催しやAAFの課題やあり方を全
員で議論する拡大実行委員会などを行った。
検証│参加プロジェクトとAAF全体の成果、改善点を振り返ることを目的に、参加団体による自己検証、AAF全体を総括する
検証委員会（検証の会）などを行った。
ほか、AAFの様 な々取り組みについては、本書年表をご参照下さい。
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● 本年表はAAF2002から2016までの15年間の大きな流れをたどることを目的に、AAFの主な出来事をまとめたものです。
『AAF2007ドキュメントブック』収録の「AAFの軌跡 2002-2007」、『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』収録の「AAFネットワークの軌跡」をベースに、そこに毎年の報告書の「活動記録」に記載された、
AAFネットワーク実行委員会主催のプログラムや主な出来事などを追加して作成しました。

● 氏名、肩書き、所属などは、AAF報告書（p.116-p.121参照）に掲載された当時のものを掲載しました。
 ※法人格は基本的に省略しています。
● 各年の選考委員・検証委員のリストは巻末（p.122-p.123）に掲載しました。
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「アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）」は、アサヒビールが
全国のアートNPOや市民グループとネットワークを結んではじ
まった、アートの力で地域の未来を切り拓こうとする市民、団
体による祭典です。
　地域では過疎や少子高齢化など様 な々地域課題があり、
コミュニティも希薄化しています。そのような中、AAFには美
術・音楽などジャンルを問わず、「未来」を展望し、「市民」
が主体となって企画・運営し、「地域」の魅力を引き出し、コ
ミュニティの再構築をめざすアート・プロジェクトが参加。これ
までに全国各地、一部アジアの地域からものべ約600団体
が参加し、約250名を超える方 が々実行委員として携わって
くださり、2002年から2016年まで15年間毎年開催してきまし
た。本書ではその15年間をしっかりと振り返り、果たした社
会的意義を整理していきます。
　膨大なデータをすべて収録することは難しいですが、レ
ビューというスタンスをとりながら、重要事項の記録としての役
割も果たしていき、これまで関わってきてくださった多くの方々
が、少しでも何か振り返る一助となればと祈念いたします。

アサヒグループホールディングス株式会社	CSR部門

交流会などが開かれていたアサヒ・アートスクエア

009008



AAF2013
ネットワーク会議

AAF2013ネットワーク会議／AAF2013／写真：新井春衣



アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）はまさにアサヒグルー
プ本社の膝元ではじまった。周辺地域を舞台としたフェス
ティバルとして。すみだ界隈で文化イベントを企画していた
人 な々どに声をかけ、実行委員会を構成。本社前の広場
にビアガーデンをつくり、ここを中心にアーティストに出展し
ていただいた。
　その先の展開がすべて計画されていたわけではない
が、この小さなイベントがすべてのはじまりであった。それは
水面に落とされた小石のようで、ムーブメントは波紋を描き
急速に広く伝搬して、15年に渡って継続される一大イベン
トに発展した。これは、一人のディレクターによってプランニ
ングされたものではなく、個 の々参加者によって各地で興
されたものだった。地域やその市民の課題をテーマとする
アート・フェスティバルとして全国に広がり、ネットワークを構
築していった。
　これは企画イベントというよりも、ひとつの連鎖反応であ
り、ある種のエネルギーの波動のようなものだ。その本質
や意義をとらえ、実態を誌面に定着させる試みが、本書
「AAF	Review」である。
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アサヒビール・アート・フェスティバル（仮称）を企画
それまでのメセナ活動の集大成として「アサヒビール・アート・フェスティバル
（仮称）」を構想。メセナ活動で培ったネットワークを生かし、全国の市民グルー
プやアートNPOなどと実行委員会の原型を立ち上げる。
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コンセプトを決定
「おいしい水」、「ゆたかな水」を
コンセプトに、テーマを「すみだ
川モード」に決定。

企画を立案
アサヒビール本社ビル（吾妻橋）周辺地域、スクエアA、
水上バス（東京都観光汽船）などでの企画立案。並び
に、アートNPOとアサヒビールの協働による全国での
ロビーコンサート開催を計画。

事務局を設置
運営方式を実行委員会
形式に決定。事務局をP3 
art and environment 内
に設置する。

すべての
はじまり

012 013すべてのはじまり



アサヒビールの文化支援活動には戦後にはじまる長い歴史がある。

1990年のメセナ元年には、企業メセナ協議会設立もリードした。そして

21世紀に入るとすぐに立ち上げたのがアサヒ・アート・フェスティバル。そこ

には企業メセナにおけるパトロン型からの脱却と、市民・地域を支援す

る未来志向があった。AAFを企業メセナの視点から振り返る。

アサヒビールのメセナとAAF
澤崎公美 アサヒプロマネジメント株式会社 CSR部

 ×
芹沢高志 

4

アサヒビール・メセナ活動のはじまり

澤崎│アサヒビール文化事業のはじまりは、
戦後まもなくの頃まで遡ります。1949年朝日
麦酒株式会社初代社長・山本爲三郎が、
「事業会社が社会から受けた恩恵をふた
たび社会に還元する一つの形」として大衆
文化に貢献しようと、日用品に美を見出す
民藝運動を支援したり、日比谷野外音楽堂
でコンサートを行うようなことをはじめました。
メセナ活動が本格的になったのは樋口廣
太郎が社長に就任した‘80年代です。1989
年、創業100周年を記念して財団法人アサ
ヒビール芸術文化財団（現：公益財団法人
アサヒグループ芸術文化財団）を、さらに1990
年に企業文化部（後の環境社会貢献部）＊1 

を設立しました。この企業文化部はいわば
メセナ事業の部署。企業のメセナの担当部
署として国内では資生堂に次ぐ2番目の設
立でした。企業文化部にはAAF創設メン
バーである加藤種男も含まれていましたが、
当初は3名でのスタートでした。

―企業の文化事業としてはものすごく早

かったということですね。

芹沢│あの頃は資生堂、アサヒビールを追い
かけるようにいろいろな企業が動いていまし
たね。
澤崎│社会から共感を得られる「グッドカン
パニー」を目指すという活動が求められてい
た事もありまして、会社としても世間としても
追い風ムードでした。
―景気が良かったからでしょうか。

芹沢│決して景気が良かったわけではない
ですが、バブルが終わるか終わらないかギリ
ギリの時代でしたから、余波は残っていた
でしょう。しかしそれよりも、企業市民という
言い方がありまして、企業も社会の一員とし
て、市民的なスタンスで貢献すべきだ、とい
う意識がバブルの反省として様 な々場所で
議論されていました。派手で大掛かりなイベ
ントの冠スポンサーを行うバブル期の動き
が沈静化した後、これから長期間にわたり
企業の文化支援はどのように行っていくべ
きかという課題が残っていましたから。そこ
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第1回実行委員会開催
第1回実行委員会を開催（以後、不定期開催）。AAFのコンセプト「未来・市民・地
域」に共感した、全国の市民グループやアートNPOにより実行委員会を組織。全
国の実行委員がメーリングリストを活用できる仕組みがつくられた。

アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）に正式名称が決定
正式名称が「アサヒ・アート・フェスティバル」に決定。総合ディ
レクションは芹沢高志（P3 art and environment）に決定。

「すみだ川モード」販売
アサヒ・アート・フェスティバル限定醸造地ビール
「すみだ川モード」を隅田川ブルーイング（現アサ
ヒフードクリエイト）が製造・販売。

dialogue

AAFネットワーク実行委員会事務局長／
P3 art and environment 統括ディレクター

＊1 企業文化部│1990年4月にアサヒビール株式会社内に発足。その後、1991年生活環境部、2001年環境社会貢献部、2004
年社会環境推進部、2011年社会環境部と、部署名称を変更した。2017年1月よりアサヒグループホールディングス株式会社CSR
部門にメセナ業務を移管。同年4月からは、アサヒグループホールディングス株式会社CSR部門の業務をアサヒプロマネジメント
株式会社CSR部門に委託している。

014 015アサヒビールのメセナとAAF dialogue│澤崎公美×芹沢高志



に企業はメセナという考え方をフランスから
もってきたのでしょう。
―企業文化部では具体的にどのような活

動をされましたか？

澤崎│「企業メセナ協議会」＊2の設立も
1990年の2月、それで1990年はメセナ元年
と言われています。メセナ活動をはじめるに
あたり、「呼び屋のようなことをやってはなら
ない」と社長から厳命されていました。海外
から有名な楽団やアーティストを呼んでくる
のが「呼び屋」ですね。それに終始せず、イ
ベントを社員の手づくりでつくっていこうとい
うことです。
　当時のアサヒビールのコーポレート・ス

ローガンは「クオリティ&チャレンジ」。最初
の活動が「アサヒビールロビーコンサート	」
（以下、ロビーコンサート）です。まずは本社1
階ロビーでコンサートをはじめました。クオリ
ティの高いアーティスト・イベントを、身近な社
屋で行おうというチャレンジだったわけです。
地元の方 に々親しんでいただくことも狙いで
した。ロビーコンサートをメインに、若手アー
ティストの発掘・支援や文化講座をやって
いました。運営はすべて自社でした。

―スポンサードにとどまらず、自らがイベン

トに関わるところがチャレンジですね。

澤崎│2001年頃、10年間の活動を振り返
り総括すべく、メセナ事業の検証を行いま
した。このメセナ事業をもっと社内外に浸
透させるべきという課題が見えてきました。
それまで若手支援をはじめとした「未来・
文化の創造」をテーマとしていましたが、そ
れに、ファンを増やし地域に密着するため
に「市民と地域」というテーマを加えました。
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実行委員長に守谷慎一郎
（東京都観光汽船）が就任。

AAF2003参加企画の立案
全国の実行委員のなかの希望者
がAAF2003参加企画を立案し、
実行委員会に申請。

ディレクター制度を廃止
実行委員会を最高の意思決定
機関とする。以降、芹沢高志が
実行委員会事務局長に

参加プログラム
アートノヴァ（アートノヴァ実行委員会）／アサヒビールロビー
コンサート アート・フェスティバル・スペシャルdays（財団法
人アサヒビール芸術文化財団）／アサヒ・アート・フェスティバ
ル ロビーコンサート（アサヒロビーコンサート実行委員会）／ア
サヒ・アート・コラボレーション 「リクリット・ティラバーニャ：
すみだ川モード展 Untitled, 2002（demo station no.3）」
（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／アート・ビアガーデン
（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）／大道芸＆ダンス
パフォーマンス（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）／
アート屋台/アートショップ（アサヒ・アート・フェスティバル実行
委員会）／P3 Café Night（P3 art and environment）／ア
サヒビール食文化講座シリーズ 「大江戸ライフスタイル」（ア
サヒビール株式会社）／アーティスト・ミーツ・ユー（アーティス
ト・ミーツ・ユー実行委員会）／すみだ川左岸カルチャーツアー

（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）／水上アートバス/
手塚夏子ダンスパフォーマンス（アサヒ・アート・フェスティバル
実行委員会）／アサヒビールスペシャル オルケストラ・ド・コン
トラバス（TBS、ジャパン・アーツ）／アサヒビール音楽キャラ
バン「沖縄発三弦三昧 in 東京」（アサヒビール音楽キャラバン
実行委員会）／KOREANART SPLASH!／リバーサイドポエ
トリーJAM（リバーサイドポエトリーJAM）／「まるかじり！西ア
フリカ」スペシャル（FAN3）／アサヒビール大山崎山荘美術
館特別企画展「水の流れ、水の重なり ～Settled Waters」
（アサヒビール大山崎山荘美術館）／N.Y.ハドソン川から京都
鴨川へ〈2002日米振付家交換レジデンシープロジェクト〉（NPO
法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク ほか）／日
韓・日中韓舞台芸術コラボレーションフェスティバル2002
（日韓・日中韓PAC2002実行委員会）

6.1-7.31

AAF2002開催    すみだ川モード     
参加団体数：およそ20件／来場者数：およそ20,500名

6
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オープニングパーティ／AAF2002／写真：曽我高明

＊2 企業メセナ協議会│企業による芸術文化支援（メセナ）活動の活性化を目的に1990年に設立された、日本で唯一のメセナ
専門の中間支援機関。企業メセナの社会的意義を発信し、文化振興の基盤を整備するため、調査研究、顕彰、助成、情報誌の
発行、コンサルティング、国際交流などの事業を多面的に行っている。

坂田明と「役立たず a good for nothing」のあり方について その2／第75回 アサヒビールロビーコンサート／写真：斎藤巧一郎

016 017アサヒビールのメセナとAAF dialogue│澤崎公美×芹沢高志



このとき環境社会貢献部は「未来・市民・
地域」という今に繋がるメセナの方針、テー
マを決めていったのです。
　この検証後、それまでのロビーコンサート
や文化講座はある意味「点」でしたが、そ

れを「面」にしていこうという動きが加速さ
れました。1992年からのロビーコンサートは
全国のアサヒビールの事業所に広がり、各
地域の市民グループと一緒に開催していま
したから、そうした団体の動きを繋いでいこ

AAF2003参加企画決定
実行委員会で提案された全企画を精査・調整
し、AAF2003参加企画を決定。
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6.14-7.13

AAF2003開催    あなたが主役。…アサヒ・アート・フェスティバル    
参加団体数：およそ30件／来場者数：およそ38,700名

参加プログラム
アサヒ・アート・コラボレーション「わたしのお宝交換プロ
ジェクト」（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／「わたしの
お宝交換プロジェクト・札幌」展（札幌お宝交換プロジェクト実
行委員会+財団法人アサヒビール芸術文化財団+カルチャーナイ
ト実行委員会）／「わたしのお宝交換プロジェクト・沖縄」展
（沖縄お宝交換プロジェクト実行委員会+財団法人アサヒビール芸
術文化財団）／アサヒビールロビーコンサートin東京（財団法
人アサヒビール芸術文化財団）／アサヒビールロビーコンサー
ト in 北海道 （アサヒビールロビーコンサート北海道実行委員会）
／アサヒビールロビーコンサート in 仙台（アサヒビールロビー
コンサート仙台実行委員会）／アサヒビールロビーコンサート 
in 金沢（アサヒビールロビーコンサート金沢実行委員会+NPO活
動団体V.I.V.A）／アサヒビールロビーコンサート in 大山崎山
荘美術館（アサヒビールロビーコンサート京都実行委員会）／ア
サヒビールロビーコンサート in 京都（アサヒビールロビーコン
サート京都実行委員会）／アサヒビールロビーコンサート in 宮
崎（アサヒビール株式会社、宮崎日日新聞社）／アサヒビールロ
ビーコンサート in 四国（アサヒビール株式会社）／アサヒビー
ルロビーコンサート in 神奈川（アサヒビール株式会社）／縁
台ツアー2003「縁台的環境演出講座」（縁台チーム2003（荒
野真司＋渡辺直）／アサヒビール音楽キャラバン「表音記号
陶音記号　ソシエテ・コントル・レタ　ワークショップ&ライ
ブ」（アサヒビール音楽キャラバン岡山実行委員会、財団法人ア
サヒビール芸術文化財団）／アサヒビール大山崎山荘美術館 
「ガーデン/山荘の時間」展（アサヒビール大山崎山荘美術館 ）
／アートノヴァ （アートノヴァ実行委員会）／アサヒビール食文
化講座 「スローライフ・スローフードPart3」（アサヒビール株
式会社）／アサヒビール食文化講座関連企画 アンニャ・ライ
ト JAPAN TOUR 2003 「SLOW MOTHER LOVE」（ナマ
ケモノ倶楽部＋いるふぁ）／水上アートバス「ダンスパフォーマ
ンス」（楽の会、アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）／「ベ
ネチア大作戦 サマーツアー2003」（ベネチア大作戦サマーツ

アー2003実行委員会（東京・札幌・帯広・沖縄）、せんだいメ
ディアテーク）／シネマコリア2003（シネマコリア）／さわと
みどり 活弁ワールド（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員
会）／港大尋＋ソシエテ・コントル・レタ「リズム・デザイン」
（門仲天井ホール）／子どもたちと鈴木俊哉が作るリコーダー
の未来 「風と遊ぶ」（門仲天井ホール）／ライト・パフォーマン
ス・プレビュー 「アーツ・コンペティション」（NPO法人芸術文
化ワークス）／ASAKUSA KNOT PROJECT（ASAKUSA 
KNOT PROJECT）／水と油プレゼンツ 子どもが主役のマイ
ムパフォーマンス「胡桃の中」（アサヒ・アート・フェスティバル実
行委員会）／向島自転車アート＆ネット・プロジェクト（「向島
自転車アート＆ネット・プロジェクト」実行委員会）／FLY CAFE
＠RICE＋（FLY CAFE＋アサヒ・アート・フェスティバル実行委員
会）／「ツママレ」プロジェクト＠AAF2003（ツママレプロジェ
クト実行委員会）／すみだ川左岸カルチャーツアー（アブストラ
クト・ショウ・オーガニゼイション）／立体交差～谷中ファンシー
ボール（立体交差―谷中ファンシーボール＋アサヒ・アート・フェ
スティバル実行委員会）／氷見・蔵再生プロジェクト（氷見・蔵
再生プロジェクト実行委員会）／P3 Café Night（P3 art and 
environment）／MAEJIMA STYLE 「アサヒ・オリオン アー
トビアガーデン」（NPO法人前島アートセンター）／タニシKが行
く 一方通行フライト（アサヒ・アート・フェスティバル実行員会）
／シンポジウム「社会とアート」（アサヒ・アート・フェスティバル
実行委員会）

提携プログラム
POING in Japan（POING）／平成邦楽レボリューショ
ンvol. 5／Meeting Caravan/ミーティングキャラバン
（N-mark）／クンスト・ヘイゲン/とかちアート・フェスティバ
ル（クンスト・ヘイゲン実行委員会）／TANABATA.org ART 
project 2003（TANABATAオルグ実行委員会）／船をつくる
話2003─まっているあいだ（船をつくる話を応援する会＋PH
スタジオ）

14
7/13

2003YEAR
M

O
N

TH
D

A
Y

インドの芸能集団、ラジャスタン・ルーツのスペシャルライヴ／第113回アサヒビールロビーコンサート／写真：斎藤巧一郎
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うとしました。「ファンの形成と地域密着」を
めざした文化を醸成するためには、そうし
た面的に広がる繋がりが必要でした。当
初はロビーコンサートを各地で開催しイベン
トを連携することが意識されていましたが、
本社前でアート・フェスティバルを開き、それ
も一連の事業として組み入れようと考えた
のです。このアート・フェスティバルの目論みが
「アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）」誕
生の背景にありました。そしてロビーコンサー
トのネットワーク化は後にAAFの全国展開

に密接に結びついてゆきます。

AAFの誕生

澤崎│当時、本社1Fでの「ロビーコンサー
ト」、隣の墨田区役所1Fで開催していた
美術展シリーズ「アサヒ・アート・コラボレー
ション」、本社に併設したビルの4Fにあった
「スクエアA」（後のアサヒ・アートスクエア）で
の「アートノヴァ」などの事業がありました。し
かし一連の事業を継続的に社内に浸透す

るには、もっと包括的で中長期的なプロジェ
クトの枠組みが必要でした。	
　ちょうどそのタイミングで、後に事務局とし
て参加していただくことになったP3の芹沢さ
んが、ご自身の別のプロジェクトでアサヒビー
ルに協力を仰ぎに来られたのです。その件
はご期待に添えませんでした。しかしそのと
き逆に環境社会貢献部が芹沢さんに本社
周辺を舞台としたフェスティバルに参加して
もらえないか、会場を構成してもらえないか
と協力を仰いだのです。

芹沢│ええ、そこから隅田川を走る水上バス
の利用であるとか、スクエアAで展開するP3	
Café	Nightという企画であるとか、徐 に々肉
付けを行なっていきました。そうしたところ、
アサヒビール側から実行委員会形式でやり
たいという要望を受けました。本社のある
すみだ界隈で文化イベントをやっていた方
たちと出会い、実行委員会を組織立てし、
ブレストを重ねました。そうして出来上がっ
たのが、1回目のAAFです。テーマは「すみ
だ川モード」。私は総合ディレクションという

実行委員会において参加企画への
「評価」の必要性が議論される。

11

実行委員会を月1回に定例化。

2003

参加企画の立案・プレゼンテーション
全国の実行委員が企画を立案しプレゼン
テーションを行う。実行委員の投票により
AAF2004参加企画を選考・決定。
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アート・ビアガーデン／AAF2002／写真：曽我高明

ひぐれ学校開校
アートプロジェクトの評価手法
を学ぶ「ひぐれ学校」を開校。

5

水上アートバス「ダンスパフォーマンス!」独り舞踏会～たかぎまゆ／AAF2004／写真：曽我高明
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立場でしたが、当初はあくまで企業主導の
ローカルなアート・フェスティバルとして設計し
ていました。地域に密着し市民参加やファ
ンを増やすというこだわりも環境社会貢献
部にはありましたから、建築家の末武純子
さんにお願いして本社前の広場にアート・
ビアガーデンをつくり、賑わいの中心となる
場を生みだしました。つまり初めは普通の
小ぶりな芸術祭なわけで、AAFがその後あ
のように全国的なイベントになるとは思っても
いませんでしたね。
澤崎│当初3年を目処に、実行委員会形式
で「アサヒ・アート・フェスティバル」プロジェ
クトがスタートしました。墨田区周辺の地

区で活動している方 な々どを招聘し、実行
委員会を形成したのはアサヒ主導型では
なく、市民参加の事業を意図してのことで
す。アサヒはそれを支援する立場。総合ディ
レクションとして芹沢さんに参加していただ
きました。それまで個別に企画されていた
文化イベントをAAFという面の枠組みで打
ち出すことで、社会的インパクトを拡大する
ことが狙いでした。1993年から全国の工
場や営業事業所と連携して開催していた
ロビーコンサートにも、地元の市民グループ
との協働という手法を組み入れ、市民との
パートナーシップ型の運営体制になっていき
ました。この各地のロビーコンサートのパート

ナーのみなさんが、AAF全国ネットワークの
核となります。

ディレクター制度の廃止

芹沢│ディレクターがいて、その人の意思の
下、細部のすべてが決まっていく。そうすれ
ば当然統一感が強まりますし、力強さも増
すでしょう。頂点があって、そこから下に向
かって広がったヒエラルキーを前提とする従
来型のフェスティバルも、もちろん意味はある
ことです。しかしここでは、こんなふうに決定

が上から下に流れるやり方でいいのだろう
かという、本質的な問いかけが当初からあり
ました。
そもそも実行委員として集まってくれた皆さん
は、すみだ地域を中心に、それぞれ独自の
活動を展開されている方 で々す。アーティスト
というよりは、ディレクターとしての活動をされ
ている方が多かった。企画力のある人たち
がここまで集まっているのだから、合議制で
やっていくほうが現実的なんじゃないかとい
う思いもありました。それでみんなで協議し
て、2回目からはディレクターなしでやってみよ

2004

6.5-7.4

AAF2004開催    まちにアートの風が吹く     
参加団体数：およそ20件／来場者数：およそ43,500名

参加プログラム
倉庫のまちで逢いましょう。卸町はっぴい・はっぱ・プロ
ジェクト（はっぴい・はっぱプロジェクト実行委員会）／ピラミッ
ド・サーカス（NPO法人 S-AIR）／沖縄カフェ「かなさん」
＠RICE+（RICE＋）／アサヒビールロビーコンサート in AAF 
vol.1 , vol.2（アサヒビールロビーコンサート実行委員会）／アサ
ヒ・カフェナイト（アサヒ・カフェナイト実行委員会）／水上アート
バス「ダンスパフォーマンス！」（楽の会）／AAF深川アートセ
ンター（深川アートセンター実行委員会）／東京ローカル・アー
トマップ（東京ローカル・アートマップ実行委員会）／演劇公
演　「向島のトリのマーク（通称）」（向島のトリのマーク（通称）
実行委員会）／NECアート・フォーラム「街とアート」 ～アー
トによるコミュニティの活性を探る～（NEC）／アサヒ・アー
ト・コラボレーション 「小山田徹：しあわせのしわよせ」展
（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／アートボランティアゼ
ミ from東京・沖縄・台湾（アサヒ・アート・フェスティバル実行委
員会、NPO法人琉・動・体）／カフェライン（アサヒ・アート・フェス
ティバル実行委員会）／ひぐれ学校（アサヒ・アート・フェスティバ

ル実行委員会）／アートノヴァ（アートノヴァ実行委員会）／for 
family ～うちのピアノ（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員
会）／アサヒビール大山崎山荘美術館 通崎睦美選展「通崎
好み」（アサヒビール大山崎山荘美術館）／アサヒビール大山
崎山荘美術館 「睡蓮2004～山荘で過ごす夏森ヲアツメル
～北尾博史展」（アサヒビール大山崎山荘美術館）／my life / 
your life アムステルダム/尾鷲（アサヒ・アート・フェスティバル
実行委員会、アートスタッフネットワーク、ネイバーガーデン）

提携プログラム
「吾妻橋ダンスクロッシング」“ザッツ・コンポラダンス・
ショー！”／「すみだシアターフェスティバル」（鈴木興産株式
会社）／Kazuo Ohno Festival 2004大野一雄フェスティバ
ル（大野一雄舞踏研究所、BankART1929）／ボーダレス・アー
トギャラリーNO-MAオープン記念企画「私あるいは私～静
かなる燃焼系～」（ボーダレス・アートギャラリーNO-MA開設記
念展実行委員会、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団）

P3 Café Night［rehome-高木正勝］／AAF2003／写真：橋本誠

5
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6

公募制導入を決定
AAF2002-2004は、全国の実行委員がそれぞれ企画立案し、内部投票等によりプログラム
を決定する手法を採用していたが、AAF2005より全国公募制導入を決定。
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ビーコンサートの全国各地のパートナーの皆
様にもAAF実行委員会に加わっていただい
た。この時点で既に、全国規模の展開は生
まれていたわけです。また、アサヒビールが展
開する様 な々アートプログラムを集約的に提
示するひとつの枠組にもなっていました。

AAFの評価と継続

―AAFの初期計画では2002年から3年間

を当面の期限としたということでした。4年目

以降も継続されてきたわけですが、その継続

にあたりどのような判断がなされたのでしょう

か。4年目は2005年、ちょうど全国展開を図っ

た公募による参加者選定を行った年でした。

澤崎│まずメセナ事業の社内外の浸透と
いう側面では少しずつ成果を見せていま
した。市民参加、ファンづくり、地域密着と
いった当初掲げたテーマコンセプトが実際
に具現化されたことで、社内でも評価され
るようになってきたのです。市民、地域という
目線は、2005年の公募以降に見られる参
加者を広げようという姿勢に繋がり、それが
1998年に制定されたNPO法によって生ま
れたNPO団体の参加も促しました。この市

民、地域との繋がりを成長させてゆくような
動き―それが社内でも一番評価された
点です。結果AAFは継続されることになりま
した。と同時に、市民、地域との繋がりがマ
ンネリ化し、ある特定団体の恣意的なプロ
ジェクトに閉じてしまわないように、広がりや
オープンな状況づくりを担保する仕掛けが
必要と考えました。そこで継続が決定され
た最初の年、2005年から公募制を採用し
たわけです。
芹沢│ディレクター制を廃することで既存の
アート界からは、なんでもありのお手盛り企
画ではないのかという誤解はありました。こ
れまでにない取り組みですから、そのような
認識が生まれても仕方なかったとは思いま
す。確かに小さく閉じてしまえば、その危険
性はあったかもしれません。しかしこれに対
して、AAFは徹底的に自身を開いていく方
向で対処していきました。ここが評価できる
ポイントではなかったでしょうか？公募制の
導入もそういう大きな流れの中での決断で
した。結果として、市民参加や地域密着と
いう観点がどんどん強化されていきました。
後にメセナ協議会で実施しているメセナア
ワードでアートNPOの活動基盤強化を評

うということになったのです。
誰それがディレクターを務めるアート・フェス
ティバルといったほうが、当然わかりはいい
ですよ。だからかなり大胆な実験ではありま
した。
　その後何回か経験しましたが、AAFとい
うのは、こういう大きな変革をわりとさらっと
やってしまう。この身軽さがAAFの一つの
特徴ではなかったかと思います。ディレクター
を立てない。確かにうまくいくのか不安がな
いわけではありませんでしたが、まあ、大丈
夫じゃないかという楽観の方が大きかった。
ディレクターがいようがいまいが、皆それぞれ
勝手にやっていましたし（笑）。
　私は実行委員会の意見調整を行う事
務局長としてやっていくことになりました。と
いっても、2年目のAAF2003はまだ隅田川
周辺限定の話が中心で、AAFはまだ企業
が開催する、地域密着型の小さなアート・
フェスティバルという認識でしたね。それが3
年目に向かう頃から少し変質していく。
澤崎│つまりアサヒビールのメセナ事業は、
「市民と地域」というキーワードから人と
人、地域と地域の繋がりを志向しはじめ、
社内外の浸透のために面としての拡大、社

会的インパクトの拡大を図ろうとしはじめた
わけです。それは同時に、のちにAAFへの
参加団体とも共感する想いもあり、ロビーコ
ンサートやアートノヴァ、アート・コラボレーショ
ンからAAFへと広がっていったのです。
芹沢│それをもう一方から見ると、確かに
AAFはローカルではあるけれど、アート・フェ
スティバルですから、同じ地域で展開してき
たアサヒビール関連のアートプログラムに関し
ては、このフェスティバルに組み込んでいか
ないと、外から見てわかりにくい。つまりフェ
スティバルの多彩なプログラムの一つと位置
付けていかないと、なんで？ということになっ
てしまう。とはいえ、AAFは後発のプロジェク
トなわけです。ロビーコンサートやアートノヴァ
やアサヒ・アート・コラボレーションなどの実
績ある先行企画や、そこで動いていた人々
とどう折り合いをつけていくか、初期、事務
局としてはここに一番神経を使いました。ま
とめると言ってもややこしい事にならないよう
に配慮が必要でした。
澤崎│初期3年間は走りながら体制を構築し
ていく、大変な時期だったのだろうと想像し
ます。隅田川周辺のローカルなアート・フェス
ティバルというところからはじまって、徐 に々ロ

「メセナアワード2004 現代総合芸術賞」受賞
NPOとの協働によるアサヒ・アート・フェスティバルが対象となり、
アサヒビール株式会社がメセナアワード2004（主催：メセナ協議会）
で現代総合芸術賞を受賞。

AAF2004報告会
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AAF2005企画公募
AAF2005の企画公募を実施。
171件の応募が集まる。

AAF2005評価チーム設立
ひぐれ学校の卒業生により
AAF2005評価チームを設立。

1
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めましたが、これは、当時新しく生まれつつ
あったアート・プロジェクトという存在に、光
を当てる働きをしたと思います。更に言え
ば、このD2000周辺には、その昔西武百
貨店がやっていた文化戦略育ちの人材も
流れ込んでいて、当然のことではあります
が、このような長い歴史があっての時代の
機運ということになります。
― A AFはそのような考え方も踏襲してい

ると。

芹沢│そもそもD2000を主導していた一人
が加藤種男さんですからね。そして社会情
勢の変化もありました。2001年から2006
年まで続く小泉政権の構造改革。評価は
様 で々しょうが、このあたりから各地の中心
市街地で空洞化、シャッター街化が顕著に
なっていく。
―D2000などの先行事例でわかるように、

現代社会の問題―たとえばコミュニケー

ション、コミュニティ、まちづくりなどの課題を

解決しようとするとき、アート・プロジェクトへ

の期待が大きくなってきたという背景がある

のですね。その時代にAAFは全国にわたって

支援する枠組を整え、そしてネットワークの規

模を少しずつ大きくしていったわけですね。

芹沢高志
（P3 art and environment 統括ディレクター）
1951年東京生まれ。神戸大学理学部数学科、横浜国立大
学工学部建築学科を卒業後、生態学的土地利用計画の研
究に従事。1989年にP3 art and environmentを開設。
1999年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後
は場所を特定せずに、様 な々アート、環境関係のプロジェク
トを展開している。アサヒ・アート・フェスティバルにおいて
事務局長をつとめた。

価され大賞をもらうなどもしています。
―市民と地域を主体とした草の根の活動

は、企業が支援するにはその実態をつかみに

くかったと思います。当初は実験的な側面も

あったかもしれません。それゆえに最初は活

動規模も小さかったのでしょう。そのAAFが3

年間の実験に終わらず、なぜ大きく成長でき

たのでしょう。

澤崎│ロビーコンサートの若手支援とAAFの
地域密着は、アサヒビールのメセナ支援の
大きな枠組である「未来・市民・地域」を
支える両輪でした。それゆえに早急な効果
が求められることはなく、長期的な視点で
捉えられていたことがベースにあります。その
ような文化のあり方を理解した経営陣も多
く、メセナセクション全体の規模は変わりま
せんが、持っている予算を統合できたこと
で、AAFを大きく成長させることができまし
た。またアサヒビール芸術文化財団との協
働もこの背景にあります。

　また参加者が増えていった、時代の追い
風もありました。AAFも後半になると、アート
関連の活動をしている理論派、たとえばアー
トNPOリンク*3やアートNPOフォーラム*4か
ら集まってきた方 の々受け皿になる一方で、
アーティストなどの実践の場にもなって、多く
の参加者が集まりました。
芹沢│時代の機運というのもあります。AAF
に先行する営みとして、トヨタ・アートマネジメ
ント講座（TAM）*5やD（ドキュメント）2000
プロジェクト*6などがありました。TAMはアー
トマネジメントという概念、あるいは職能の
存在を切り開いてくれましたし、そこに感化
された多くの市民たちを排出する苗床にな
りました。アサヒビール、資生堂、日産自動
車、日本マクドナルド、松下電器、5社共同
メセナであったD2000は、記録が残りにく
いアート・プロジェクトを2000年までの5年間
ドキュメントとして残していこうという試みで、
『社会とアートのえんむすび』という本もまと

『まちにアートの風が吹く─NPOと企業が協働するアサヒ・アート・フェスティバルの試み』発行
AAF2004の活動をまとめた『まちにアートの風が吹く―NPOと企業が協働するアサヒ・アート・フェスティバルの試み』
をマルモ出版より発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

AAF2005選考委員会
AAF2005選考委員会を開催。応募総数171件
／採択数34件 選考ポイント：活動の先駆性・
独創性／地域への影響力・広がり・参加の可能
性など。選考委員：AAF実行委員により構成。

AAF2005ネットワーク会議
全国から参加団体の担当者が集まりAAF2005ネットワーク
会議を開催。参加団体のプレゼンテーション、交流会などを
行った。以降、グランドオープンパーティ、報告会と併せて年3
回、実行委員、企画の担当者が一堂に会する機会を設ける。
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＊3 NPO法人アートNPOリンク│全国のアートNPOの活動概況を調査、紹介するデータバンク事業とコーディネート事業を中
心に行う中間支援組織。ゆるやかなネットワークを構築するためのプラットフォームとして設立された。アートNPOに関する情
報収集・発信・研究調査を行い、その社会的ポジションの確立を目指す。
＊4 アートNPOフォーラム│NPO法人アートNPOリンクが主催。活動内容や形態を異にする様 な々アートNPOが全国から集い、
社会的課題の解決に向けて討論する場として、2003年に第一回が神戸で開催された。以降毎年、開催場所を変えながら2015年
まで継続。NPO活動における課題やニーズが共有化されるとともに、アートNPO同士のゆるやかなネットワークが構築された。

＊5 TAM│トヨタ・アートマネジメント（TOYOTA ART MANAGEMENT）の略称。芸術・文化活動の一環として、1996年6月か
ら約8年間にわたって開催。アートを通して地域社会を活性化する「地域のアートマネージャー」を各地で育成し、行政・文化機
関・地域など様 な々レベルで地元密着型のアートマネジメントが盛んになることを目的とした。全国32地域で53回の講座を開
催、延べ1万人が参加。
＊6 D2000プロジェクト│企業5社共同、5年に及ぶプロジェクト。支援をアウトリーチ活動に限定し、「コミュニケーション型アー
ト」を広め、注目を集めた。アートとそれを取り巻く社会との接点を「アートの現場」とし、90年代後半の日本におけるアートの
現場について報告した『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プロジェクト実行委
員会）を2001年に発刊。
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2005

参加プログラム
南の家、北の家。（南の家、北の家。プロジェクト実行委員会）
／空間実験室2005（空間実験室2005実行委員会、ARTizan）
／GOTEN GOTEN 2005 アート湯治祭（東鳴子ゆめ会
議）／2005倉庫のまちで逢いましょう。＿卸町はっぴい・
はっぱ・プロジェクト＿（はっぴい・はっぱ・プロジェクト実行
委員会）／デリバリーアート05（第0研究室）／千葉アート
ネットワーク・プロジェクト2005（千葉アートネットワーク・プ
ロジェクト実行委員会）／フリフリ プロジェクト～船橋をRE：
INVENTIONする魂ふりプロジェクト（NPO法人 コミュニティ
アート・ふなばし）／DANCE×MUSIC！～振付家と音楽家
の新たな試み vol.1～（NPO法人　Japan Contemporary 
Dance Network）／WHEEL Project 2005（自転車部）／
Dance Colloquim 2（ダンスコロキウム事務局）／すみだ川
両岸カルチャーイベント（NPOトリトン・アーツ・ネットワーク）
／平櫛田中邸リノベーションワークショップ（環境プロアセ
スアート）／アート遊覧（アート遊覧）／アート・オウトノミー・
ネットワーク～芸術の自律性を拡張するためのプロジェク
ト（Art Autonomy Network）／富山県氷見市ビデオアート
フェスティバル「氷見クリック2005」（氷見クリック実行委員
会）／ALK2005（NPO v.i.v.a）／Art in Living（@port）／
河崎アートスクール2005夏講座（伊勢河崎アートスクール実
行委員会）／モノと思い出　記憶の指標としてのアート（社
会福祉法人滋賀県社会福祉事業団）／アートによるコミュニ
ケーション・プロジェクト（アートによるコミュニケーション・プ
ロジェクト実行委員会）／ARTBEAT KYOTO 2005　アー
トの鼓動は、京都から（『ARTBEAT KYOTO』実行委員会）
／天若湖アートプロジェクト「風景でつなぐ地域の記憶」
（NPO法人アート・プランまぜまぜ /桂川流域ネットワーク）／関
西女性と希望のアーティストファイル5「まちかど芸術」（京
都橘大学　文化政策研究センター）／北村成美のダンスマラソ
ンこんどこそ！Vol.4（北村成美＋ダンスマラソン実行委員会）／
淡路島アートフェスティバル2005（淡路島アートセンター）／
神戸カエルキャラバン2005（「震災10年　神戸からの発信」
推進委員会）／三津浜アートの渡し（ARTNPOQaCoA（カコ

ア））／だざいふ☆スタードームフェスティバル2005（だざ
いふ☆スタードームフェスティバル2005プロジェクトチーム）／
BEPPU PROJECT 2005（NPO法人BEPPU PROJECT）
／核のない平和な世界を、子どもたちへ！長崎の祈り（長
崎ウエスレヤン大学森田明彦研究室）／シチグヮチ（スタジ
オ解放区）／MOBIUM［SHOBOSHOBOバスツアー＋
mobil placard］（busplan）／指輪ホテル「PLEASE SEND 
JUNK FOOD」（別府現代演劇フェスティバル、指輪ホテル）／
ふたつの向島―東京⇔尾道＋水と魚の記憶ツアー（トリの
マーク（通称））

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
アサヒ・アート・コラボレーション「大凶かえって吉の兆―お
みくじプロジェクト：岩井成昭版」（財団法人アサヒビール芸術
文化財団）／アサヒビールロビーコンサート in 北海道（アサヒ
ビールロビーコンサート in 北海道実行委員会）／アサヒビール
ロビーコンサート in AAF vol.1,vol.2（アサヒビールロビーコ
ンサート実行委員会）／アートノヴァ（アートノヴァ実行委員会）
／アサヒビール・早稲田大学カルチャーセミナー「映画の中
の〈食〉風景」（アサヒビール株式会社）／アサヒ・カフェナイト
（アサヒ・カフェナイト実行委員会）／大山崎山荘美術館「睡蓮
2005 内藤礼 返礼」（アサヒビール大山崎山荘美術館）

提携プログラム
HIBINO EXPO 2005　日比野克彦の一人万博（財団法
人水戸市芸術振興財団）／ビデオアート スクリーニング：トウ
キョウVol.4　「dreaming bodies─夢みる身体」（ビデオ
アート スクリーニング実行委員会）／作曲家野村誠とこども達
によるオルガン作品世界初演!!（横浜みなとみらいホール、財
団法人横浜市芸術文化振興財団）／立山ヒーリングコンサート 
シモン・ゴールドベルク メモリアルプログラム（シモン・ゴール
ドベルク　メモリアルプログラム実行委員会）／四万十川国際音
楽祭2005（四万十川国際音楽祭実行委員会）

7.1-9.30

AAF2005開催    アートができること─人と人を結び、人とまちをつなぐ。明日新しい出あい。     
参加団体数：45件／来場者数：およそ100,000名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ2,000名／実行委員数：85名

71
9/30

AAFフォーラム・キャラバンを全国で開催
ネットワーク事業として、AAFフォーラム・キャラバンを全国で開催
（東京都墨田区、沖縄県那覇市、青森県青森市、大分県別府市、兵庫県淡

路島、千葉県船橋市）。各地のアート・プロジェクトについて議論する
場をつないだ。

AAF2005グランドオープンパーティ
全国から企画担当者が集まり開幕を祝うパー
ティを開催。神楽（出演：津野山神楽保存会）な
どが披露された。

AAF2005報告会
全国から参加団体が集まり
AAF2005報告会を開催。
活動報告などを行った。

AAF2006企画公募
AAF2006の企画公募
を実施。96件の応募が
集まる。

10 22,233
11/18

検証の重要性が議論される
実行委員会で企画の客観的「評価」ではなく、事
業運営に関しての「検証」の重要性が議論され
る。以後「評価」ではなく「検証」と名称を変更。

11

かつてアサヒ・アートスクエアがあったスーパードライホール

2

8/31AAFフォーラム・キャラバン
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AAFとは何か？ その問いに答えるために、まずAAFがどのようなアートであっ
たのか振り返ってみよう。「アート・プロジェクト」が注目された時代にはじまっ
たAAFは、社会との関係を問う企画が多く参加していた。この時代の国内外
のアート・プロジェクトの様相を俯瞰しながら、AAFの位置づけや意義を、ソー
シャル・アートを研究する工藤さんに伺った。

01
アサヒ・アート・フェスティバル（以後AAF）が幕を閉じた。DIY精神にもとづい
た市民による手作りのアート・プロジェクトを推進した活動であった。美術はも

とより、ダンスや音楽、パフォーマンスなど表現分野は領域横断的であり、芸術

祭の開催をはじめとして、屋外展覧会やアート・ツアーの実施、アートセンター

やラボ、遊び場のような人々が集まる場づくり、カフェ、キッチン、ショップ、マル

シェといった食や他文化に関わるイベントの開催、芸術やまちづくりに関する

シンポジウム、トークイベント、ミーティングなど‥多様な活動形態を含有してい

た。アーティストの姿が見えるものから、主催者が中心となりクリエイティブな

活動を行うものまで様 で々ある。

　15年間におよぶ活動のなかで、AAFは夥しい数のプロジェクトを実施してい
る。そのため、活動を総体として把握するのは極めて困難な作業であり、報告

書やカタログなどから、参加者の昂揚や社会状況の変化などを詳らかに理解

できるはずはない。はたして、AAFは、大きな「社会実験」であったのか？そし

て、それが実験であるならば、その実験結果として何がわかったのだろうか？

アート・プロジェクトのはじまり―歴史的な動向から

ʻ90年代の芸術を言い表す言葉 ＝「プロジェクト」
「プロジェクト」という語が芸術界で用いられはじめたのは、‘60年代後半のコ
ンセプチュアル・アーティストまで遡るが、‘90年代以降、「プロジェクト」はさら
に多様な芸術活動を包括する概念となった。美術評論家のクレア・ビショップ

によると、「プロジェクト」とは、「有限の物的対象としての芸術表現から離れ、

可
オープン・エンディド

変・継続的な特性、ポスト・スタジオ＊7的なもの、リサーチ方式、社会的過程、

長い期間をかけて拡張していくもの、そして柔軟性を形式とするものへの移行

アートによる社会実験としてのAAF
工藤安代
NPO法人ART&SOCIETY研究センター 代表理事

1 2

AAF2006ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、基調講演「AAFへの期待～地域創造に着目
して」（出演：吉本光宏（ニッセイ基礎研究所））では「地域騒動！小泉改革に対抗する
アート・パワー」と激励を受ける。

AAF2006選考委員会
応募総数96件／採択数22件
選考ポイント：地域資源の活用の可能性／地域への影響力・広がり／市民参加の可能性／
活動の先駆性・独創性など。

12
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アート×AAF

＊7 ポスト・スタジオ│アーティストが伝統的なスタジオの枠を越えて芸術を作り上げること。
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を希求する」ものだとされている。まさに‘90年代の芸術界はプロジェクトの時
代といっても過言ではない。

　国内では、「プロジェクト」というワードを使いはじめたアーティストとして川

俣正がまず挙げられるだろう。「ワーク・イン・プログレス」＊8として、屋外空間

での制作活動を可
オープンエン デ ィ ド

変＝継続的な形態で進め、制作の結果としての作品という

概念を否定し、制作の過程そのものを作品として定義することを試みた。川俣

が都市空間で既存の建物をハイジャックするような展示をはじめたのは‘80年
代中頃だが、その後、国際的に活躍するようになる川俣の一連の言説は、当

時の同世代のアーティストや美大生たちに少なからずの影響を与えたのは疑

う余地がない。閉鎖的な美術システムへの批判を出発点とした「ザ・ギンブラ

アート」（銀座）や「新宿少年アート」など、‘90年代のアーティスト主
イニシアチブ

導的な表現

活動や、美術館や既存の発表の場を離れ、都市空間そのものを表現の場とす

る「ミュージアムシティ天神」（博多）や「モルフェ」（東京青山）など、イベント性の

強い形態が登場してくる。その後も若手アーティストを中心として、観客とのイ

ンタラクティブな関係や、リアルな社会空間で領域横断的な表現を模索する試

みが繰り返された。その表現活動は「プロジェクト」として受けとめられていき、

こうした動向は2000年に入ると、全国で急増していった。そこには日本の社会
的背景が影響を及ぼしていた訳だが、まずはアート・プロジェクトとは何であ

るのか、その特色を整理してみたい。

AAF2006検証
AAF2006の検証作業をアートNPO
リンクと連携し実施。

草の根ブログポータルオープン AAF2006記者発表会AAF学校2006開校
「アート」と「社会」の橋渡しを行うアート・プロ
ジェクトの実践に触れ、アートマネジメントを学
ぶ実践的講座「AAF学校」が開校。

交流支援プログラム（旅費支援制度）開始
参加団体間のネットワーク促進を目的に開始（以降毎年実
施）。各地の現場やまちの空気にふれながら、担当者同士が出
会い、現状を議論する場が全国各地に生まれた。採択：6件
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川俣正「Expand BankART」／写真：BankART1929

＊8 ワーク・イン・プログレス│川俣正は1984年、代官山ヒルサイドテラスでの展示「工事中」の英訳とし
てこの語を初めて使用した。川俣の一連のプロジェクトや作品名として使用される場合が多い。公的組織
や地方自治体にサイト・スペシフィックなインスタレーション制作のプロポーザルを提出し、完成までのプ
ロセスを作品とみなす手法を基本とする。

032 アート×AAF



参加性：鑑賞者＝参加者

参加型プロジェクトは、それまでの制作者／鑑賞者の垣根を取り払い、鑑賞者

が協働制作者・参加者となることを促していく。そこではアーティストは唯一の

創造者ではなく、協働を誘導してプロジェクトを方向づけ、時に参加者の創造

性を醸成させるファシリテーター的役割を担うことも多い。この参加型プロジェ

クトの形態は今に現われた事ではなく、その端緒は‘60年代にまで遡ることが
できる。‘90年代中頃には、今や周知となったニコラ・ブリオー『関係性の美学』
が出版され、観客が作品の構成要素となり、その状況やプロセス、人々の関係

性を重視する作品を総称的に示すものとして、リレーショナル・アートが美術界

に広く浸透していったのだ。

社会との関わり：社会的コンテクストへの志向

参加型であることですでに社会との関わりを持っているわけだが、コミュニ

ティ（地域・関心事を共有するグループ）との積極的な関わりを指向する特色は 
―おそらくAAFの活動を語る上でも―最も重要な要素となる。
　ところで、芸術界の枠を離れて社会との実質的な関わりを求め、人 と々協働

形式で社会的課題に取り組もうとするムーブメントは、すでに約半世紀前に起

こっている。米国では‘70年代終わり頃から、社会的・文化的・経済的な困窮の
なかで周縁社会（労働者階級、移民、女性、性的マイノリティなど）に生きる人々に向

き合い、彼らに創造的な機会を与え、エリート主義な文化ヒエラルキーに対抗す

る芸術のデモクラシーを求めるアート活動が現れはじめた。それより時早く、英

国では同様な趣旨により「コミュニティ・アート運動」が‘60年代に文化政策とし
て活発化したが、政権交代により財源カットされ運動は衰退してしまった経緯

がある。

　時代が下り‘90年代になると、こうした周縁社会の人々や集団に関わること

アート・プロジェクトにおける３つの特色

アート・プロジェクトの特色については、未だ議論の余地が残るところだが、

次の3つの要素を重要点としてあげることができる。第1に、先述したように、
可
オープン

変＝継
エンディド

続的でプロセスを重視すること。第2に、参加型であること。そして第3
に、社会との関わりを持つことである。

AAF2005
評価報告書発行
AAF2005評価
報告書を発行。

2006

AAF2007企画公募
AAF2007の企画公募を実施。
101件の応募が集まる。

参加プログラム
田園都市のコンテンポラリーアート2006 雪と風の器（と
かちのアートを考える会）／キッズ・アートワールドあおもり
2006（NPO法人あおもりNPOサポートセンター）／空間実験
室2006（空間実験室2006 実行委員会）／GOTEN GOTEN 
2006アート湯治祭（東鳴子ゆめ会議）／ケヤキ並木で逢い
ましょう。＿「杜のまち」はっぴい・はっぱ・プロジェクト＿
（はっぴい・はっぱ・プロジェクト）／千葉クリエイティブ・クラス
ター（NPO法人コミュニティアート・ふなばし）／Tokyo East 
Perspective 「墨東写真」「すみだ職人列伝」（NPO法人ザ・
ダークルーム・インターナショナル）／向島・路地園芸プロジェク
ト（向島・路地園芸プロジェクト実行委員会）／向島のはじまり 
─森の記憶 町の記憶─（トリのマーク（通称））／とがびアー
ト・プロジェクト2006（とがびアート・プロジェクト実行委員会）
／大枝アートプロジェクト「大枝02」（大枝アートプロジェクト実
行委員会）／ビッグ盆！（新世界アーツパーク未来計画実行委員
会）／淡路島アートフェスティバル2006（NPO法人淡路島アー
トセンター）／「三津浜アートの渡し」展開-転回プロジェク
ト「四国アート88ヶ所＆CO.2006」（NPO法人クオリティ アン
ド コミュニケーション オブ アーツ（アートNPO カコア））／～坂
田明と “役立たず” のあり方について～（四万十川国際音楽
祭実行委員会）／だざいふ基本計画2006（CAT-Community 
Activate Team）／筑前深江アーツキャンプ（筑前深江アーツ
キャンプ実行委員会）／BEPPU PROJECT 2006（NPO法

人 BEPPU PROJECT）／ふれあい・ほどく・つながる 水俣
アートフェスティバル（社会福祉法人さかえの杜　小規模通所
授産施設ほっとはうす）／クヮッチーあしび（スタジオ解放区）／
祝・前島3丁目まつり（NPO 法人前島アートセンター）／ムー
ビーカード・ワークショップ・全国ツアー2006（Movie Cards 
Project）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
第98回アサヒビールロビーコンサート〈ヒップホップ・ナイト〉
ブラック・ブラン・ブールと踊ろう（アサヒビール株式会社）／
アサヒ・アート・コラボレーション「照屋勇賢─水に浮かぶ
島」展（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／アサヒ・カフェ
ナイト（アサヒ・カフェナイト実行委員会）／AAF すみだ川アー
ツのれん会（AAF すみだ川アーツのれん会）／AAF 学校（ア
サヒ・アート・フェスティバル実行委員会）

提携プログラム
中央区内のすみだ川 両岸カルチャーイベント（NPO法人トリ
トン・アーツ・ネットワーク）／コンカリーニョ生誕祭（NPO法人コ
ンカリーニョ）／絵本を歌う vol.2 中川保子＋しぶやかよこ～
マリンバと共に～（Bananan/音のアトリエcoco25）／新日本
フィル ミニ・コンサート＆文化フォーラム～オーケストラの住
む街すみだ～（財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団）

6.17-8.27

AAF2006開催    アートでまちを考える・人と人をつなぐ     
参加団体数：31件／来場者数：およそ50,000名／
参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,500名／実行委員数：131名

9 1030 30,10/1 116 117
8/24

8/27
11/17

AAF2007選考委員会
応募総数101件／採択数27
件（＊採択後、1件辞退）

4,5,1112

AAF2006活動の記録発行
AAF2006活動の記録を発行。詳細は巻末
の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

1

AAF2006報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、パネルディスカッション
（出演：真野洋介（東京工業大学）、ティトス・スプリー（琉
球大学）、原久子（大阪電気通信大学））などを行った。

AAF学校2006
AAF2006

AAF2006グランド
オープンパーティ
開幕を祝って相撲甚句（出演：日本
相撲甚句会）などが披露された。

034 035アート×AAF アートによる社会実験としてのAAF│工藤安代



への関心が、アーティストだけでなくキュレーターの間で高まっていき、コミュニ

ティ・アートに還元されえない新たな実践が探りはじめられた。彼らにより、アー

トにおける場所性、サイト・スペシフィックの意味を問い直すような実験的展覧

会が行われていった。「サイト＝場・敷地」という物的、視覚的特性を反映して作

品を構築することを超えて、そのサイトの歴史的、社会的、文化的な特性を反

映し、その場に生活する住民が直面する現実的問題に焦点を当てる転換がな

されたのだ。いわばジェイコブの展覧会は、「イシュー（問題）・スペシフィック」、

「オーディエンス（観衆）／コミュニティー・スペシフィック」といった概念変化へ

の実験であった。

　‘90年代初頭から欧米を中心としてこうした多様な試みが、オルタナティブ
な展覧会場や新進キュレーターたちにより展開され、新しい呼称も数々生み出

されていった。「ソーシャル・プラクティス（social practice）」、「ダイアロジック・

アート（dialogic art）」、「コラボレイティブ・アート（collaborative art）」、そして

「ソーシャリー・エンゲイジド・アート （socially engaged art）」などがこの様な

潮流の中で語られるようになっていったのだ。

　中でも「ソーシャリー・エンゲイジド・アート（以後SEA）」は、私自身も展覧会

の開催や翻訳本の出版などでこの数年関わりを強くしているが、先述したよう

な「可
オープン

変＝継
エンディド

続的でプロセス重視」「参加型」「社会課題への関わり」が特色で

ありつつも、多元的に社会変革を求めていく点が強調される。SEAを特徴づけ
ているのは、ハイブリッドな表現メディア、多様なセクター（地域コミュニティ、都

市デザインや福祉・環境団体など）とのコラボレーション、社会的相互作用（social 

interaction）によって現実的なアクションを起こす表現行為／社会的行為を有

する点である。したがって政治・経済問題とも不可分であり、実践的で批評的

なものも多いことも特記すべき点である。

日本社会の課題に取り組んだAAF
　

ここまで国内外のアート・プロジェクトの概要についてふれてきたが、あらため

てAAFの活動に立ち返り、AAFがいかなるアート・プロジェクトを支援してきた
か考えてみたい。もちろん15年間における多種多様なプロジェクトを一括りに
語るのは無理があるという前提をふまえつつ、その活動の基本は「市民・住民

主体による地域に根差したアート活動」を推進することだったといえる。これま

でアートの非専門的／素人として捉えられてきた一般市民を中心に据えて、芸

術教化される対象ではなく、表現活動を内発的におこなう活動の主体として位

交流支援プログラム募集開始
採択：6件

3 6

AAF学校2007開校
「アートの現場とつながっている学
校」をテーマに、東京近郊の企画
担当者がレクチャーを行った。

AAF2007
記者発表会

AAF映像ネットワーク開始
映像を扱う参加プロジェクトが連携して立ち上げた
上映のためのプラットフォーム。全国の参加プロジェ
クトから映像作品を募り、各地で上映会を開催。

2 1511,12 13

「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展─社会を動かすアートの新潮流」2017年（東京）
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AAF2007ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、グルー
プディスカッション（テーマ：AAFの強み／弱
み、ネットワーク企画をつくる）などを行った。

10 15

AAF学校2007

036 037アート×AAF アートによる社会実験としてのAAF│工藤安代



人の祭りは見てもしょうがないもので、皆、自分たちの祭りをつくって自分たちで祝っ

て、自分たちで楽しんだのである。この徹底した非功利性、究極の参加型、それは

本来芸術の持っていた性格でもある。」（2007年報告書より）

ここで考えたいのは、AAFがこのように「コミュニティ」を強調し、そこに目を向
けていった背景には、アート領域からの課題だけでなく、社会全般の課題が

あったのではないかという点である。 

日本社会における重大課題＝地域社会の疲弊／高齢化／少子化

2000年を過ぎる頃から、コミュニティ再生について、多くの人々が関心を寄せ
るようになった。政治社会学者の齋藤純一は、こうした背景に人々の市場と国

家への不信があることを挙げている。競争や経済成長を第一義とするのでは

なく、人間関係の充実や生活スタイルの見直しを求める人々や、直面している

問題の解決を政府任せにするのではなく、自分たちで探ろうとする人々が増

加している事に着目しつつ、高齢者や失業者、孤立した境遇に生きる人々への

行政によるケアが不十分な状況に対し、相互の配慮が期待できるコミュニティ

での人間関係が以前に増して求められはじめたことを指摘する。コミュニティが

「自分たちの手の届くところにあり」、「人々がなおも当事者
4 4 4

として自ら関与し、

制御できる具体的な関係とみなされている」点に留意し、自分が「安心して身

を置くことができるような場所（居場所）をもちたいという願いもコミュニティ再

生への関心を高めている」と説く齋藤の言説は、今日のコミュニティへの熱い

期待感を考えるヒントとなるのではないだろうか。

　一方、現代の日本社会には、大都市一極集中による地方の疲弊問題も圧し

掛かっている。地域再生は住民の悲願ともいえる深刻な課題となっているの

だ。そうした状況下で、地域の「魅力再発見」が求められ、住民が集えるよう

置づけるものだった。ディレクターやキュレーターという役割もなく、主催者と

発表者が同じであるというケースも少なくない。いわば究極の参加型アート・

プロジェクトである。AAFの中心的存在である加藤種男の言葉からもそれは伺
え、目指すところを「新しい形の祭り」として語っている。

「何の役にも立たないけれども、祭りがなければコミュニティは維持できない。祭りはコ

ミュニティの成員すべてが作り手である。したがって、もともと見物人はいなかった。

参加プログラム
向井山朋子 夏の旅 シューベルトとまちの音（「夏の旅」〈東
京・仙台・山形・岩手・札幌〉プロジェクト）／SNOWSCAPE 
MOERE Ⅱフォーラム（財団法人札幌市公園緑化協会）／田
園都市のコンテンポラリーアート2007 雪と風の器（とかち
のアートを考える会）／キッズカレッジあおもり０７（NPO法人
あおもりNPOサポートセンター）／空間実験室2007（空間実
験室2007実行委員会）／GOTEN GOTEN 2007 アート湯
治祭（NPO法人東鳴子ゆめ会議）／WATARASE Art Project
［WAP］2007（WAP2007実行委員会）／千葉クリエイティ
ブ・クラスター セカンドステージ（NPO法人コミュニティアート・
ふなばし）／アシェー・ブラジル・バイーア！！（NPO法人カポ
エィラ・テンポ）／向島芸術計画2007（現代美術製作所）／サ
タデーチャンゴフィーバー（サタデーチャンゴフィーバー実行委
員会）／ノボリト・アート・ストリート（のぼりとゆうえん隊）／N
プロジェクト～とがびアートプロジェクト2007（Nプロジェクト
実行委員会）／三国湊 CHIKAMATSU 祭り（NPO法人三国
湊魅力づくりPJ）／島町映像フェスティバル～映像がつなぐ
島町の過去と未来とコミュニティ～（ひょうたんからKO-MA）
／めくるめく紙芝居2007（めくるめく紙芝居実行委員会）／大
枝03（大枝アートプロジェクト実行委員会）／アートフェスタin
大山崎町2007（アートフェスタin大山崎町2007実行委員会）／
天川☆星座遺産プロジェクト2007―星 で々紡ぐ記憶の遺
産―（天川☆星座遺産プロジェクト2007実行委員会）／淡路島
アートフェスティバル2007（NPO法人淡路島アートセンター）

／アートリンク・アートパーティ（NPO法人ハート・アート・おか
やま）／外浜まつり2007（外浜まつり実行委員会）／四国アー
ト88ヶ所＆CO.2007（NPO法人クオリティ アンド コミュニケー
ション オブ アーツ）／四万十の音 風に乗り 波にゆられて 夢
の散歩（四万十川国際音楽祭実行委員会）／AAF学校in別府
（NPO法人 BEPPU PROJECT）／映画時間～コザ街歩き映
画祭～（スタジオ解放区）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
第102回アサヒビールロビーコンサート　「ハイチのヴー
ドゥー・リズム」－デモンストレーション＆パフォーマンス－（ア
サヒビール株式会社）／アサヒ・アート・コラボレーション　「岸
にあがった花火―宮永愛子展」（財団法人アサヒビール芸術
文化財団）／アサヒ・カフェナイト（アサヒ・カフェナイト実行委員
会）／AAFすみだ川アーツのれん会（AAFすみだ川アーツの
れん会）／AAF学校（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）
／アサヒビール大山崎山荘美術館　「花咲くころ： モネ、ル
ノワールから須田悦弘、澤登恭子まで」（アサヒビール大山崎
山荘美術館）

提携プログラム
中央区内のすみだ川　両岸カルチャーイベント（NPO法人ト
リトン・アーツ・ネットワーク）

7.7-9.9

AAF2007開催    さざなみから うねりへ アサヒ・アート・フェスティバル     
参加団体数：33件／来場者数：およそ65,000名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,000名／実行委員数：142名

AAF2007検証委員会
参加団体の自己検証資料などをもとに、個々の企画の実施状況や
優れた点の確認、改善点についてのコメント作成を行い、これらをも
とにAAF2007全体の総括を行った（以降毎年開催、AAF2012-2013は
「検証の会」）。

AAF2006検証報告書を発行 AAF2008企画公募
AAF2008の企画公募を実施。
83件の応募が集まる。

10 117

2007

25,26

AAF2007グランドオープンパーティ
開幕を祝ってデモンストレーション（出演：カポエィラ・テンポ、
サタデーチャンゴフィーバー実行委員会）などが披露された。

7

9/9
9/13

1
AAF映像ネットワーク 
AAF学校2007

AAF2007
AAF2008企画公募
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AAF2007報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、パネルディスカッション「い
ま、アートについて話そう」（出演：新川貴詩（美術ジャーナリス
ト）、藤本由紀夫（サウンド・アーティスト）、芹沢高志）を開催。

AAF2007検証レポート公開 AAF2008ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、
新規参加団体に向けた「交流支援プ
ログラム」の事例報告などを行った。

AAF2008選考委員会
応募総数83件／採択数25件
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目的に据えている。その理由は、それほどこの国の地方市町村が疲弊し、置き

忘れられた存在へと衰退してしまった社会課題があったからだと考えられる。

その経済的・社会的な詳細事実を論ずる余裕はここにはないが、他の課題に

比してこの「地域の疲弊」を最も大きな日本の社会課題として、AAFは捉えて
いったのではないか。それは同時にまた、その時々の申請側＝コミュニティ側の

真摯な要望を反映させ変化してきたと捉えることが自然だろう。一つのムーブ

メントの誕生は、いくつかの社会セクターのニーズが複層的に重なる時にこそ

起こる、これは歴史が語る通りである。

アート・プロジェクトの評価・批評の困難さ

コミュニティ再生が、日本の緊急な社会課題であり、その課題にエンゲイジして

いったAAFの活動であったことが改めて認識できる。そうした課題がベースに
ありつつ、AAFの実に幅広い多様な創造活動を「アートの質」という面から、
いかに捉えることができるのだろうか。この点については、AAF審査委員や実
行委員会の中でも継続的に議論が繰り返されたようだ。応募要項には「市民

や地域への影響」に加え、「芸術への影響＝イノベーション（新しい視点）」が評

価軸として示されたが、評価・検証の報告書などから察するに、他の評価軸と

比較して芸術的な成果は低い評価に留まるという課題が続いた。だがここで、

そもそもAAFの活動をアートとして正確に評価することが可能なのかという疑
問が湧いてくる。

プロセスの不可視性と観客・評論家不在

アート・プロジェクトは、可変＝継続性であり、結果ではなくプロセスを重視する

特異性があるゆえに、その評価は容易ではない。先述したクレア・ビショップは

な「コミュニティ交流の場」づくりや、「空き家対策」などが課題となって久しい

が、それは現時点において解決しているわけではない。アート・プロジェクトか

ら生み出される人的交流や地域活性といった社会的有用性が着目されていっ

たのも、この様な社会的背景があったからだ。コミュニティ再生策が上手くい

かない中、それまで試されなかったアートの力に期待が集まっていった。AAF
はそれゆえに、地域で活動する個人・団体から、おそらく当初の予想を上回る

支持を受けていったのではないか。

AAFが目指した地域再生
これまでのAAFの報告書やウェブサイトからも分かるように、AAFは日本地図
にプロジェクトをプロットする地理的な発信をおこなってきた。ここからもAAF
がプロジェクトを地域に密着したものと捉えてきた事がわかる。実施回数を重

ねるなかで、アートを介した地域再生活動へと舵が切られていく。活動スター

ト時のテーマは、「あなたが主役」（2003年）で住民参加を重視する姿勢を強調

し、それが「アートでまちを考える・人と人をつなぐ」（2006年）、「アートツーリ

ズムでいこう」（2008年）という地域や街に着目する視点へと変わっていった。

　その発足当初から実行委員会事務局長を務める芹沢高志は、2006年報告
書でこの点に触れている。「募集要項に『特に地域資源の再発見とその独創的

な活用に焦点をあてたプログラムを重視する』と明示することにした。つまり、

地域密着の姿勢をより強めたと考えてよい」。さらに実行委員会でも、「地域に

はそれぞれの課題があり、同時に固有の魅力もあります。地域の課題解決に

関わり、地域資源を顕在化させ生かすようなアート・プロジェクトを推進してい

きます。」（2011年）と明言している。

　この様にAAFは「市民がアートを通して地域を再生する活動」であり、忘れ
去られた「地域資源」や顧みられない「魅力」をアートにより引き出すことを

AAF映像ネットワーク 
AAF2008企画公募 11/26
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キャッチコピー「アートツーリズムでいこう」決定
実行委員会の議論によりキャッチコピー「アートツーリ
ズムでいこう」が生まれる。以後、AAF2016まで継続。

交流支援プログラム募集開始
採択：9件

AAF2008記者発表会・公開シンポジウム
公開シンポジウム「アートが社会のヴィジョンをひら
く」（出演：足立智美（パフォーマー、作曲家）、熊倉純
子（東京藝術大学）、田野智子（ハート・アート・おかや
ま）、藤浩志（美術家））を開催。

AAF学校2008開校
第1期「アートプロデューサーの基本姿勢を学ぶ（アートの
可能性を社会の中にどのように開いていけますか?）」、第2期
「なぜ?に応える視点を学ぶ」をテーマにレクチャーなどを
行った。5 62 4

2008

15 23 9
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芸術活動への批評には、もはや視覚性を元とした言説と異なる新しい分析手

段や枠組みが求められる。「批評的言説の貧困状況は美術評論家自身に起因

している」のである。アート・プロジェクトの意義をめぐり、第三者が語る場やそ

の方法が今後重要となり、国内に留まらず海外でのこの種の研究成果を検証

しつつ議論を深めていく必要があるだろう。

日本社会を変える試みの先

AAFは、「閉じた」日本の社会をアートにより「開く」ことを試みた活動だった。
そして、全国のクリエイティブ・マインドを持つ人々の気持ちに火をつけたのは

間違いない。活気を失った故郷のまちで自らアクションを起こし、きびしい現実

を変えていこうとする活動、日本社会の閉塞感やネガティブな生活感を一変し

たいと願う人 と々共に創造力でオルタナティブな場をつくろうとする活動、そう

した人々の熱量を活かした「運動体としてのフェスティバル」だったといえるだ

ろう。

　中でも、プロジェクト実施団体の全国ネットワークを形成していく上で、全国

に同様な思いを抱く人々が多数いる事実を可視化し、「それぞれ地域固有の

課題とともに、共通した課題が少なくない。」（加藤種男）ことに着目していった。

旧来の地理的範
スケール

囲が、複合的でネットワーク化された現在において、地域課

題は全国的課題にもなる。地域に閉じた小さなローカル問題と思われていた

ものが、実は日本社会が抱える大きな公共的な問題であったことを提示した

AAFの功績は大きい。
　AAFが終了したこれからは、規模の大きなプロジェクトはまだしも、ここから
誕生した小規模なプロジェクトが今後、自立し生き残れるかが問われる。AAF
が支えたアート・プロジェクトの広がりを一過性のブームとしてしまうのではな

プロジェクト型アートの評価について、「どれくらいの時期にわたって判断が下

されるべきかという問題」があることを指摘している。「可変＝継続的は、ときに

鑑賞者によって不在＝喪失として経験される。なぜならこの表現の中心的な内

容となる『プロセス』が、ほとんど視覚化や外示されることがないからだ」と述

べ、終わりが明確に定まっていないプロジェクトを評価する難しさ、全体プロセ

スに参加する限界、そしてプロジェクト終了後にはそのプロセスをトレースでき

ない、すなわち、第三者（二次的鑑賞者）がプロジェクトを追体験できない問題

点をあげている。

　評価の問題をさらに複雑にするのは、AAFの多くのプロジェクトは、地元住
民によるDIYでつくられ、その鑑賞も地産地消的な側面が強く、時に「内輪で
楽しんでいる」ような印象を与える。ビショップは「芸術に必要なのは観

スペクテーター

客だ」

とも明言しているが、プロジェクトを鑑賞する人々が参加者／当事者であるが

ゆえに、アートとして受けとめる観客がいないというジレンマを抱えてしまう。

AAFでは批評的な鑑賞者として検討委員を置く試みや主催者側からの自己評
価を継続的におこなっているが、参加者の声を拾い上げることは容易ではな

い。ここに参加型アートの課題が見えてくる。すなわちプロジェクトを実施／参

加する人びとが芸術の非専門家である場合、外部に伝える言説に限りがある

ことだ。

　加えて、これまで芸術の評価を決定づけてきた芸術評論家は、一般的な鑑

賞者の意見を重視してこなかった。そして、プロジェクト型、参加型アートが

日本に現われて30年あまりとなるが、日本の美術評論家は多くを語って来な
かったと言えるだろう。福住廉が指摘するように、「プロセスや参加について語

るべき言葉を、美術評論家は依然として手にしていないのだ」。作品の成立や

作品の創造者の既成概念と乖離し、誰がアーティストなのか、一見してアートと

は認識しづらい上、オーサーシップを捨て去るアーティストさえいる。そうした
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6.14-9.7

AAF2008開催    アートツーリズムでいこう     
参加団体数：39件／来場者数：およそ43,700名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,500名／実行委員数：178名

AAF2007ドキュメント発行
AAF2007ドキュメントを発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

2008

AAF2008グランドオープンパーティ
開幕を祝って隠岐島前神楽（出演：隠岐島前神楽保存会）が披露された。

AAF学校2008
614 14

9/7

く、社会に定着していくために、財源制度を含めた制度設計を行政や国に求

めていくのが次のステップとなるだろう。行政や地域自治体との共催が今後よ

り多くなることも予想されるが、その際に、支援側の意向に配慮し、プロジェク

トの自由度を縮減されることを批判的に受けとめる姿勢もプロジェクト主催側

に求められていくだろう。海外諸国と比較すると、対立や闘争は少ない日本社

会であるが、未だ可視化されていない政治的、民族的、宗教的問題は多々あ

るはずだ。プロジェクトが実施される場の文脈や人 と々の関係性をさらに複層

的に読み込み、深い眼差しを持ってエンゲイジしていくアート・プロジェクトが

さらに現れることを期待したい。AAFが芸術を社会・市民に開いていこうとし
た「社会実験」の結果は何であったのか？ その答えは、これからの我々自身の
思考と実践にかかっている。

参考文献
● クレア・ビショップ（2016年）『人工地獄―現代アートと観客の政治学―』大森俊克訳、フィルム  アート社.
● 伊豫谷登士翁・斎藤純一・吉原直樹（2013年）『コミュニティを再考する』平凡社.
● 福住廉（2008年）「市民芸術論的転回―クリティカルな視点から見た横浜トリエンナーレ2005」暮沢剛
巳・難波祐子編『ビエンナーレの現在―美術をめぐるコミュニティの可能性』青弓社.

工藤安代（NPO法人ART&SOCIETY研究センター 代表理事）
東京生まれ。多摩美術大学卒業、南カルフォルニア大学大学院、埼玉大学大学院文化科学研究科博士後
期課程を修了。民間企業にて公共／民間組織におけるアート・コミッション事業に携わった後、社会・地
域における芸術文化活動の研究活動に取り組み、2009年現法人を設立。プロジェクト型アートのアーカ
イブ活動や展覧会の実施などをおこなう。主な著作に『パブリックアート政策』、翻訳書『ソーシャリー・エ
ンゲイジド・アート入門』などがある。
URL：http://www.art-society.com

2008

参加プログラム
GOTEN GOTEN 2008 アート湯治祭（NPO法人東鳴子
ゆめ会議）／倉庫のまちで逢いましょう。＿卸町 はっぴい・
はっぱ・プロジェクト＿（はっぴい・はっぱ・プロジェクト）／
横丁アートセッション08 in 山形（横丁アートセッション08実
行委員会）／アート屋台プロジェクト in 仙南 2008（アート
屋台プロジェクト実行委員会）／Art!Port!Onahama2008
（Art!Port!Onahama実行委員会）／わたらせ渓谷鐵道 現
代美術展　WATARASE Art Project 2008（WAP実行委
員会）／コリアン・パーカッション・ナイト“サタデーチャンゴ
フィーバー！”（韓国伝統芸能祭 サタデーチャンゴフィーバー実行
委員会）／ノボリト・アート・ストリート2008（のぼりとゆうえ
ん隊）／浜松的アートセンター構想＠鴨江別館（NPO法人ク
リエイティブサポートレッツ）／ながのアートプロジェクト2008
（Nプロジェクト実行委員会）／Migrate（G-netTOKYO）／八
尾スローアートショー2008～地域とアートと学校と（八尾ス
ローアートショー実行委員会）／『遺言』～近江八幡映像プ
ロジェクト2008～（地域プロデューサーズ ひょうたんからKO-
MA）／アートフェスタ in 大山崎町 2008（アートフェスタin大
山崎町2008実行委員会）／大枝04 -みどりの停留所（大枝
アートプロジェクト実行委員会）／The アートフォークロアリズ
ム in 上町台地（應典院寺町倶楽部）／淡路島アートフェス
ティバル2008（NPO法人淡路島アートセンター）／アートリン
ク・アート・パーティー（NPO法人ハート・アート・おかやま）／
外浜まつり2008（外浜まつり実行委員会）／四国アート88ヶ
所＆CO.2008 ～みつはま永遠回帰～（NPO法人クオリティ・

アンド・コミュニケーション・オブ・アーツ）／アート・ミーツ・は
た 2008 in ぬの（はれんちしまんとプロジェクト）／ふらっと
Dance（OITA’n DANCE ORGANIZATION）／中心市街地リ
ノベーション構想「platform制作事業」（NPO法人 BEPPU 
PROJECT）／コザ百匠一起（スタジオ解放区）／栄町市場
×銀天街　市場交歓プロジェクト（NPO法人前島アートセン
ター）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
AAFすみだ川アーツのれん会（AAFすみだ川アーツのれん
会）／AAF学校2008（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員
会）／アサヒ・アート・コラボレーション「森をあそぶ―木村
崇人展」（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／第106回アサ
ヒビールロビーコンサート「アマゾンを知ろう。カラジャと遊
ぼう。」（アサヒビール株式会社）／アサヒ・カフェナイト（アサヒ・
カフェナイト実行委員会）／アサヒビール大山崎山荘美術館　
「アートでかけ橋」（アサヒビール大山崎山荘美術館）

連携団体
財団法人札幌市公園緑化協会／アーティスト・イン・スクー
ル事業実行委員会／とかちのアートを考える会／空間実験
室2008実行委員会／NPO法人コミュニティアート・ふなば
し／NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク／NPO法人向
島学会〈アートスポット鳩や〉運営委員会／四万十川国際音
楽祭実行委員会

AAF2008
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AAFは生まれた当初、アサヒグループ本社ビルの近隣である「すみだ」

の地域性が強いローカルなプロジェクトであった。しかし4回目を迎えた

2005年、参加団体を一般公募に切換えて一気に全国展開を図る。こ

の年はAAFにとって最も大きなターニングポイントの年と言えよう。ひとま

わり進化したAAFは、このとき基本的な骨格を整え、他にはないアート・

フェスティバルの特徴を際立たせた。

AAFの本格的な全国展開：
公募制の導入
山出淳也 NPO法人 BEPPU PROJECT

 ×
芹沢高志

AAFははじまってすぐにも、大胆な変容
を遂げていく。まず、最初は隅田川周辺
エリアで活動していた人 を々中心に、小
規模な実行委員会の構成を取っていた
が、AAF2002が終了すると、AAF2002
に関与した多くの協力者にも声をかけ、
実行委員会そのものを拡大させていっ
た。そしてディレクター制を廃止し、実行
委員各自が手を挙げて、自らの企画を
実行するという形に移行していく。つまり、
従来型のトップダウンによる意思決定の
プロセスを壊し、すべてを実行委員の合
議で水平的に決めていくことにしたので
ある。
　なぜこのような決定がなされたの
か、理由は様々考えられるが、私は
AAF2002で開催された『リクリット・ティ
ラバーニャ：すみだ川モード』展の影響
も大きかったと考える。リレーショナル・
アートの草分け的な存在であるティラバー
ニャは、この時、会場に「デモ・ステー
ション」というステージを設け、地元の人
や観客たちが企画した様 な々催しを連
日繰り広げるという「作品」を発表した。

いかにも彼らしい試みだ。アサヒビール
社員によるマジックショーとかクッキングバ
トル、落語家による釣りトーク、歌や楽器
演奏、フラダンスもあった。ある意味ごっ
た煮の世界であり、通常考えられる「美
術展」とは極端にかけ離れていた。アー
ティストがやったことは、表現活動を通し
て人 が々交流する「デモ・ステーション」
という設え、場、プラットフォームをつくった
だけで、そこで何が起こるのかは、アー
ティスト自身も完全には把握していない。
AAFの実行委員たちはこうした現場を
目の当たりにして、市民がそれぞれ主役
となりうるフェスティバルとはいかなるもの
か、真剣に模索していくことになったので
ある。
　この動きはさらに加速する。アサヒビー
ルでは全国で「ロビーコンサート」という
催しを展開していたが、その実行を任
せる地域パートナーたちとの協力関係が
生まれつつあった。彼らにも実行委員に
なってもらおうということになり、AAF実行
委員会の構成は全国に広がりはじめる。
しかし、いくら信頼に足るパートナーと

30,31 29,30 8,9,15

2008

AAF学校2008
10 11 12
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AAF2008検証委員会
石綿祐子（AAF実行委員）のコーディネートにより、
参加団体への事前事後アンケートを含む検証シー
ト+モニタリングシートが完成。

AAF2009企画公募
AAF2009の企画公募を実施。78件の応募が集まる。

AAF2008報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、AAF2008検証委員会
報告（出演：石綿祐子）やグループディスカッションなどを
行った。

AAF2009選考委員会
応募総数78件／採択数26件

1

11/17

dialogue

AAFネットワーク実行委員会事務局長／
P3 art and environment 統括ディレクター

AAF2009企画公募
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アーティストがAAFと出会う

山出│僕がまだヨーロッパで活動していた
頃、インターネットである記事を読みました。
それは大分県の別府市で路地を案内する
個人客向けのガイドツアーが行われていると
いうものでした。団体客向けの観光地だっ
た別府が変わりつつあることを感じ、このプ
ロジェクトに関わっている人たちに会ってみ
たいと思い帰国を決めました。幼少期、親
戚が集まると、よく別府に行きました。観光
地ならではの、夜の喧噪、賑やかさ、猥雑
さ……、どこか魔術的なまちの記憶が蘇っ
てきました。別府のことを考えているうちに、
あの不思議なまちを友達のアーティストに見
せたい、あのキュレーターならどう感じるだろ
うか、あの人ならどんなインスピレーションを

得てどう表現するだろうかとか、想像したら
すごく見てみたくなったのです。それを実現
できるのは芸術祭を開催することだと考え、
有志を募って立ち上げた団体が「BEPPU	
PROJECT」です。
　ただ、帰ってきたのは良いけれどまったく
お金がない。資産家の息子でもないし、お
金集めの経験もない、そもそも組織なんて
作ったこともない。それまでは展覧会に呼ば
れ、予算や展示空間など与えられた条件
の中で制作することしかなかったんです。
　とにかく自分なりの算段でやっていこうと
考えていた2004年の末頃、当時AAF実行
委員だった荻原康子さんからAAFが公募
を開始することになったと案内をもらいまし
た。結果的に採択され、浅草のアサヒ・アー
トスクエアに行ったのですが、そこで強烈な

いっても、それは従来のアサヒビール・メ
セナと関係を持ち得た、限られた人たち
である。自分たちも知らない才能が、全
国には数多くいるはずだ。さらなる多様
性を求めて、AAFはAAF2005から公募
制を導入し、全国から広く企画を求める
ことになる。
　公募で選ばれたAAF2005参加団体
が一堂に会した初めての「AAFネット
ワーク会議」のことはよく覚えている。ほ
とんどが初対面の方たちだから、事務局
としては交流を深めるためにいくつか手
立ては考えていたが、集まってみればそ

んなお膳立ては必要もなく、会場のいた
るところで自発的に自己紹介と交流が進
んでいく。みんな水を得た魚という感じ
だった。
　おそらく、それぞれの地域で、何をやっ
ているのかわからないと周りから言われ
続け、悩みながらも活動を続ける人 が々
ここにいた。彼らは全国各地で同じよう
に悩む「仲間たち」と出会い、自分が一
人でないことを実感した。それが2005年
3月5日。AAFはここから新しいステージ
に入っていく。

芹沢高志

2009
1

YEAR

2 3

AAF2008ドキュメント発行
AAF2008ドキュメントを発行。
詳細は巻末の「記録と資料」
ページを参照。

交流支援プログラム募集開始
採択：13件

平成20年度芸術選奨の地域振興部門で文部科学大臣賞を受賞。
加藤種男（アサヒビール芸術文化財団）がアートNPOの育成に多大な貢献をしたと
して平成20年度芸術選奨 地域振興部門で文部科学大臣賞を受賞。
同部門で山出淳也（BEPPU PROJECT）が新人賞。

AAF2009ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、選考委
員による選考コメントの発表、グループディス
カッションなどを開催した。

2005年、AAFは参加者を一般から公募しはじめたが、初年度に応募した参加者のひとりが山出淳也
さん。大分出身のアーティストで、この機に「BEPPU PROJECT」*9を立ち上げ九州・別府に新しい
ムーブメントを起こした。AAFの全国展開を生で体験した山出さんに、当時の模様を伺った。

12 21,22 3 6
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＊9 NPO法人 BEPPU PROJECT│別府を活動拠点とするアートNPO。2005年4月に発足して以来、現代芸術の紹介や普
及、フェスティバルの開催や地域性を活かした企画の立案、人材育成、地域情報の発信や商品開発、ハード整備など、様 な々事
業を通じてアートが持つ可能性の普遍化を目指し、アートを活用した魅力ある地域づくりに取り組んでいる。

アサヒ・アート・コラボレーション「リクリット・ティラバーニャ：すみだ川モード展 Untitled, 2002（demo station no.3）」における
「クッキング・バトル」松蔭浩之vs 山口晃／AAF2002／写真：アサヒグループ芸術文化財団
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ショックを受けました。
―どのようなショックを受けましたか？

山出│僕は20代の前半までは日本でアー
ティスト仲間と活動をしていましたが、それは
基本的にアーティスト的な思考で、アート関
係者だけの組織。その後、海外に出てから
は、所属するギャラリーの手配で、コレクター
や国際展のキュレーターといった、私のキャ
リアのステップアップにとって重要だと思われ
る欧米のアート業界の人 と々知り合っていき
ました。
　しかしAAFで出会ったのは、アート関係
者ではありませんでした。そんな場に何年

も身をおいていたので、公務員や僧侶が
「アート・プロジェクトをやります」と言ってい
る状況に驚いたわけです。正直AAFの参
加者のモチベーションが何なのか分からな
かったし、まちづくりにアートを活用したいと
いうのもピンとこなかった。そのときはまだアー
トの価値を、作品としての「質」だけでとらえ
ていたんですね。
　AAFの参加者は今まで会ったアート業界
の人たちとは違って、基本的に自分のまちで
何かしようとしていました。アーティストやアー
ト関係者以外の人たちが、こんなにもアート
を必要としているということを実感しました。

AAFに集まった人々

―公募をしてみて、実際にどのような人が

応募してきたのでしょうか。活動したてのアー

ティストの参加が多かったのでしょうか？

芹沢│有名無名に限らずいわゆる狭い意味
でのアート界に安住したくないアーティストが
集まってきました。多少極端な比喩ですが、
ギャラリーが八百屋だとしたらアーティストは

生産者。「こんないい大根つくったよ」「じゃ
あどうやって高く売るか」「大根好きの人が
いるからあそこに売り込もう」という具合。そ
れは海外も同じ。でも、日本のマーケットは
小さく、コレクターも少ないから、よけいに閉
じやすいと思います。展覧会を開いて評論
家に見つけてもらい、学芸員や館長に興味
を持ってもらい、美術館のコレクションとして
購入してもらう。そしてそれを盾に、ギャラリス

AAF2009記者発表会
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AAF2009開催    アートツーリズムでいこう     
参加団体数：31件／来場者数：およそ117,000名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,200名／実行委員数：187名

参加プログラム
OYOYO通り～夏の妄想（OYOYOプロジェクト）／十勝アー
ティスト・イン・スクール事業（十勝アーティスト・イン・スクール
実行委員会）／こどもの時間・こどもの領分 stage1（空間実
験室2009実行委員会）／八戸横丁アートプロジェクト～酔っ
払いに愛を～（酔っ払いに愛を実行委員会）／LIFE CAFÉ
（ENVISI）／アート屋台プロジェクト in 仙南 2009（アート屋
台プロジェクト実行委員会）／わたらせ渓谷鐵道　現代美術展　
ワタラセアートプロジェクト2009（WATARASE Art Project）
／コリアン・パーカッション・ナイト“サタデーチャンゴフィー
バー!”（サタデーチャンゴフィーバー実行委員会）／かかしの細
道プロジェクト（深川資料館通り商店街協同組合）／横浜下町
パラダイスまつり2009（ART LAB OVA）／ながのアートプロ
ジェクト2009～学校を美術館にしよう～（Ｎプロジェクト実行
委員会）／八尾スローアートショー2009～地域とアートと学
校と（八尾スローアートショー実行委員会）／三国湊の路―現
代アートと文学のアジール―（NPO法人三国湊魅力づくりPJ）
／『遺言(YUI-GON)II』～近江八幡映像プロジェクト2009
～（ひょうたんからKO-MA）／天若湖アートプロジェクト（天
若湖アートプロジェクト実行委員会）／アートフェスタ in 大山崎
町2009（アートフェスタin大山崎町実行委員会）／此花アーツ
ファーム構想（NPO法人プラス・アーツ）／住み開きアートプ
ロジェクト（應典院寺町倶楽部（企画運営：築港ARCプロジェク

トチーム））／淡路島アートフェスティバル2009 淡路島アート
不動産（NPO法人淡路島アートセンター）／アートリンク・アー
ト・パーティー（NPO法人ハート・アート・おかやま）／外浜まつ
り2009（外浜まつり実行委員会）／アートプラットフォームえひ
め2009（アートプラットフォームえひめ実行委員会）／BEPPU 
PROJECT2010（NPO法人BEPPU PROJECT）／歴史の道
アートイノベーション実験「アー トと歴史の出会うまち《テ
ラマチ》あります。」（岡の里事業実行委員会）／「甑島で、つ
くる。」KOSHIKI ART EXHIBITION 2009（KOSHIKI ART 
PROJECT）／コザクロッシング～変わりゆく風景～（スタジ
オ解放区）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト：wah「すみだ川のおもしろ
い」展（財団法人アサヒビール芸術文化財団）／AAF学校2009
（アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会）／第110回アサヒ
ビールロビーコンサート　「隅田川に捧げる祈り～ハワイア
ン・チャントとハワイアン音楽～」（アサヒビール株式会社）／
アサヒ・カフェナイト（アサヒ・カフェナイト実行委員会）／アサヒ
ビール創業120周年記念「かおかたち無限大」展─顔って
なんだろう？見つめていると、きっと何かが見えてくる…（ア
サヒビール大山崎山荘美術館）

20

山出淳也さん（左）と芹沢高志さん（右）

AAF2009グランドオープンパーティ
開幕を祝って越中八尾おわら風の盆（出演：越中八尾おわら保存会）が披露された。
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トはコレクターに売り込んでいく。好き嫌いは
別として、どうしても美術のための空間、ギャ
ラリーや美術館を中心に展開せざるを得な
い。そういうアートの世界に安住してる人た
ちはわざわざAAFみたいなところに応募し
て来なかったでしょう。
―参加は保守的じゃない人たち？

芹沢│そうですね。そういう世界に生きづらさ
を感じている人たち。でも、アーティストの名
前で出している企画は10チームくらいじゃな
いかな。

―ではアーティストではない参加者とは？

芹沢│たぶんまちづくり系の方たちですか
ね。本人はアーティストではなく、オーガナイ
ザー、プロジェクトマネジメントを担当している
方々。
山出│1996年からはじまったトヨタ・アートマ
ネジメント講座（TAM）P27*5が終了したの
が、前年の2004年です。10年弱、全国各
地で開催されたTAMを受講してアートマネ
ジメントに目覚めた人たちが、公募に応募し
た、という流れがありました。
　一方、アートとは無縁の人にとっては、直
接AAFと出会うのは難しいですよね。ただ、
そこを繋ぐ、触媒の役割を果たしたアート関
係者がいました。たとえばアーティストの藤
浩志さん。「これに応募しない？」と市民を
巻き込むタイプですね。この時期、こうした
触媒になる人も各地で次 と々生まれて、アー
ト関係者に閉じない、多様な人が参加する
土壌が育まれていったように思います。
―「トヨタ・アートマネジメント講座」に触発

されたのはどのような方ですか？

山出│アーティストではなく、研究者や学芸
員が多いですね。それと市民ですね。
芹沢│AAF創設メンバーの加藤種男さんや

荻原康子さんがAAFの話をする時によく、
このトヨタ・アートマネジメント講座というトヨ
タのメセナ活動に言及するんです。最初は
座学で、だんだん実践編として全国で展開
して、当時TAMのディレクターだった熊倉純
子さんや森司さんなど、何人かのキーパーソ
ンが市民プロデューサーとしてアートをやりた
いという人たちを各地で掘り出していった。
TAMの出身者で、座学じゃ物足りなくなっ
た人も全国で相当な数いて、アサヒビールの
ロビーコンサートの担い手になっている人た
ちもいました。TAM出身者だけでなく、その
活動を聞いて触発された人もいました。
山出│たとえば僕の作品は、日常性を取り
込んだ作品を美術館やギャラリーに展示す
ることで、日常をアートに接続していくタイプ
でした。しかしAAFの参加者の多くはその
逆で、日常のなかでアートを展開することに
よって日常にアートを接続していました。今
は両者を行き来できるし、そもそもそこにボー
ダーなんてないという考え方もあるけれど、
‘90年代は両者の間の扉が閉まっていて、
それをなんとかこじ開けようとしていた時代

だったんです。だからそうした過渡期にAAF
がはじまったことには大きな意味があります。
　AAF2005はあくまでも市民が中心であ
り、アーティストやアート関係者がマイノリティ
になるんです。僕はそれが衝撃だった。AAF
で「地域」という言葉を再発見したという
か、初めて出会ったように感じます。あれだ
け多様な人たちが出会う場というのは僕に
とっては初めてでしたし、日本の戦後アート
史においても事件だったと思います。AAFを
きっかけに、地域とアートを掛け合わせるこ
とで変化を起こすという手法は全国的に流
通しました。

混浴温泉世界の誕生

―BEPPU PROJECTは、その後「混浴温

泉世界」*10という芸術祭の開催へ繋がりまし

た。そのいきさつを伺えますか？

山出│2005年にAAFに参加して全国各地
に知り合いが増えたことで、もっと各地の事
例を学び、情報交換したいと考え、2006
年に「アートNPOフォーラム」P26*4という会

7 812

2009 AAF Café vol.2開催
出演：大南信也（グリーンバレー）、平嶺
林太郎（KOSHIKI ART PROJECT）

93
AAF2009 9/13
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AAF学校2009開校
アートNPOリンクとの共催で東京校「思考の基礎体力」、淡路島校「英国に学ぶ、アートプロ
ジェクトマネジメントの方法」（共催：淡路島アートセンター、ブリティッシュ・カウンシル）を開校。

AAF Café開始
AAFの新たなる可能性を議論する場として「AAF Café」を開始。地域
で独創的な活動を続ける人を積極的に招聘し、交流した。
「AAF Café vol.1」出演：吉村恵里子（三国湊魅力づくりプロジェクト）

＊10 混浴温泉世界│別府のまちで2009年にはじまり、3年に1回開催された国際芸術祭。国内外のアーティストが別府温泉に
滞在し、別府のまちからインスピレーションを受けた新作を発表する、サイト・スペシフィックな芸術祭である。2015年終了。AAF2005ネットワーク会議／AAF2005

AAF学校2009
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うという先入観がありました。でも行ってみ
てびっくりしました。木造の2階建てが並ん
で、それが活きていましたから。決して綺麗
じゃなく、多分に猥雑さもありますけど、人
の気配があって、人の住むまちという風景
です。行って初めて、ああ港まちだったのか
と再認識し、それから山出さんと港性だと
か温泉だとか、自然の力とかについて話し
あった。話しているうちに、別府というまちに

だんだん自分が引き寄せられていって、個
人的な思い入れが強くなりはじめました。
　その頃のBEPPU	PROJECTの事務所と
いったら、6畳くらいの部屋の中に階段が張
り出していてすごく狭いものだった。その小さ
さが何故かP3	*11の立ち上げ当初のことを
思い出させて、すごく懐かしかった。アートの
世界で生きてきたわけじゃない人間たちが
小さな組織を作って、訳もわからず走りだし

議に参加しました。その翌年にはフォーラム
を別府に誘致させていただき、そこで2009
年に別府で国際芸術祭をやると宣言をし
たのです。そのときはまだ内容も名称も未定
でしたが、この国際芸術祭というのが後に
「混浴温泉世界」として結実したものです。
フォーラムでファシリテーターを務めていただ
いた芹沢さんにディレクターを依頼し、アート
NPOリンクP26*3の協力や、いろいろな人達
の応援もあって、2009年にはなんとか芸術
祭を開催することができました。経験不足
のため事務局がパンク寸前になると、見か

ねて手伝ってくれる人たちも集まりました。そ
れがなかったら大変だったんじゃないかな。
その後、3年に１度のペースで継続開催する
ことを決め、2回目の開催に向けて組織を
再整備。現在BEPPU	PROJECTは15人
くらいの組織ですが、風通しの良い組織づ
くりを意識してきました。新陳代謝も適度に
あったし、この作り方が上手くいったから10
年間続いたのかなと思います。
芹沢│それまでは別府ってかつての熱海の
ように、大型バスが大型観光ホテルに乗り
付ける団体客対応の典型的な温泉地だろ

AAF2009報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、フォーラム「地域の力。アートの力。」（出演：松浦道
仁（西ノ島焼火神社宮司）、長谷川啓治（三国湊魅力づくりプロジェクト）、天野正（白石島公民

館）、古堅宗光（ゴザ漫遊国）、司会：川本壮一（淡路島アートセンター））などを開催した。

AAF2009検証委員会AAF Café vol.3開催
出演：上田假奈代（こえとことばとこころの部
屋）、蔭山ヅル、スズキクリ（ART LAB OVA）

119 1614,15

2009

MOBIUM 「SHOBOSHOBOバスツアー＋mobil placard」／AAF2005／ネットワーク会議により企画間の交流が促進された。
MOBIUM［SHOBOSHOBOバスツアー＋mobil placard］は全国各地でツアーを行い、BEPPU PROJECT2005にも参加した。AAF2005ネットワーク会議／AAF2005／写真：mutoisamu

＊11 P3 art and environment│AAF事務局長を務めた芹沢高志が主催する。設立の発端は東京・四谷の禅寺、東長寺の開
創四百周年記念事業に招かれ、新伽藍建築計画に関与したこと。AAFのほか多くの芸術祭に携わり、展示の企画、トークイベン
ト、アーティストブックや展覧会カタログの編集など、その活動は多岐にわたる。

AAF2010企画公募
AAF2010の企画公募を実施。
114件の応募が集まる。

9
AAF学校2009

30
11/17

11/30
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AAFウェブサイトが「エンターテインメント部門奨励」賞受賞
AAFウェブサイトが文化庁メディア芸術祭にてエンターテインメント部門奨励賞を受賞。

AAF2010選考委員会
AAF2010選考委員会を開催。応募総数114件／採択数23件

124 17,18,22
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2

特別企画「アートプロジェクト・マネジメント」
ブリティッシュ・カウンシルと共に、「アートプロジェクト・
マネジメント」の1日ワークショップを開催。ファシリテー
ター：アレックス・ホンフレー（BOPコンサルティング）

AAF2010ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、八戸市の協力による「八
戸えんぶり」の披露のほか、円卓会議「AAFネットワークをどう
活用していくか」（ファシリテーター：アレックス・ホンフレー（BOPコン
サルティング）などを行なった。協力：ブリティッシュ・カウンシル

AAF2009報告書発行
AAF2009報告書を発行。
詳細は巻末の「AAF公式
記録リスト」ページを参照。

てしまった、あの頃のP3のイメージですね。

参加者が集い
ネットワークが生まれた

―全国の助成を受ける該当者が、同じ場

で顔を合わせることって少ない気がしますが、

なぜそのような場をつくろうとされたので

しょうか？

芹沢│それこそがAAFの「文化」というべき

でしょうね。そもそもAAFは顔が見える実行
委員たちが企画を持ち寄って進めていた。
だから公募になっても、企画を実行するの
なら実行委員だという意識がある。AAFを
企画する側、AAFに参加する側という線引
きはしない。誰もお客さんではない、企画者
であり、参加者なんだという「文化」が培わ
れていたんですね。公募に移行しても、その
「文化」は、AAFの根幹として残そうと話し
ていました。

　

ただ、公募で採択された団体にとって、突
然そんなこと言われても驚いてしまいますよ
ね。それに、物理的には参加者、つまり実
行委員の輪が日本全国に広がってしまうか
ら、意思決定は電子的な方法に頼らざるを
得ないけど、顔が見える関係でなければな
らない。ということで、ネットワーク会議、オー
プニングパーティ、報告会の3回は、実際に
集まろうということがごく自然に決まっていきま
した。参加団体のプレゼンテーションだけで
はなく、集まった全員でAAFの仕組みにつ
いて議論する〈拡大〉実行委員会のような
場を作り、実践を通じてAAFの「文化」を、
初参加の団体と共有していきました。ビール
を飲む機会を増やすという目的もありました
が（笑）。その結果、予想外に参加者同士
の横の繋がりが広がっていったわけです。
―会場はどのような雰囲気だったのでしょ

うか。

芹沢│AAFに集まってきたのはある種、特異
な人 だ々ったと思います。事務局の心配とし
て、まったく面識のない人を呼ぶから、紹介
システムのようなものがあったほうが良いの
かな？と考えていました。ところが、それぞれ
悩みごとが共通していたのか、みんな勝手

に喋りだし、事務局が引き合わせるまでもな
かった。
山出│芹沢さんがもともと都市や環境に関
わってきた方だから、「場」という概念がす
ごく強かったんではないでしょうか。AAFの
柱は芹沢さんの「場」の概念と、加藤さん
の「運動」という感覚、そしてビール会社で
あったということの三つだと思っています。そ
れに、アサヒ・アートスクエアというパーティス
ペースのような会場があったということも大き
い。
　他の助成金にも授賞式はありますが、基
本的には対助成組織という関係性が強く、
受賞者同士の交流の場としては機能しませ
ん。でも、AAFの場合はビール会社だから
なのか、受賞者も企業の方も輪になって飲
むというムードがあった。結果参加者間の
ネットワークも必然的に生まれてきました。
芹沢│2005年からの数年間っていうのは
言ってみれば無秩序な部分も強かったけ
れど、完全なノールールではありません。事
務局がコントロールするまでもなくみんなが
発言して、うまく動いていく、そういう感じでし
た。議論を通して、AAFの骨格もゆっくりと
作られていった。いついつまでにはガイドブッ

12 13,14 15
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BEPPU PROJECT2005／AAF2005

3

交流支援プログラム
募集開始
採択：13件

26

AAF Café vol.4開催
出演：藤田洋三（写真家、お石灰探
偵団）、加藤種男（アサヒビール芸術文
化財団）

31
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クや報告書を作らなければならないという
ルールができたり、だんだん洗練されて、運
営の形が固まっていった。参加者間のコミュ
ニケーションはメーリングリストが主だったの
ですが、もちろんそこで発言したい人とそう
じゃない人が出てくる。AAF全体の運営に
関与することには興味がわかず、自分の企
画の資金を調達することだけが目的の人も
いる。上手く議論が回るように、事務局が働
きかける時もありました。もっと意見を出して
下さいとか、もっとまとまろうとか。そうしていく
うちにだんだんとAAF的な価値観が固まっ
ていったと言えますね。
山出│年に3度集まる機会が設けられていま
したが、そうやって参加団体や関係者が顔
が見える関係性を続けることは重要だなと
改めて思いましたね。
芹沢│AAFというのは毎年応募してもらっ
て、参加者を選抜するスタイルだったけど、
参加団体には継続してやってもらって成長
していく方が良いという思いと同時に、同じ
団体がずっと選ばれたらマンネリ化しない
か、という問題もある。どう新陳代謝を進め
るかという議論は毎回起きていました。メン
ター制度をつくるとか、ある程度したら卒業

してもらって新しい企画の枠をつくるとか。
ちょっとずつ実験してみたんだけど、公募制
がはじまって5年くらい経つとそうした問題
が顕在化してきましたね。
山出│BEPPU	PROJECTは5年目から、他
の応募者に枠を譲ろうと応募をやめました。
その後2、3年はオープニングなどの集まりに
は顔を出していましたが。
―やはりAAFはネットワークの場がつくら

れていることが最大の特徴だということでしょ

うか。

山出│と思いますね。
芹沢│とにかく、AAFは公募制を取り入れた
ことで、その多様性を飛躍的に高めました。
しかし最初はあまり意識されていませんでし
たが、3年が経ち5年が経つと、毎年流入し
てくる新しさ、つまり多様性と新規性の流入
と、全員顔が見える関係を築くということと、
その多少矛盾する二つのベクトルの間でバ
ランスをどうとるか、その試行錯誤が顕著に
なっていきます。公募制にした段階でAAF
は開催場所も全国に分散するネットワーク
型のフェスティバルになったわけですが、そう
した試行錯誤の歴史の中で、AAFは「フェ
スティバル」としてよりも、「ネットワーク」として

の性格を、より強めていったのではないかと
思います。

山出淳也
（NPO法人 BEPPU PROJECT 代表理事／アーティスト）
1970年大分生まれ。アーカスプログラムによるレジデンス
（茨城県、1996-1997）、ACCによる助成を受けニューヨー
ク、MoMA PS1でのインターナショナル・スタジオ・プログ
ラム参加（2000-2001）。公益財団法人ポーラ美術振興財
団の助成による欧州滞在（2002）。文化庁新進芸術家海外
研修員としてパリに滞在（2002-2004）。帰国後、地域や多
様な団体との連携による国際展開催を目指して、2005年に
BEPPU PROJECTを立ち上げ現在にいたる。平成20年
度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞（芸術振興部門）。

AAF Café vol.5開催
「アート×地域の可能性」
出演：大沼伸治（東鳴子ゆめ会議）、田北雅裕（まちづくりプラン
ナー、デザイナー、九州大学大学院 専任講師）

参加プログラム
岩見沢アートプロジェクト「ZAWORLDⅡ」（岩見沢アートホリ
ディ実行委員会）／かれいざわアートICHIBA（NPO法人 あ
おもりNPOサポートセンター）／八戸横丁アートプロジェクト～
酔っ払いに愛を2010～（酔っ払いに愛を実行委員会）／千
年湯治（NPO法人 東鳴子ゆめ会議）／“生きる”博覧会2010
（ENVISI）／横浜下町パラダイスまつり2010（ART LAB 
OVA）／こうふのまちの芸術祭2010（YAT（やまなしアートツ
リー））／ながのアートプロジェクト2010～学校を美術館に
しよう～（Ｎプロジェクト実行委員会）／福祉施設「たけし文化
センター」の試み（NPO法人クリエイティブサポートレッツ）／八
尾スローアートショー2010～地域とアートと学校と～（八
尾スローアートショー実行委員会）／三国湊の路2010（NPO
法人 三国湊魅力づくりPJ）／遺言（YUI-GON）～近江八幡映
像プロジェクト2010～（ひょうたんからKO-MA）／アートと
まちがであったときに～釜ヶ崎アートプロジェクトにむけて
～（NPO法人 こえとことばとこころの部屋）／まち創造プロジェ
クト「まいづるRB」（舞鶴市、NPO法人赤煉瓦倶楽部舞鶴（企
画制作：まいづるRB事務局））／淡路島アートフェスティバル

2010～暮らしっぷり淡路島～（NPO法人 淡路島アートセン
ター）／アートリンク・プロジェクト・2010～ことごとく皆宜し
～（NPO法人 ハート・アート・おかやま）／かじこをつくるプロ
ジェクト（ゲストハウスタウンプロジェクト実行委員会）／外浜ま
つり2010（外浜まつり実行委員会）／神山アーティスト・イン・
レジデンス2010（神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員
会）／四万十川国際音楽祭2010（四万十川国際音楽祭実行
委員会）／大人の図工時間　the land school 2010-2015
（八万湯プロジェクト、槻田小学校おやじの会）／「甑島で、つく
る。」　KOSHIKI ART EXHIBITION 2010（KOSHIKI ART 
PROJECT）／土着現代アートフェスティバル コザクロッシン
グ2010（スタジオ解放区）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト2010（すみだ川アートプロジェクト
実行委員会）／AAF学校2010（アサヒ・アート・フェスティバル実
行委員会）／大山崎山荘名品展2010（アサヒビール大山崎山
荘美術館）

6.19-9.12

AAF2010開催    アートツーリズムでいこう     
参加団体数：26件／来場者数：およそ296,400名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ780名／実行委員数：93名
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AAF2010グランドオープンパーティ
開幕を祝って白石踊り（出演：岡山県笠岡諸島白石島のみなさん）が披露された。

AAFウェブサイト
リニューアル

メールマガジン
リニューアル
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「地域興し」としてのアート・プロジェクト

―アート・プロジェクトをまちづくりに活かす地域振興の事例を近年よく耳に

するようになりました。まちづくりのシーンでアート・プロジェクトが増えてきたの

はいつ頃からでしょうか。

藻谷│幾つか思い浮かびますが、大きな転機は1995年の阪神・淡路大震災の
復興の現場ではなかったでしょうか。あの頃、芸術大学系の学生とまちづくり

コンサルタントがネットワークを築き、NPOを組織して復興とまちづくり活動を
はじめていました。そのころスタートしたまちづくりの中には、まだ継続して面

白い動きをしているものもあります。

̶震災を期に地域振興のためのNPOが増えた時期ですね。
藻谷│第一次NPOブームとも言えましょうか。地域活動はボランティアだけで
いいのか、組織的に継続しなくてはいけないんじゃないのかという反省が

NPOに繋がる。何処かでお金の算段をつけて、雇用をつくり活動を継続しよ
うとする動きがでてきます。でもそれは日本全体の一部分に過ぎません。阪

神淡路がきっかけだったので、やっぱり関西方面に多かったようですね。まだ

「NPOって何？」っていう人も多かった時代。他には、香川県の直島＊12の動き

でしょうか。当時、美術館とホテルが一体となったベネッセハウスがオープンし

て数年。徐々に美術館の外へと活動を広げていった頃でした。集落の古い民

家をアーティストと作品化する「家プロジェクト」の第一弾が1998年です。その
頃の直島の現場にも、芸術系の大学生が参加していたように記憶しています。

その幾人かは阪神淡路のNPOにも参加していて、両者を繋ぐ存在となってい

まちづくりは場づくり、アートは必須アイテム
藻谷浩介
地域エコノミスト

AAFの企画のほとんどは社会と深く繋がっており、必然的に草の根のまちづ
くり、地域振興に繋がるアート・プロジェクトが数多く見られた。このアートに
よるまちづくりは当時日本でどのように展開していたのだろうか？ まちづくりに
とってアートはどんな意味をもつのだろうか？ 全体像を俯瞰しながら、その中
でAAFが果たしていた役割を考えてみたい。そこで日本のすべての市町村を
訪れながら、大小の地域プロジェクトをその目で見てきたエコノミスト、藻谷さ
んにお話を伺った。

AAF Café vol.6開催
「AAF Café in 三国湊」出演：大南信也（グリーン
バレー）

主催：三国湊魅力づくりプロジェクト

AAF Café vol.7開催
「SUPER JULY★地域密着型映画祭」
出演：下地昌伸（シネマパニック宮古島）、仲村颯悟
（「島の時間」監督）、藤田知丈（ひょうたんからKO-MA）

AAF Café vol.8開催
「地域のモノサシをつくる」
出演：梅原真（グラフィッ
ク・デザイナー）

7 8 9
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AAF学校2010開校
アートNPOリンクとの共催で、東京校「思考の平衡感覚」、近江八幡校「沖島の影
絵をつくろう！」（共催：沖島コミュニティセンター、近江八幡市中間支援センター 企画：
AAF学校in沖島実行委員会（ひょうたんからKO-MAほか））、大阪校「共同独学のすす
め：モヤモヤ読書」を開校。

02TH
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E

まちづくり×AAF

AAF学校2010

＊12 ベネッセアートサイト直島│直島、豊島、犬島を舞台に、株式会社ベネッセホールディングスと公益
財団法人 福武財団が展開するアート活動。サイト・スペシフィックな作品や、直島の「ベネッセハウス」や
「家プロジェクト」、豊島美術館、犬島精錬所美術館など様 な々活動を展開している。
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ました。そのあたりからでしょうか、西日本のまちづくりを回っていると、アー

ト・プロジェクトとまちづくりNPOが融合した地域興しの事例に、出会うことが
増えていったのは。ただ、それは民間の草の根レベルの話で、行政側には意識

はあったもののまだなにも出来ていない時期でした。

―シャッター通り商店街のようなものをどうにかしようという、草の根運動は

昔からありますが、特にアート・プロジェクトを導入してやろうという動きには、

いつ頃出会ったのでしょう。

藻谷│私が知っているアートによる商店街の再生の元祖は、岡山県岡山市の

奉還町商店街。とても人間臭い下町です。メインの表町は元気がなくても、場

末の奉還町商店街はしぶとく生き残っていた。その商店街が2001年に開いた
「奉還町アート商店街」＊13。アートを学んだ地元女子大生が、アートは分から

ないけど何かしなきゃいけないと考えていた商店街幹部たちと仲良くなっては

じまったもの。学生と商店街の間を、地元NPOで活動する女性が繋いでいま
した。彼女が補助金をとりながらNPO支援のような、中間支援団体の萌芽の
ようなプロデューサーをやっていたのです。500m～1kmくらいの商店街の空
き店舗の中に現代アートを設置して大成功しました。やがて世代交代していき

ますが、たぶん全国的にみても、アートによる商店街活性化の最初の例のひと

つだったのではないかと思います。

　アートによらない商店街再生活動ははるか前からありますが、まち興しに

アートが出てきたのは2000年初頭くらい、と考えています。AAFがスタートし
たのも2002年ですね。その後AAFに参加されるプログラムも、2000年前後に

種が蒔かれたものが多いのではないですか。

地域アートが西日本から全国へ飛び火

藻谷│そのような関西の動きから、東日本に眼を向けてみると、ちょうど2000
年、当時世に知られていなかった新潟県の山奥で、北川フラムさんがディレク

ションした「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」＊14がはじまりまし

た。関西の’90年代末は、アート活動をする学生たちと地元のNPO団体が融合
したのが特徴ですが、妻有は行政とは連携したけれども、当初は地元NPOと
の繋がりは弱かった。東日本では、まちづくりNPO団体の成立が遅かったの
です。NPO的な動きとアートの動き、さらに行政を最初から融合できたのは、
山出さんがディレクションされている「BEPPU PROJECT」P49 *9 のような気

がします。スタートは2005年ですね。自らもアーティストである山出さんが、別
府という非常に難しい場所でプロデュースをはじめたのですが、それが心ある

一部経済人の協力を得、イベント好きな九州人気質ともうまく融合しました。

　もともと大分県には由布院というNPO的イベントプロデューサーの本拠地が
あり、彼らは映画祭や音楽祭などを催していました。その影響も受けて、2000
年頃、別府では温泉事業者を中心に「オンパク」（NPO法人ハットウ・オンパク）の

プロジェクトがはじまります。しかしその流れにちょっと手詰まり感が出てきた

時、山出さんが戻ってきてアート活動をはじめた。その両者が手を組み、しばら

AAF2010報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、グループディスカッション
「『地域×アート』はどこへ行くのか」、円卓会議「AAFの
これからを考える」などを行った。

AAF2010検証委員会

11

2010

20,21 22

AAF学校2010

AAF2011企画公募
AAF2011の企画公募を実施。95件の応募が集まる。

9 22
11/16

＊13 奉還町アート商店街│岡山駅近くの奉還町商店街で2001年秋に初めて開催された、奉還町の活性
化を目指したアートによる催し。店先に置かれた作品を楽しみながら商店街を散策してもらおうという試
み。毎年恒例のイベントとなり、多くの見物客が訪れる。商店街に賑わいをもたらすきっかけになった。

＊14 大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ│過疎高齢化の進む新潟県十日町市や津南町を舞
台に、2000年から3年に1回開催されている国際芸術祭。「人間は自然に内包される」を基本理念とし、
農業を通じて大地と関わってきた里山の暮らしが今も豊かに残る越後妻有で、アートによる地域づくりを
試みている。
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アーティストが住み、地元と融合してゆく

藻谷│まだ有名ではなくとも、水面下で色々動き出している地域はたくさんあり

ます。たとえば佐渡ヶ島。もともとアート的な気風の島です。フランスからオー

ガニックワインをつくろうとする人（ジャン・マルク・ブリニョ）が移住してきて、昼

はビストロをやっているとか。海を臨むおしゃれなカフェが増えるとか。いろい

ろ機は熟してきていて、あとひとつ凝固剤が入るとメジャーに昇格できる感じ

です。能登も動き出した。奥能登の珠洲市では、いま奥能登国際芸術祭2017
をやっていますね。地域で個別に繋がっていなかったものを繋げる接着剤み

たいな人たちが登場してきたのです。AAFというのはまさに、各地でそうした
働きをしている方々の集合体ではないでしょうか。

　他に東日本で面白いのがMAD CITYですね。芸術系大学の卒業生が千葉
県松戸で、廃ビルや廃住居を改装して芸術家に住まわせているというプロジェ

く間は空きましたが市長も替わって、行政も協力をはじめる。

　同じく、2000年の前半に起きた大きな変化は、沖縄のプレゼンスの急上昇
です。朝ドラの「ちゅらさん」ブームが2001年に起きた。沖縄サミットも2000
年にあった。それで、沖縄のイメージが向上しました。片隅の特殊カルチャー

だったものが、日本国のカルチャーの一つの大きな流れになりました。沖縄資

本が作ったリゾートホテルの質が良くなりました。沖縄出身のアイドルやミュー

ジシャンもそう。土着性を残しつつ、いきなり国民を代表するみたいなところま

で沖縄カルチャーが上り詰めていきますが、それが2000年前半なのです。そ
もそも沖縄はアーティスティックなところで、芸人がやたら多い。140万人の人
口にしては非常にアート層が濃いところですね。

　日本各地に、地域づくりにはアートが不可欠であるという認識が広まり、アー

ト側にも地域性を打ち出すことが大事だと考える層が増える。両方の意識変革

の結果、実例がワーっと出はじめたのが、‘00年代の前半ではないでしょうか。

2010

AAF2011選考委員会
応募総数95件／採択数26件

AAF2010報告書発行
AAF2010報告書を発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

126,7,13 5

YEAR 2011
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BEPPU PROJECT2005［指輪ホテル］／AAF2005 犬島精錬所美術館／写真：阿野太一

12/11AAF学校2010
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クトです。松戸を勝手にMAD CITYにしてしまうという（笑）。芸術家がミツバ
チのごとく老朽建物を補修していく。松戸というまちのブランディングとしても

非常に面白い。不動産とアートが融合したビル改修プロジェクト。一人個性的

なやつを住まわせると次から次へと面白いことしますからね。そういう、東京の

経済力をもってすれば面白いプロジェクトは、郊外で飛び地的にポツポツと起

きてしかるべしなのです。

　直島に関しても僕は、「単に芸術家が来て面白いことをして帰るだけじゃな

く、アーティスト自身がそこに住むようにならなければダメだ」と考えていまし

た。究極の例が犬島でしょうね。本当に過疎化して高齢の住民が数十人しかい

ない島に、実にクオリティの高い、非常にインパクトの強いアート空間が次々出

来てしまった。ですが、そこに住み着く人が出て来なければ島はいずれ無人に

なる。当初は夕方の船で関係者みなさん帰っていましたが、いま、美術館の施

設担当の方が住まいながら管理されているそうですね。これは良い兆候です。

財団関係以外の方も増えるといい。犬島で観光客相手に何かやりたい若者で

もいい。アートを友にして静かに住みたい中高年でもいい。誰かが住み続ける

ところまで行くと、まち興しが本格化するんですよ。

アート・プロジェクトの種を蒔き水を撒いてきた人たち

―住みながら地元と繋がりを築いてゆく。それは個人のゆっくりとした活

動ですが、それがどのようにしてまちづくりのような大きな変化に繋がるので

しょう。

藻谷│まちは個人の人生の集まり。個人の意識と行動が変わることからしか、ま

ちは変わりません。意識の変化は、阪神淡路や東日本の震災で広範に起きた

のですが、行動を変える人が増えなければ目に見える動きにはなりません。誰

かが種蒔いたり水撒いたりしていないと表に出て来ない。では誰が種を蒔い

たり水を撒いたりしていたのか？それは実際に身体を動かしたアートボランティ

アの芸術系大学生だったり、脱サラして人生模索している元金融のプロだった

り、まちへのコミットを継続してきた一人一人の有志たちです。

―それは関西も関東も？

藻谷│ええ全国的に。ただ先に震災の起きた関西で、先にそういう有志が増え

た印象があります。学生時代に震災復興に関わって、地域って面白いなってこ

とに気がついて、ゼミやボランティアに参加したり、友達に誘われたりといろい

ろな活動をはじめた人たちが。

　土中の粒子の間に分散して含まれていた水分が、地震の衝撃でくっつき液

状化して吹き出してくるように、震災が潜在土壌を広げた。それに続いて、ひっ

そり個別に活動していた人々が出会い繋がる小さな揺さぶりを、しみじみと長

年与えてきたのがAAFだと思うんです。AAFが全国にいるアート系の人 と々地

域興しの人 を々繋げる小さいブリッジを大量につくっていたことに違いはない。

理屈じゃなく携わって面白かった、っていう言葉にならない経験を得た人 を々

大量に発生させました。

　そういうことを一過性に終わらない

ようにするためには、相当な頻度で揺

さぶらないといけない。揺さぶり続け

て繋げて、2割の人が行動するところ
まで行くと、全体がはっきり変わりはじ

めます。6割の人は中庸・無関心なが
らも2割の行動者についてゆく。マー
ケティング用語でこの2割の行動者を
「アーリーマジョリティ」と言います。藻谷浩介さん

AAF2011ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、AAF拡大実行委員会
（テーマ：AAF10周年を期しての本制作、AAF世界ネットワーク構
想、これからのAAF）などを行った。

緊急実行委員会 開催
3月11日の東日本大震災から6日後、緊急実行
委員会を開催。

AAF支援宣言
AAF実行委員会による支援宣言
「アートによって結ばれた仲間
たちを応援するために」を発表。

AAFネットワーク活動支援募金受付開始
最終的に東北地方を拠点に活動する6団体
に1,442,024円を送金した。

4

交流支援プログラム
募集開始
採択：15件

235,6 17 183
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6.18-9.11

AAF2011開催    アートツーリズムでいこう    
参加団体数：29件／来場者数：およそ67,600名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ800名／実行委員数：138名

知る日本文化となっています。残念ながら最後までなかなか変われないのは

東京でしょうね。東京には消費体験は山のようにあっても、自分が主体になる

という経験の場がないでしょう。

―大都市ではどうするといいでしょうか。

藻谷│アートは美術館でしか見られないと思っている人間たちが変わらないと

いけない。特に東日本はその保守的な層が分厚くて、思っても行動に移らな

いので、新しいプロジェクトの上陸が一番遅いんです。東京にも感性の鋭い人

がいることはいるんですが、みんな俺が俺がで繋がってないから、アーリーマ

ジョリティがなかなか形成できない。

―パイオニアがいるけど繋がらないから、その先の流れができないというこ

となんでしょうか？

藻谷│その通りです。繋がる必要に気づいていない。大企業がパトロンになる

ので、一瞬大きなことができますが、それゆえに継続的な地域興しにならない

んですよ。継続すると、「それは結局株主の利益になるのだろうか？」って議論

が必ず起きます。近視眼的な株主利益の考えを超えられなくなる。だから上場

企業のアサヒビールが、収益性と一線を画したメセナ事業であるAAFを、おそ
らくは何度も逡巡しながら15年も続けたということは、本当に本当に素晴らし
いことです。よくぞ続けたと、心の底から称賛したい。そのスピリットは確実に

水を撒いていて、全国で育った雑草の苗が群落となり、種を飛ばしはじめてい

る。バラバラに存在していた地域興し系の人、産業系の人、アート系の人や政

治の人が交雑した。それぞれ別々だったパイオニアたちが繋がる場というもの

をAAFがつくり、そこからアートマネジメントやプロジェクトマネジメントができ
る人間が育って、さらに広く種を蒔きはじめたのです。芽を出すのは一部かも

しれないけれど、たくさん蒔かなければ芽は出ないですよ。よくぞこれだけ継

続してくれた。そのうえ、交流会をするという行為が極めて素晴らしいことで

ではその2割はどう形成されるのか。全体の2、3%の同じくマーケティング用語
で「パイオニア」と呼ばれる人たちが、ものすごく頑張って活動することで、2割
のアーリーマジョリティが育ち、ものが動くのです。もちろんパイオニアの力が

尽きて、アーリーマジョリティを作れないままになることの方が多いのですが、

AAFはとにかく、そのパイオニアの2％がお互いに繋がり輪を広げていくきっか
けになっていたわけですよ。イベントの結果、住民の2割くらいが「これ面白い
じゃないか」と思いはじめると、取り組みが継続していく。そうこうしながら日本

全体として2割位の人が、地域に根ざしたアートって面白い、どんどんやってい
くといいんじゃないかと思えたときには、風土に根差した現代アートは、誰もが

2011

6

参加プログラム
かれいざわアートICHIBA（NPO法人 あおもりNPOサポート
センター）／八戸横丁酔っ払いに愛を2011～横丁オンリー
ユーシアター～（酔っ払いに愛を実行委員会）／“生きる” 博
覧会2011（ENVISI）／BUGHAUS presents 第1回プレ
ゼンテーション「ポスト・工務店に向けて」（BUGHAUS）／
秋葉原ネットワーク（一般社団法人PLAYWORKS）／路地と
人　行商プロジェクト「販女（ひさぎめ）の家」（路地と人）／
横浜下町パラダイスまつり2011（ART LAB OVA）／ながの
アート・プロジェクト2011～中学校を美術館にしよう（Ｎプ
ロジェクト実行委員会）／海と山をつなぐ“ドブネ” プロジェク
ト（NPO 法人 アートNPO ヒミング）／上畠アート’11（上畠アー
ト'11実行委員会）／隣人たけし文化センター!!!!!!!!!!!!!!!（ＮＰ
Ｏ法人クリエイティブサポートレッツ）／長者町まちなかアート
発展計画 #01 ちいさなアートジャンボリー 2011（長者町
まちなかアート発展計画）／まいづるＲＢのその次「yashima 
art port 計画」（まいづるRB）／カフェ放送てれれ全国上映&
トーク（映像発信てれれ）／こころのたねとして 釜ヶ崎 2011
（NPO法人こえとことばとこころの部屋）／土と火と、実りの里
の芸術祭2011 in 船坂（船坂里山アートを考える会）／アート
リンク・プロジェクト2011～日々是好日～（NPO法人ハート・

アート・おかやま）／隠岐アートトライアル2011「美田小の実
験」（外浜まつり実行委員会）／神山アーティスト・イン・レジ
デンス2011（神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会）／
いよココロザシ大学開校記念 うみ・やま・まち アートピク
ニック in 愛媛（アートプラットフォームえひめ実行委員会）／A
級デラックスナイト～あらゆる世代の一大レヴューショウ～
（別府♨レッグウォーマーず）／大人の図工時間 2010-2015
（八万湯プロジェクト・槻田小学校おやじの会）／呉福万博2011
「アートディスカバリー」（呉福万博2011 実行委員会、佐賀芸
術物語）／河原町文化大爆発「かわぞう城下町へ行く」（河
原町文化開発研究所）／KOSHIKI ART EXHIBITION 2011　
「アイムアダイバー」KOSHIKI ART PROJECT）／シチビ
アート－コザクロッシング2011－（スタジオ解放区）

アサヒビール株式会社・アサヒビール芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト2011（すみだ川アートプロジェクト
実行委員会、財団法人アサヒビール芸術文化財団）／かんさいい
すなう 人はすわって考える？ 大山崎山荘にすわろう（アサヒ
ビール大山崎山荘美術館）

AAF2011記者発表会＋グランドオープンパーティ「大東北パーティ」
震災で甚大な被害を受けた宮城県南三陸町へ思いを届ける「きりこワークショップ」を開催。記者発表会では南三陸町、福島
県いわき市のアート関係者の発言を受けた。パーティでは、じゃんがら念仏踊り（出演：いわき市下神谷青年会）が披露され、青
森の参加団体より「かれいざわカレー」や「せんべい汁」が振る舞われたほか、食材や料理は東北にまつわるものを用意した。

18

AAF10周年本制作プロジェクト始動
AAF10周年を記念した本の制作がスタート。立案・編集のプロ
セスの公開を決定。AAFの特徴である誰でも参加できるオープ
ン・ネットワークの考え方を、本の編集作業にも取り入れる。
事務局：SETENV

公開ミーティング「AAFの10年から
未来につながるキーワードを探そう」開催

27
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2011

AAF世界ネットワーク・プロジェクト始動
初年度はアジア７カ国からアート関係者を招き、ともに東北をめぐるスタディツアーを行い、相互理解を深める。八戸と東京
ではシンポジウム（共催：八戸ポータルミュージアムはっち、国際交流基金）も開催。アジア交流がスタート。ツアー参加者：Indra 
Ameng（インドネシア）、Bani Haykal（シンガポール）、 Kim Kang（韓国）、 Paphonsak La-or（タイ）、Lee Chun Fung（香
港）、Lew Pik-Svonn（マレーシア）、Jaime Pacena II（フィリピン）　

AAFコラム始動
AAFウェブサイト上で毎月更新のAAFコラム
が始動。AAFに関わる人たちが執筆者とな
り、それぞれが考えてきたこと、やってきたこ
と、やっていきたいことなどを綴った。

ヨコハマトリエンナーレ2011
特別連携プログラム「新・港村」参加
「新・港村」（主催：BankART1929）の一員として会場内のシェア・
オフィスにデスクを設けた。会期中、実行委員会などを開催した。

1

コザクロッシング祝祭2016－万刻津梁之壁／AAF2016／写真：スタジオ解放区

15
AAF2011
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ヨコハマトリエンナーレ2011 特別連携プログラム「新・港村」参加 
AAF世界ネットワーク・プロジェクト



2011

ている。場は要らないと。知り合いとのネットワークと通販さえあればオーケー

みたいな人がだんだん増えているんです。ですがSNSのような知り合いとの
ネットワークっていうのは場じゃないんですよ。関係ない人と話題が、雑音が

乱入してこないと場じゃない。思いもかけない物がなければ場じゃないんで

す。大型量販店は予定調和的に置くべき売り物しか置かれていないので、場と

しての能力が低い。だからまちはとても重要なのです。住宅はよそ者と共有で

きるものではないので、商店街が、飲み屋街が、露天市が重要なのです。場と

いうのはこのように、公共的な空間ではありますが、役所に作れるものではな

い。役所にとって都合の良いものしか置かれないのでは場にはなりません。と

いうわけで民間が自発的に作る場が必要だけど、それがどんどんなくなって

いる。物はもうネットでも買えるようになったので、物が置いてあるだけでは場

にはならない。いろんな人が見に行かない。だから商店街が死んで行く。

す。というのも、こういった世界ではイベント自体大事なんだけど、それよりも

先程述べたような場づくり、ネットワークづくりがすごく重要なのです。そんな

AAFの終了は残念だけど、15年間もやったんだから、その成果はまだまだこ
れから芽吹くでしょう。参加者の中から、いずれビッグになって、こういったこと

を継続できる財団を私がつくってやるという人が出てくれば面白い。

アートとまちの蜜月関係
―まちづくりは場づくり。まちを場に仕立てるのがアート

―まちにとってアートはなぜ必要なのでしょう。両者は求め合っているので

しょうか？

藻谷│人の面白い繋がりはネット上にもありますが、それはまちではない、まち

というのは場なのです。たとえば本はネットでも読めますが、書店という場が

重要なのです。書店に行くと、思いもしない本があって思いもしない情報が得

られる。それはネットでもあるかもしれないけど、思いもかけなさの度合いが

違う。偶然性が全然違う。書店はそこ

に100年前からある本があるかもしれ
ない、あるいはネットでは絶対出てこ

ないようなものがあるかもしれない。

それが場なのです。

　まちは場であって、知りもしない人

たちが歩いていて、それが予期せぬ

刺激をこちらに与えて来る。でもそう

いう場がどんどん死んでいって、ネッ

トで十分みたいなことが起きはじめ
コザクロッシング2012－シチビアート［ユッカヌヒー玩具市　魔除けのヤ
カジ－］／AAF2012／写真：スタジオ解放区 風と土の接点［鉾井喬］／中之条ビエンナーレ2017／写真：富樫智子

AAF Café vol.9開催
「AAF Café vol.9」
出演：藤浩志（美術家）×中村政人
（アーティスト、3331 Arts Chiyoda）

映画「結い魂」プレミア試写会
試写会とディスカッション「映画で地域を掘り起こせ」（出演：
原一男（映画監督・大阪芸術大学）、加藤種男（アサヒビール芸術
文化財団）、「YUI-GONプロジェクト」制作スタッフ）を行った。

8 10 2621 8 11

AAF2011報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、ゲストプレゼンテーション：Kim Kang
（韓国）、Lew Pik-Svonn（マレーシア）や円卓会議「コミュニティにはたらき
かける／新しい価値を創造する」（モデレーター：山田創平（京都精華大学））
などを行った。

19,20

AAF宣言 公表
「世界ネットワーク・プロジェクト」最終日に
AAFのこれまでの活動を確認し、未来へ
の指針とすべく、宣言を行った。

8/21

9/11AAF2011
ヨコハマトリエンナーレ2011 特別連携プログラム「新・港村」参加 11/6

074 075まちづくり×AAF まちづくりは場づくり、アートは必須アイテム│藻谷浩介



AAF学校2011「本をつくるワーキング」開校。
AAF10周年をまとめる本の制作が本格始動。参加者と議論しながら、編集
作業を行った。AAF10周年のデータベースは、書籍とWEBという2つのメ
ディアを活用することを決定。

2011

11 12421 14

い幸せを与えているわけです。近所の人たちが喜んでる、老夫婦が二人で楽

しく暮らしてる姿を見たうちの妻も喜んでいる。人間普遍の美しさじゃないで

すけど、こういうのってお取り澄ました巨大イベントではありえないですよ。遠

巻きに見る人も幸せになり、それを見てる人がさらに幸せになるということ。こ

れってまさに、地べたから生えてきたイベントならではの本当の価値だと思い

ます。

藻谷浩介（地域エコノミスト／日本総合研究所主席研究員／里山資本主義提唱者）
山口県生まれ。東京大学法学部卒業後、コロンビア大学経営大学院修了、日本開発銀行を経て現職。
3200余りの市町村を自転車や電車で訪ね歩いた経験を持ち、日本開発銀行時代には地域振興調査を
行う。地域経済・地域社会の分析に長けており、高度経済成長期の公害問題が社会問題化→行政の対
策→企業のビジネスモデルの転換という流れで解決したことを例として、昨今の混乱した経済状況を解

決するため地域社会に注目することを勧めている。

　そういう時、そこにアートがある、アートな感覚があるのは大事なことです。

悲しくなったり嬉しくなったりする、感情が動く場所、感性が鍛えられる場所、

そういう場所がつくられるべきです。だからアートはまちになければいけない。

もともとアートは家の中にあったんですよ。庭とか家の調度品とか掛け軸とか。

でもどんどん失われて、みんな同じようなプレハブになってしまった。せめてま

ちなかにアートな感覚を取り戻し、失われたテイストを学び直したい。だけど

常設すると気付きがなくなる。たまに行くとそういうものが置かれていて、何こ

れ？となることで、気づきが生まれる。まちじゃなくとも田舎の空き家がアート

になってるとか。アートがまちや田園を、思いもかけない継承や発展が起きる

「場」に変えるんです。アートは、まちづくり、場づくりの必須アイテムです。

　僕自身が最近、アートによる場づくりの意味を再確認したのは、群馬県の

中之条ビエンナーレ＊15でした。先日妻と二人で出かけたのです。手作り感あ

ふれるイベントだったのですが、私はそういうの好きですし、妻も好きなんで

すよ。ともかく良い天気で、参加している中では一番奥の集落まで行ったんで

す。村人たちも学生たちと一緒に、楽しそうに色々やっていた。アートを見た帰

り道、林道みたいなところを車でゆっくり走っていたら、ちょっと日が当たる所

で村のお爺ちゃんとお婆ちゃんが座って、嬉しそうにお弁当を食べていたんで

すよ。会場からは外れていて、おそらくお二人の家の近所じゃないかと思うん

ですが。それを見てうちの妻が「本当に楽しそうね、ああいう夫婦になれる人

は幸せだわ」って喜んでいた。日頃誰も来ないところなのに、天気も良くて、

アートイベントで人がたくさん来て、嬉しくなって外に出てきて、家の近くで仲良

くお弁当食べている。住んでる人にも直接関わってない人にも、かけがえのな

AAF2012企画公募
ネットワークの拡大を目指して3つの選考枠を新設し、参加団体数を増やす。A枠：主としてブラッシュアップを目的とするも
の、B枠：主としてインキュベーションを目的とするもの、C枠：主としてネットワーク形成を目的とするもの。合計139件の応
募が集まる。

赤岩 フラワーパーク［三宅光春］／中之条ビエンナーレ2017／写真：富樫智子
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＊15 中之条ビエンナーレ│2007年に群馬県中之条町で始まった芸術祭。温泉街や木造校舎など町内各
所で、海外作家も含めた総勢160組を超える参加作家と地域住民との交流を続けながら、アート展示、演
劇、身体表現などのパフォーマンス、ワークショップ、マルシェなどを開催している。

AAF2011検証委員会

076 077まちづくり×AAF まちづくりは場づくり、アートは必須アイテム│藻谷浩介



AAFの大きな特徴のひとつが全国の市民や市民グループ、アートNPOが

実施するアート・プロジェクトのネットワークと言われている。参加プロジェ

クトの担当者やアーティストたちが毎年一堂に会して相互に交流し、プロ

デューサーやアーティストたちのネットワークが長年構築されつづけている

からだ。繋がりは、個 の々プロジェクトを相互に促進させるパワーとなり、ま

たマネージメントの人材を拡散させていく。この意義は、繋がりを強く必要

とした東日本大震災後により明確になってきた。

3.11で顕在化した
AAFネットワーク
吉川由美 ENVISI代表

 ×
森隆一郎 

20,21 82 3

検証委員会を「検証の会」に改称
検証委員会を「検証の会」に改称し、公開制とすることを決定。

AAF2012選考委員会
AAF2012選考委員会を開催。応募総数139件／採択
数：A枠13件、B枠9件、C枠29件

AAF10周年本プロジェクト拡大編集会議（全4回） 開催
編集プロセスをオープンにして話し合う拡大編集会議を4回
にわたって開催。2012

1

YEAR

AAF2012企画公募 1/31

地域に根ざす活動をはじめる

―吉川さんはAAFがはじまる前から文化

事業に関わっていらっしゃいました。

吉川│アサヒビールの文化事業にかかわっ
たのは、仙台で行われたアサヒビールロビー
コンサートのお手伝いが最初でした。私は
仙台でイベント会社を主宰していて、広告
代理店などを通じてよくイベント運営を行う
のですが、この企画は特殊でした。アサヒ
ビールは出資だけするスポンサーではなく、
代理店も立てず、地域の方 と々やりとりして自
ら運営もされるのです。私はそのサポートを
しました。代理店を介さず私たちが直接ク
ライアントと意見交換するなど稀なことです。
でもアサヒビールはそれを求めて下さいまし
た。地域に根ざすという趣旨があったので、
ならば運営サイドに市民を入れたり、一緒に
なにかつくる方法があるじゃないかという話
をした覚えがあります。それがきっかけとなっ
て、私たちは市民有志とともに「はっぴい・
はっぱ・プロジェクト」（AAF2004参加企画）

をはじめました。多肉植物の苗に名前をつ
けて市民の方に育てていただき、何ヶ月か
したら「さよなら、○○（葉っぱの名前）」で

はじまる手紙とともに持ってきていただき、
交換するんです。お客様も運営を手伝うス
タッフも主体的に参加できた瞬間でした。
「はっぴい・はっぱ・プロジェクト」は卸町と
いう地域で行ったものです。再開発されそ
うになっていた問屋倉庫で行ったプロジェク
トでしたが、倉庫こそこの町の最大の魅力
ではないかという思いで、町の人たちを巻き
込んだ様 な々アートイベントを展開しました。
結果的にその倉庫は今でも残っています。ひ
とつの倉庫の中には仙台市が能楽堂（能
-BOX）を作り、もう一つの倉庫はアーティス
トや演劇人などが利用するイベントスペース
（イベント倉庫-ハトの家）として運営されていま
す。これは卸町の問屋の協同組合が「モノ
を流通させることに問屋の命があって、その
象徴である倉庫を壊したらこのまちのアイデ
ンティティもなくなってしまう」というように考え
方をシフトしたことが大きい。問屋の縮小傾
向は今さらどうにもならないので、残ってい
る場をクリエイティブな産業に提供して、クリ
エイティブなものを卸すまちになろう、と建築
家も改めて入りなおして今に至ります。社長
さんたちをはじめとして、みんながまちのこと
を考えるようになりました。自分たちの仕事

dialogue

アーツカウンシル東京PRディレクター／
元・いわき芸術文化交流館アリオス

078 0793.11で顕在化したAAFネットワーク dialogue│吉川由美×森隆一郎
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AAF2011報告書発行
AAF2011報告書を発行。
詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

交流支援プログラム募集開始
採択：20件

AAF2012ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、
AAF円卓会議「AAF10年を越えて」
などを行なった。

追悼イベント「南三陸の海に思いを届けよう」／写真：福田沙織

に誇りを見つけてくれた。それがこういった
アート・プロジェクトの役割だと思っています。
振り返ると、人と人、人とまちの出会い直し
の場を創り、みんなで変革の方向性を見出
していくという、私たちのようなプロジェクトは
アサヒビールのバックアップがなければ出来
なかったと思います。一般的な助成だとプロ
ジェクトの成果への確固たる見込みが見え
ないとか言われて落とされてしまう。

市民の方を向いていたAAF

―そういった活動をしてこられた吉川さん

から見て、AAFの活動や仕組みはどう写って

いたんでしょうか。

吉川│私の活動の場は東北なので不便な
ところも多く、民泊しながら村人たちと一緒
に舞台を作るというような仕事が多くて、どっ
ちかというと芸術家の方よりは、住民がどう
関わるかということに重心を置いていること
の方が多かった。例えば演劇をやるにして
も、はじめは自分で台本書いて演出してい
たんですが、それは全然面白くない。むしろ
それぞれ人生を背負って生きてきた住民自
身の物語をワークショップを通して見える化

していった方がずっと面白いということに気
づいたんです。コンテンポラリーダンスのダン
サーたちとワークショップをやる時と、地元の
ペンキ屋さんとかお爺ちゃんとかが混じって
やる時と比べると、どっちがクリエイティブかと
いうと、後者なんですよ。
　だから芸術家の方を向くよりも、市民の
方を向きたいという思いでずっと仕事をし
ていたんですが、なかなか理解を得られな
い。アートの世界では、キュレーターでもプロ
デューサーでも芸術家の方を向いて仕事を
していますから。でも初めてそのスタンスを
受け入れてくれると感じた場がAAFでした。
アートのクオリティだけが全てではなくて、来
場者が主体的に自分で何か小さな発見を
して、その瞬間から次の、別の時間を生き
ていくという瞬間を作り出すほうが、お金を
投資するにしてもずっと本質的に社会を変
えられるというか、関わる者の喜びも大きい
というか、クリエイティブで、芸術家の方にも
気づきが生まれる可能性があると思います。
そういう体験をしていたので、AAFはそうい
う場だなと薄 と々感じていました。また、一
貫して規模が大きくなった後も多様性を許
容し、大切にしてここまで来たのがAAFだと

も思います。
―そういう意味では唯一だったんですね。

吉川│だからこれだけ拡がったんだと思いま
す。すごくアート寄りの人もいれば建築寄り
の人もいて、映像系の人もいるし、表現者
ではないプロデュース側の人も普通の人もい
るというように、多様性があってすごく面白
かった。時代としてもどんどん生きにくくなっ
て、仕事以外で生きがいを求める人が増え
て、なにか自分が活かされる場がほしいと
いう願望が出てきて、AAFの流れと一緒に
なったとも思います。地方がどんどん衰退し
て、空き店舗だらけ、人口減少、高齢化とい
うことを目の当たりにした人が動きはじめた

ということですね。
―森さんはどのようにしてAAFに関わるよ

うになったんですか？

森│2002年、AAFが立ち上がるときに実行
委員として参加しました。その頃は、東京都
江東区のホール（ティアラこうとう）で、事業の
企画制作をやっていました。アサヒビールか
らは事業に協賛をもらっていて、そんなこと
で当時の担当の方に声をかけられました。
ちょうど、江東区や墨田区界隈の文化施設
のネットワークづくりをしていて、地域に点在
する稽古場やホール・劇場のバックステージ
をまとめて巡るツアーを考えていたので、そ
れをAAFでならできるかもと思って参加しま

14 14,15 18
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2012 AAFネットワーク実行委員会に改称

アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会からAAF
ネットワーク実行委員会に改称。

5 13
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AAF学校2012
「私たちのアーカイブ」開校
AAF10年間のデータベースのアーカイブ・
プロジェクトが本格始動。

080 3.11で顕在化したAAFネットワーク



した。区の施設だと区境を越えて活動しづ
らいんですよね。それに、当時「ツアー」な
んて文化事業だと認めてもらえなかったで
すし。「すみだ川左岸カルチャーツアー」っ
ていうんですが、多分アート・フェスティバル
でやるツアーのさきがけだったと思います。
2002~2004年までの3年間は、自分の企画
に重ねて、学生やボランティア向けの評価手
法を研究する学校プログラム（ひぐれ学校）

の取りまとめ役や、門仲天井ホールを使った
「深川アートセンター」企画などに取り組みま
した。今でもよく覚えていますが、AAFが大き
く変わったのは、2005年、参加団体を公募
するようになってからです。3年目でややマン
ネリ化しつつあったんですけれど、加藤種男
さんが団体を公募しようって言い出して、当
初は大丈夫かな？世界観崩れないかな？と
か思っていたんですが、集まった団体の人
たちと会って、これはもう井の中の蛙だった
と。本当に世界がひらけました。

AAFから生まれたネットワーク

―2005年の公募での出会いがインパクト

があったということですが、その方 と々はその

後ずっと付き合いがあるんでしょうか？

森│ずっとですね。今でも繋がっていて、そ
の人数は増えてます。
吉川│SNSの普及もありましたから。
―それはやはり震災後でしょうか。復興支

援のためにつながりが加速された？

吉川│そうですね、震災時はとにかくAAFの
ネットワークが活きました。当事者は呆然と
していましたが、全国から「足りないものは
ないか」「行った方がいいか」と聞いてくれ
たり、モノを送ってくれたり。最初は何にせ
よ、家も食べ物も着るものもなくて、生き延び
るためのことをやらなきゃいけないから、皆
様から水を送っていただいたりとか、全然
アートとは関係ない支援をしていただきまし
た。メセナ協議会も福武財団もトヨタ自動車
もアサヒビールも、一丸になって支援をやっ
てくださった。自発的に全国からいろいろな
人が来てくださった。
　被災から3ヶ月後、被災した人たちが海
を見る事さえできなかった時に、目の前の
現実を心の中で整理できるような静かな時
間を創り出そうと、海に向かって音楽家が
歌をささげる追悼イベント「南三陸の海に
思いを届けよう」をやったんです。そこには

加藤さんもおいでになり、住民たちと一緒
に海に向かっていらっしゃいました。その時
には既にいくつもの避難所に人が分散して
住んでいて、海が見えない避難所などに住
んでる人が沢山いたので、7箇所くらいに
Ustream中継をしました。AAFネットワーク

の誰かが遠く離れた内陸の避難所に行っ
てくれて、現場の団体やUstream社の人た
ちもみんな協力してくれました。
　またトヨタ自動車は子どもの教育につい
て支援してくれました。子どもが毎日瓦礫の
なかを歩いて通学する状況って異常じゃな

AAF世界ネットワーク・プロジェクト「東北スタディーツアー」報告書発行
AAF世界ネットワーク・プロジェクト報告書を発行。詳細は巻末の「記録と資料」ページを参照。
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6.16-10.14
AAF2012開催 
参加団体数：54件／来場者数：およそ98,200名／参加スタッフ・ボランティア数：およそ800名／実行委員数：178名

参加プログラム
●ブラッシュアップ枠―ROAD TO 飛生芸術祭 2012（飛
生アートコミュニティー）／南三陸　福幸きりこ祭～白い紙で彩
るみんなの記憶（ENVISI）／おもしろ不動産（ＮＰＯ法人キタ
ミン・ラボ舎）／余白ネットワーク ～○○をDiYする！～（秋葉
原ネットワーク実行委員会）／横浜下町パラダイスまつり2012
（ART LAB OVA）／佐藤は見た!!!!!! プラス（NPO法人クリエイ
ティブサポートレッツ）／ちいさなアートジャンボリー2012（長
者町まちなかアート発展計画）／西宮船坂ビエンナーレ2012
「結（ゆう）～connection～」（船坂里山芸術祭推進委員会
（企画：船坂里山アートを考える会））／淡路島全島ミュージア
ム構想　AWAJISHIMA　アートバスツアー2012（NPO法
人淡路島アートセンター）／アートリンク・プロジェクト2012～
往く人・来る人～（NPO法人ハート・アート・おかやま）／隠岐
アートトライアル2012「美田学校再生への実証活動（隠岐
アートトライアル実行委員会）／神山アーティスト・イン・レジデ
ンス2012（神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会）／コ
ザクロッシング2012　シチビアート（スタジオ解放区）
●インキュベーション枠―女川常夜灯2012（対話工房）／
田んぼの記憶～ふくしまで、生きる～（TSUMUGUプロジェク
ト実行委員会）／めざせ、中央市場！寺島なす復活プロジェク
ト（寺島・玉の井まちおこし委員会）／中学校を（最後まで）美術
館にしよう・序～とがびアート・プロジェクト2012（Ｎプロジェ
クト実行委員会）／大阪七墓巡り復活プロジェクト（大阪七墓
巡り復活プロジェクト実行委員会）／OPEN STUDIO/ON AIR
（AIR Onomichi / なかた美術館 / 光明寺會舘）／てしまのまど
の合宿（てしまのまど）／糸島芸術祭「糸島芸農2012」（糸

島芸農実行委員会）／くまもとアートナビアガーデン（くまもと
アートナビ）
●ネットワーク枠―NPO法人ラポラポラ／デジタル・キュ
レーション・プロジェクト in ニセコ／NPO法人あおもり
NPOサポートセンター／空間実験室／酔っ払いに愛を実行
委員会／アート朝市実行委員会／蔵王温泉観光協会／い
わきぼうけん映画祭実行委員会／PRAY+LIFE（pray for a 
future + life is coming back）／見沼・風の学校／木村健世
＋こすみ図書／Miracle Water／アフリカからのお客さんプ
ロジェクト／Arts Audience Tables ロプロプ／利賀・手業
アートプロジェクト実行委員会／ひょうたんからKO-MA／
一般社団法人torindo（まいづるRB）／NPO法人Antenna 
Media／NPO法人こえとことばとこころの部屋（ココルー
ム）／伝書鳩フォーラム実行委員会／映像発信てれれ／こ
とほぎ和歌の浦アートプロジェクト／たてじまアートプロジェ
クト実行委員会／TOKIWART実行委員会／アートプラット
フォームえひめ実行委員会／槻田小学校おやじの会・八万
湯プロジェクト／国東活性化委員会／Moving Waves／屋
久島アートプロジェクト集団「座・じゃじゃ」

アサヒビール株式会社・アサヒグループ芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト2012　「江戸を遊ぶ：北斎漫
画2089」（すみだ川アートプロジェクト実行委員会、公益財団法
人アサヒグループ芸術文化財団）／「美の再発見」展―アサヒ
ビール大山崎山荘美術館の名品より―（アサヒビール大山崎
山荘美術館）

16

AAF2012記者発表会＋グランドオープンパーティ
すみだ川アートプロジェクト実行委員会との共催で、隅田川での船上パーティを開催。太鼓や三味線（出演：東京浅草組合 乃
り江、山尾麻耶）によるお出迎え、「謹製隅田川弁当」（担当：EAT&ART TARO）などを楽しんだ。協力：東京都観光汽船
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いですか。そういう状況で何ができるかを話
し合っていたり、ああいうネットワークに被災
地側は助けられました。何よりも災害の国で
すから、今回は広域で災害が起きたので、
他の地域の備えになるというか、目の前で
起きたことを次に活かせるというような見方
もできるんじゃないかと思います。
　あれから7年経って、私たちですら年取っ
たなと思うのに、70歳だった人は77歳でしょ
う。コミュニティをもう一回つくろうとしたって
なかなかつくれないですよ。被災した地域
の多くの人は仮設住宅から公営住宅など
にようやく移り住みましたが、仮設のコミュ
ニティももともと住んでいた場所のコミュニティ
も解体されていますから、被災後2度目のコ
ミュニティ再建を求められています。公営住
宅の住人の高齢化は深刻で、まちづくりの
主体的な推進力を自ら生み出していくのは
きわめて難しいのが現状です。ここからが
本当にネットワークを活かした支援が活きる
時だと思います。

　いま、ずっと継続して来た「きりこプロジェ
クト」*16を新たなまちに展開し、みなさんに
きりこを贈呈する門付け音楽会を企画して
いて、鈴木広志やチェ・ジェチョルなどの音
楽家たちと、町内を練り歩く予定です。音楽
が聞こえてきて窓から顔を出したら「ああ、
アンタそこに住んでたのか！」みたいなこと
にならないかなと思っています。こういうプロ
ジェクトにしても、AAFみたいな場を踏んで
きたアーティストは理解が早い。AAFが育て
たのは土埃のたつ現場でも目の前の人たち
と音楽を紡ぎ出して演奏してくれるような人
じゃないでしょうか。

2011年大震災の後

―東日本大震災の前後でAAFのムードや

雰囲気は変わりましたか？

森│2007年にティアラこうとうを辞めて、福島
県いわき市の「いわき芸術文化交流館アリ
オス」（以下アリオス）という施設に立ち上げか

ら参画したんですが、まさにAAFで学んだ
地域とアートの関係性やアートを介して市民
自治を実現させるような課題意識を持って
仕事をしました。そこでアリオスを介した市
民同士のネットワークができていきました。こ
れはまさにAAFの手法をそのまま実践した
んですね。さらに、その中から実際のAAF
に参加する人たちも出てきた。そして、その
多様なネットワークは震災後にも活かされ
ていくんです。このAAFでできたネットワーク
で多くの人がふらっと訪ねてきてくれました。
「どうしてるかなと思って」みたいに、とても
気楽な感じで。ただ、同じく被災した仙台
の吉川さんたちとは連絡をほとんどとってい
ませんでした。自分たちのことで精一杯で、
他県のことを気遣っている余裕はなかっ
た。全体の状況が見えていたのは東京な
どの遠方から支援に来てくれた人たちの方
じゃないのかなと思います。
吉川│振り返ると東北の地域間の繋がりは、
AAFのような場を介してかろうじて繋がって
いた6年半でした。
森│お互い大変だろうから、それぞれ頑張る
しかないよねという。また、福島が他県と違
うのは、福島第一原子力発電所の事故の

被災地でもあること。震災当初アリオスは避
難所になっていたんですが、GWあたりで
避難所としての役目を終え、建物の復旧と、
出張事業など閉館していてもできる事業の
ためのリサーチなどに活動を移行しました。
僕の場合は仕事がダイレクトに文化からの
復興策となるわけですから、本来の仕事で
目いっぱいになっていきました。だから当時
AAF関連で覚えてることといえば、メーリン
グリストとかの繋がりが支えになったことや、
AAFネットワーク活動支援募金をつくってい
ただいたことですね。いわきや仙台と何箇
所かに分配していただきました。
―AAFが基金をつくったんですか？
森│あの年のネットワーク会議が3月5日と6
日で、その直後に震災がありました。誰かが
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AAF Café vol.10開催
出演：カミン・ラーチャイプ
ラサート（アーティスト）
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2012 AAF2012報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、ART LAB OVAの協力によるゲストプレゼンテーショ
ン（出演：ジラサック・センポルシス（タイ）、キム・ヨン・ホアン（韓国）、リン・イーリン（中国））、
拡大実行委員会「活用されるAAFネットワークとは」（モデレーター：甲斐賢治（せんだいメ
ディアテーク））などを行った。

AAF2012検証の会
検証の議論の場を初めて
一般公開にして開催した。

19,20 217
11/11AAF2012 10/14

AAF世界ネットワークプロジェクト「マレーシア・スタディーツアー」
マレーシア視察ツアーを実施。クアラルンプールとペナン島で活動する15団体を
訪れた。AAFのプレゼンテーションや意見交換なども行い、連携に向けて前向
きなディスカッションの時間となった。共催：国際交流基金クアラルンプール

＊16 きりこプロジェクト│ENVISIが南三陸町で2010年から行なっているアート・プロジェクト。宮城県北部沿岸地域の神社が、
氏子たちのために半紙で作る神棚飾り「きりこ」の様式を真似て、まちの人たちの宝物や思い出などを切り紙で表し、軒先に飾
るというもの。2011年の東日本大震災後には、流失した家の跡地に「きりこ」の白いボードを海へ向かって設営した。ボードに
は、苦難を乗り越えようと頑張っている住民の姿を表した短い文章が添えられている。

Art! Port! Onahama 2008／AAF 2008／Art! Port! 
Onahama実行委員会（福島県いわき市）も2011年のAAF
ネットワーク活動支援募金による支援を受けた団体の一つ。

084 0853.11で顕在化したAAFネットワーク dialogue│吉川由美×森隆一郎



ジェクトに取り組みました。まずは、美術家
の藤浩志さんを呼んで「かえっこバザール」
をはじめました。また、立派な施設ができた
けれど、どう使えばいいのかな、とポジティブ
にモヤッとしている人達を集めて「アリオス・
プランツ！」という企画会議を行いました。
劇場がレディメイドの芸術ソフトだけを提供
するのではなく、市民が「何かこういうこと
やったら面白いんじゃないか」と参加できる
ようなことを考えたんです。コンピュータで言
うところのOSのような仕組みです。そして、そ
こに集まってくる方 の々モヤモヤした思いが
混ざり合い混沌としてくるところから面白いこ
とが生まれてくるんです。それを2年やって、
いくつかプロジェクトが立ち上がりました。施
設の前の公園を活用した「アリオス・パーク
フェス」とか自主映画限定の映画祭「いわ
きぼうけん映画祭」とか親子連れがアリオ
スを使い倒す「アリオス・プランツ！子どもプ
ロジェクト」とか、公立劇場の機能をいい具
合に拡張していきました。
　今挙げたプロジェクトの中でも一番難産
だった「いわきぼうけん映画祭」の開催が
2011年2月で、震災が起こったのはその1ヶ
月後でした。震災後、まちでばったり会った

人と「あの時どうしてた？」って話をするじゃ
ないですか。それで、ふと気づくと平気で3
時間とか経っている。そんなことがよくあって
「ああ、これは皆、一人では背負いきれな
い思いを持っているからなんだ」と気付き、
「アリオス・プランツ！」を復活させようと思い
ました。アリオスみたいな巨大施設ができた
ことのインパクトと震災がもたらしたインパク
トに通底するものがあると思ったんですね。
会議の名前は「アー(ッ)トおどろく	いわき復
興モヤモヤ会議」という冗談めかしたものな
んですが、それを年間4回企画して、それぞ
れフェーズを考えて定期的に開催しました。
その時にはいろんなAAF関連の人が来てく
れました。
　それから個 で々動いてる小さなチームの
動きが震災後にすごく良かったんです。例
えばアリオスで演劇に関わっていた人たち
は、倉庫をまるごと一棟借りて支援物資を
溜めて自宅避難の方 に々配布しはじめまし
た。避難所というのはオフィシャルな支援物
資が届くんですが、自宅避難の人には物資
がなかなか回りません。そこで一軒一軒扉
を叩いて「何か足りないものはありません
か」とか安否確認も兼ねて各戸訪問みた

自発的に支援しなきゃとメーリングリスト上で
やりとりがはじまり、事務局が口座を用意し
て募金の仕組みを整えたようです。
吉川│バックに皆さんがいて、東京で基金
をつくって送るよと言われたら現地としても
動かざるを得ない。あの状態で私たち地元
の団体も動いていいのか分からなかったか
ら。とりあえず物資の配布から現場に入っ
て様子を見ようということをしたけど、それさ
え、バックにネットワークがあったから出来た
こと。自分だけだったらただの物資支援で
終わって、次のアートの力で支援展開すると
ころまでできなかったかもしれません。私だ
けの気持ちじゃなくて、みなさんの気持ちを
背負って行くんだという心構えになれたから
出来たんだと思います。
森│あの時は親戚とか血縁的なものも含め
て具体的な逃げ場が、ネットワークがあると
いうことがとても大事でしたね。例えば親類
縁者が皆ずっとその土地に住んでいるという
ような家庭はなかなか動きづらくて、避難で
苦労した。「放射能が」と言われても、自主
避難者（いわき市民はほとんどが自主避難だっ
た）にとっては自分で避難先を探さないとい
けない。そういう時にネットワークって大事だ

なと思いました。次の原発事故は日本のど
こで起こってもおかしくない。その時は200、
300キロ逃げなきゃいけないんですよ。そうい
う時にAAFのネットワークに限らず、普段か
ら広いネットワークを持っている人は非常時
の生きる力がずいぶん違うなと思いますね。
―アリオスではどのような動きをされてい

ましたか？

森│2007年にいわきに移った時は、アリオス
という施設の巨大さにやや違和感を覚えて
いたんです。私はマーケティングマネージャー
という肩書きだったんですが、AAFで全国
各地の市民主体の小さな活動を見続けて
きていましたから、そういうことをやらないと、
「文化の殿堂」とか呼ばれてしまい、新し
い文化施設のあり方を示せないのじゃな
いかと危機感を持っていました。しかし市
役所の人とじっくり話すと、施設をもっと地
域のために使ってもらいたい、地域の人に
来てもらえる場所にしたいと言うことだった
ので、「そういうことならAAFのやり方が使え
るな」と思い、アリオスのマーケティングの方
針を「関係性のマーケティング」と位置づけ
て、マーケティングの基本である顧客創造
のための関係性を作る場としてアート・プロ

「メセナアワード2012 メセナ大賞」受賞
「アートNPOの活動基盤強化への多様な支援と協働」が評価され、アサヒビール株式会社が
メセナアワード2012（主催：企業メセナ協議会）で「メセナ大賞」を受賞。

AAF10周年本発行記念トーク＋パーティ
「アートプロジェクトがつなぐ 人の知恵 まちの経験」（出演：藤浩志（美術家）、西村佳哲（リビングワールド））、クロストーク「本で
伝えたい、人の魅力・まちの魅力」（出演:今川和佳子（八戸ポータルミュージアムはっち）、蔭山ヅル（ART LAB OVA）、林僚児（スタジ
オ解放区）、藤浩志）を開催した。
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いなことをやっていた。「いわきぼうけん映
画祭」のメンバーは、避難所や地区集会所
を巡回して、子ども向け映画の上映会を行
いました。他にも、例えばいわき市ってかつ
て大合併をしたとても広大な市なんですけ
ど、ボランティアセンターが中心の平という地
域に統合されていて、沿岸部の小名浜とい
う地域にはなかったんですね。そこで、急遽
草の根でボランティアセンターを立ち上げて、
泥かきや炊き出し、支援物資のやりくりに
当たった人たちがいて、その人達も、もともと
アートやクリエイティブな活動に集まっていた
方 で々した。藤浩志さんが「アート・プロジェ
クトは地域を鍛える」っておっしゃっていた
んですが、「アート」なんていう予測不可能
なものにチームで対峙した経験があったか
ら、震災のような現場でもそういう対応力が
あったんじゃないかな、なんて思っていまし

た。先ほど紹介した「モヤモヤ会議」はそう
いった人たちがネットワークを強める場として
も機能していました。ハブみたいな役割を
担っていたと思います。
吉川│被災地にいるからかもしれないけど、
私は震災以降日本がすごく狭くなったと思い
ます。いまだに遠くから何回も来てくれる人が
います。後 ま々で私たちがどういう状態にある
か気にかけてくれて、阪神・淡路大震災を
経験されている方は、被災者が苦しくなるの
は震災から3年後や5年後だとよく分かって
いるので、ちょうど良いタイミングで声をかけて
くれたり。AAFの人たちってただのアーティス
トじゃなくて、社会的な役割を持っている人
が多くいらっしゃいますよね。実は偉い人と
か、実は役場の中枢にいる人とか。
―自分の得意技を繰り出せる。

吉川│そうなんですよ。そういう意味で的確な
アドバイスや応援が頂けたと思います。とに
かく繋がってなにかやれるんだということを
皆感じたんじゃないでしょうか。いまだに南
三陸には全国から100人近くの応援職員
が来ていますが、それでも足りないんです。
いまだに応援職員がいるのかと驚かれます
が、当初からは半減しています。これからは

益 マ々ンパワーがダウンしますから大変で
す。そんなことを思い返すと、普通だったら
アートと言えば、アートセクターの人たちだけ
の集まりになるわけですが、決してそうじゃな
くて多様な人たちが集まっていたのがAAF
のネットワークの強みだったと思います。
森│僕は、震災後のグランドオープンパーティ
で、東北で被災したAAFネットワークの団
体にプレゼンの時間をとってもらったのをと
てもよく覚えています。さっきの「モヤモヤ会
議」でコアを担っていた人たちと一緒に参
加したんですが、そのときに吉川さんたちの
状況もやっとわかりました。

AAFの世代交代と新しいコンテンツ

―AAFメンバーの世代は新しくなってきて

いるんでしょうか。

吉川│若い人たちはSNSとか使って軽やか
にネットワークを活用できるし、地域のしがら
みに縛られない活動ができます。そういう意
味では新しくなってきつつあると思います。
AAFに集まった人たちとのネットワークは離
れていても確実に存在していて、ここぞとい
う時には機能するようになっていると思いま
す。そういう意味ではお互いに力を合わせ
られる、何かあったら集まって意見をもらえ
る、まとめられる確固たるネットワークが構築

AAF10周年記念本発行
AAF10周年記念として書籍「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」を発行。詳細は
巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

AAF Café vol.12 + アリオス・プランツ！ 開催
「対話：いわきー東京「境界を越えて」」コーディネーター：芹沢高
志（AAF事務局長）主催：いわき芸術文化交流館アリオス 共催：
TSUMUGUプロジェクト実行委員会、いわきぼうけん映画祭実行
委員会、PRAY+LIFE（pray for a future + life is coming back）12

AAF2011グランドオープンパーティ「大東北パーティ」で披露された、いわき市下神谷青年会による「じゃんがら念仏踊り」／
AAF2011／写真：福田依子
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AAF2013企画公募
AAF2013の企画公募を実施。前年同様、ブラッシュ
アップ枠、インキュベーション枠、ネットワーク枠の3
種類の募集枠を設けた。136件の応募が集まる。

吉川由美さん（左）と森隆一郎さん（右）

AAF Café vol.11開催
「政治とアートとまちづくり」出演：エ
リック・ライル（パンクミュージシャン、社会
活動家ほか）、堀田真紀子（北海道大学）
共催：北海道大学草の根文化研究会

9

088 0893.11で顕在化したAAFネットワーク dialogue│吉川由美×森隆一郎
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AAF Café vol.13開催
「国東アートツアー　いりくちでくちをめぐって」
出演：朝吹真理子（小説家）、飴屋法水（演出家、美術家）、中村茜（国東半島アートプ
ロジェクト2012 パフォーマンスプログラムディレクター）、久野敦子（セゾン文化財団）

AAF2013選考委員会
応募総数136件／採択数：ブラッシュアップ枠10件、
インキュベーション枠12件、ネットワーク枠32件

11,12 25

2013
1/15AAF2013企画公募

南三陸みんなのきりこプロジェクト／AAF2012／写真：津藤秀雄



されています。
―信頼度が強いんですね。

吉川│長かったですからね。それから、地方
の人を一箇所に集めるような場って他にな
かったと思います。若い人からすれば知らな
かった地域に興味を持ちますよね。そういう
人たちを一堂に集め続けたことは本当に凄
いと思います。
森│混在していたのが良いですよね。まちづ
くりの人も来ればアートの人も来るという。
吉川│場がパワフルだったんだと思います。
世の中を動かしてる何かを変えたい人た
ちが集まっている場。だれもが胸の内に秘
めている希求みたいなものがありますが、
AAFに集まっていた人は一足先にそれに気
づいていた人たちだったと思います。

　また以前は東京で何かをやるのが文化
の最先端だとされていましたが、ある意味
今は、地方の、人がいないところほど最先
端になってきました。逆に新しいことに挑戦
できる場が地方にはあるともいえる。そうい
う意味では希望に満ちていると思います。
AAFは、悩みつつも、同じ希望を感じてい
た人の集まりだったんじゃないでしょうか。
だからこそ集まっていて楽しかったんだと思
うし、ネットワークが形成されたと思います。
面白くなければネットワークにならないです
から。
―地方はたしかに最先端だと思うんです

が、それには人材が必要です。そういう人材

はいま地方にいるんでしょうか？かつてそうい

う人たちは皆東京に出てきてしまいましたが。

吉川│そういう時代もありましたね。若い人も
それは知っていて、今は優秀な人ほど地方
を再評価して、自分にとって何が幸せか、
世の中にとってどうなのかということを考えて
いると感じています。
―地方の可能性に気づく人が増えてきて

いるんですね。

吉川│何も無くなった被災地でも、文化的な
モノ、人と人との関わり、知恵、生きる姿勢、

そういったリスペクトに値するものが残ってい
ると思います。大学や本では教わることので
きないもの。そこに気づく若者がいる間はま
だ大丈夫かなと。
―AAFが終了して、OBOG的な人は違う

動きをしていたりするんでしょうか。

森│アート・アンド・ネットワークというものが
動こうとしています。ですがその前に一度、こ
ういう本を通じてAAFの肝が何だったのか
ということが明らかにできると良いですよね。
AAFは色 な々ことをやっていたけど、僕は結
局その肝は参加している者同士が年に数
回集まるあの場にあって、それがAAFの本
性だったのではないかと考えています。ある
いはその集まった経験を持ってバラバラに
活動している状態、でも繋がっているというよ
うなものがAAFだったのかもしれない。
吉川│AAFだけじゃなく、「トヨタ・子どもと
アーティストの出会い」とか複数の場があっ
たということも大事なことだったと思いますか
ら、それらが一斉に無くなっている現状は大
変だと思います。企業が作った場がひとつ
のムーブメントを作ったところがあるんじゃな
いでしょうか。地方にこれだけ人材がいると
いうことは、AAFがなければ分からなかった

し、私たちは繋がらなかった。見えない絆
みたいなものを作り上げたんじゃないでしょ
うか。

吉川由美（ENVISI代表／プロデューサー／演出家）
仙台市生まれ。コミュニティーと文化芸術、観光、教育とを
繋げ、アートの力で地域の力を引き出す活動をしている。
2010年より、南三陸町の新たな魅力を再発見するアートプ
ロジェクトを展開。東日本大震災で甚大な被害を受けた同
町で、アート活動を通し、復興に向けた支援プロジェクトを
展開している。ダハ・プランニングワーク代表取締役、八戸
ポータルミュージアムはっち文化創造ディレクター。

森 隆一郎（アーツカウンシル東京PRディレクター）
1966年東京都生まれ。青山学院大学文学部教育学科卒
業。江東区文化センターで生涯学習講座やホールイベント
の企画などに携わった後、「ティアラこうとう」の企画制作を
担当（1998-2006）、並行して2002年よりアサヒ・アート・
フェスティバル実行委員会で活動。「いわき芸術文化交流
館アリオス」のマーケティング・マネージャーを務め（2007-
2012）、2012年4月より現職。業界人やアートに興味のある
学生や社会人を集めた早朝の雑談会「トーキョーアーツの
れん会」を個人的に毎週開催している。

2013

3

AAFネットワーク2012活動報告書発行
AAFネットワーク2012活動報告書を発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

AAF2013ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、ゲストプレゼン
テーション：ジャネット・ピライ（Arts-Ed代表、マレーシ
ア）などを行った。

9 9,10 15
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交流支援プログラム募集開始
採択：14件

AAF世界ネットワーク・プロジェクト「東北スタディツアー」で、
宮城県南三陸町「“生きる”博覧会2011」（主催：ENVISI）を
訪れる／AAF2011

092 0933.11で顕在化したAAFネットワーク dialogue│吉川由美×森隆一郎



芸術祭を取り巻く社会背景

「芸術祭」以前から定着していた「文化祭」

いま、日本全国各地で開催されている芸術祭はどのくらいあるのだろうか。雑誌

『美術手帖』2017年7月号「Art Festival Guide 2017」と題した特別付録には、

国際芸術祭の広がりと、AAFの役割
大澤寅雄
株式会社ニッセイ基礎研究所 芸術文化プロジェクト室 主任研究員

AAFがはじまってから10年弱、2010年を過ぎると国内はアート・トリエンナー
レなどの国際芸術祭をはじめとした、芸術祭隆盛の時代を迎えた。AAFを含
め、芸術祭は場所と環境に特有なアートをコンセプトにする地域社会のアー
ト。それがなぜここまで広がりを見せたのか？ そこにAAFが果たした役割と
は？芸術祭に求められているものやその意味を、芸術・文化と社会の関わりを
研究する大澤さんに伺った。
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参加プログラム
ROAD TO 飛生芸術祭 2013（飛生アートコミュニティー）／
酔っ払いに愛を～横丁オンリーユーシアター（酔っ払いに愛
を実行委員会）／女川常夜灯2013 「海と山と火の物語」（一
般社団法人 対話工房）／アラカワ・アフリカ4：アーティスト
たちの荒川とアフリカでの仕事（アラカワ・アフリカ実行委員
会）／おおくぼパッチワーク（しんじゅくアートプロジェクト）／
Youkobo Plus（遊工房アートスペース）／横浜下町パラダ
イスまつり2013（ART LAB OVA）／こうふのまちの芸術祭
2013（やまなしアートツリー）／中学校を美術館にしよう～と
がびアート・プロジェクト2013 + こちょ☆ぷろ2013（Nプロ
ジェクト実行委員会）／レディオ体操　～地域パフォーマンス
集団立ち上げプロジェクト～（NPO法人クリエイティブサポー
トレッツ）／長者町ＢＥＥＲジャンボリーぷらす（長者町まちなか
アート発展計画）／空き家マッチング事業（東山 アーティスツ・
プレイスメント・サービス実行委員会（HAPS））／423アートプロ
ジェクト2013（BRDG）／大阪七墓巡り復活プロジェクト（大
阪七墓巡り復活プロジェクト実行委員会）／「孤独に応答する
孤独」 シンポジウムと日常的実践（NPO法人 こえとことばと
こころの部屋）／新長田のダンス事情（仮称）上演会（NPO法
人 DANCE BOX）／土と火と、実りの里の芸術祭2013 in 船
坂（船坂里山芸術祭推進委員会）／隠岐アートトライアル2013
「美田学校再生への実証活動」（隠岐アートトライアル実行委
員会）／ようこそ鞆へ！遊ぼうよパラダイス（鞆の津ミュージア
ム）／マイクロリサーチ / ON AIR（AIR Onomichi/なかた美
術館/光明寺會舘）／かわぞう　はじめての冒険（河原町文化
開発研究所）／コザクロッシング2013　ターミナルライフ（ス

タジオ解放区）

ネットワーク参加団体―NPO法人 アプカス／NPO法人 
あおもりNPOサポートセンター／ENVISI／蔵王温泉観光
協会／TSUMUGUプロジェクト実行委員会／いわきぼう
けん映画祭実行委員会／PRAY+LIFE（pray for a future 
+ life is coming back）／松戸まちづくり会議／非公式物産
展／雨水基地PROJECT（byスミカ造形美術）／time spot
／余白工事の会／NPO法人 アートNPOヒミング／問屋ま
ちスタジオ／Arts Audience Tables ロプロプ／「まち」と
して生まれ変わったパルルの発展を支援する住民の会／
picasom（ピカソム）／輪音プロジェクト／映像発信てれれ
／ことほぎ和歌の浦アートプロジェクト／NPO法人 淡路島
アートセンター／NPO ハート・アート・おかやま／てしまの
まど／神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会／アー
トプラットフォームえひめ／九州フィールドワーク研究会／
北九州お手軽劇場アイアンシアター運営実行委員会／槻
田小学校おやじの会/八万湯プロジェクト／糸島芸農実行
委員会／国東活性化委員会／NPO法人 アートスイッチ／
Moving Waves（ムービングウェイブス）

アサヒビール株式会社・アサヒグループ芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト2013 江戸を遊ぶ―「ないまぜ
や！」鶴屋南北（すみだ川アートプロジェクト実行委員会、公益財
団法人アサヒグループ芸術文化財団）／バーナード・リーチのう
つわに跳ねる動物たち（アサヒビール大山崎山荘美術館）

6.15-10.14
AAF2013開催
参加団体数： 57件／来場者数：およそ32,300名／
参加スタッフ・ボランティア数：およそ630名／実行委員数：およそ180名

AAF2013グランドオープンパーティ＋フォーラム
フォーラム「地域を変えるソフトパワー AAFはなぜ誕生し、なにを生み出し、どこへ向かうのか」（出演：今冨正幸（国東活性化
委員会）、加藤種男（アサヒグループ芸術文化財団）、近藤誠一（文化庁）、芹沢高志（AAF事務局長）、藤浩志（美術家）、山下祐介
（社会学者、首都大学東京）、山本真由美（トヨタ自動車）、湯浅真奈美（ブリティッシュ・カウンシル））を開催した。パーティは前年
同様、水上バスで開催し、太神楽（出演：鏡味初音、鏡味味千代、桂たか治）が披露された。協力：東京都観光汽船

15

『地域を変えるソフトパワー』発行記念 全国縦断トークツアー2013
本の発行を記念し、AAFの立ち上げから関わる加藤種男（アサヒグループ芸術文化財団）、
芹沢高志（AAF事務局長）が、全国各地を訪ね対話を重ねる全国縦断ツアーを行った。全
国各地15ヶ所で開催。
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芸術祭×AAF

AAF2013

094 095芸術祭×AAF 国際芸術祭の広がりと、AAFの役割│大澤寅雄



国内で開催されている芸術祭を14件数えることができる。しかもそれらは2000年
以降に開始されたものが大半を占めている。これほどまでに、現代美術の展示を

中心とした芸術祭が、大都市から農山村に至るまで盛んになったのはなぜか。そ

れを考察するためにも「芸術祭」以前の状況を振り返りたい。

　ビエンナーレやトリエンナーレといった国際的、かつ大規模な芸術祭が各地で

開催される以前に、日本でどの地域でも行われていた事業の形の一つに「文化

祭」がある。「文化の国体」とも呼ばれる国民文化祭は、1986年に東京都で第１
回が開催されて以来、2017年の愛知県での開催で32回を数える。文化庁と開催
都道府県、開催市町村及び文化団体などによる主催で、「全国各地で国民一般

の行っている各種の文化活動を全国的規模で発表し、競演し、交流する場を提

供することにより、国民の文化活動への参加の機運を高め、新しい芸術文化の

創造を促すことを狙いとした祭典」＊17を開催している。

　国民文化祭とは別に、各地の都道府県や市区町村を単位とする県民文化祭や

市民文化祭も、津 浦々 で々実施されている。地方公共団体の文化振興の担当部

課、あるいは教育委員会の社会教育や生涯学習の関連部課が、文化行政の一

環として行うことが多く、行政内部、あるいは文化振興を目的に行政が設置した

公益法人などが事務局を担い、「○○県文化団体連合会」、「○○市文化協会」と

いった、市民の文化団体の加盟組織を加えた実行体制で開催していることが多

い。さらに広げて見れば、「文化祭」は、国や地方公共団体の文化行政の一貫と

して行われるものだけでなく、小学校の学習発表会から大学の学園祭に至るま

で、広く教育機関の学校行事としても定着している。いわゆる芸術文化に限定せ

ず、生活文化や郷土芸能も含め、また子どもたちの学習やあらゆる世代の生涯

学習の成果を披露し、市民の幅広い文化活動の参加や発表、交流の機会を提供

するものだ。

　このように文化祭は、国や地方公共団体、あるいは学校教育や社会教育と

いった文化や教育を司る行政の枠組みと密接に関わってきた。しかし、高度経

済成長を経て、バブル崩壊以降の低成長期を迎え、少子高齢化や人口減少と

いった問題に直面しはじめた2000年あたりから、文化祭を取り巻く状況も変化
を余儀なくされた。自治体の財政悪化に伴い、文化事業に対する議会や市民か

らの厳しいチェックが入ることが増えた。また、行政と密接に関わってきた「○○

県文化団体連合会」や「○○市文化協会」といった従来の文化団体の加盟組織

の新規加入は増えず、団体構成員の高齢化や会員減少の問題が聞かれるよう

になった。文化祭の企画や実施は行政主導で前例踏襲による部分が多く、運営

が形骸化し、活動内容に新奇性や創造性を求めることが難しくなっているように

見受けられる。

芸術祭の担い手としての市民やNPO
一方の「芸術祭」に視点を向けて、その変化を辿ってみよう。吉本光宏＊18による

と、日本での国際的な芸術祭として、1952年から1990年にかけて2年ごとに開
催されていた日本国際美術展（東京ビエンナーレ）や、1988年から1998年まで毎
年開催されていた「白州・夏・フェスティバル」（アートキャンプ白州）を挙げることが

できるが、芸術祭が数を増やしていくのは、2000年の「大地の芸術祭 越後妻有
アートトリエンナーレ」、2001年の「横浜トリエンナーレ＊19」という2つの芸術祭以
降だろう。その少し前の1995年に、阪神・淡路大震災が発生した。この大きな災

AAF ARCHIVES 公開
11年目を迎え、それまでAAFに参加
したすべての活動の概要をまとめ
AAF ARCHIVESとしてウェブサイト
で公開。地図上にプロットされる。

2013

186
『地域を変えるソフトパワー』発行記念 全国縦断トークツアー2013

7 10 11 12

AAF世界ネットワーク部会 立ち上げ
AAF世界ネットワークプロジェクトを具
体的に進めていくために、実行委員会
内に部会を設立。事務局長：新見永治
（パルルを支援する会）

AAF世界ネットワーク
部会西成会議（大阪）

AAF2013報告会
参加団体の報告と交流。ほかに、座
談会（出演：甲斐賢治（せんだいメディ
アテーク）ほか）、「AAF世界ネットワー
ク・マッピング」などを行った。

AAF2014企画公募
AAF2014の企画公募を実
施。募集枠を1枠のみに変
更。146件の応募が集まる。

AAF2013
検証の会

AAF Café vol.14開催
「「語り」に耳を傾けるということ」
出演：小野和子（みやぎ民話の会）

18 13 16,17 18 5

AAF2013 AAF2014企画公募10/14
12/7
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＊18│吉本光宏「トリエンナーレの時代―国際芸術祭は何を問いかけているのか」（2014年、ニッセイ
基礎研究所 基礎研レポート）
＊19 横浜トリエンナーレ│横浜市で、2001年から3年に1度開催されている現代アートの国際展。横浜美
術館や横浜赤レンガ倉庫を主会場に行われる。誰もが多様な表現に触れることのできる機会を市民に提
供し、国際交流や相互理解を促進させることを目指している。

＊17│文化庁ウェブサイト「国民文化祭」http://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/chiiki/
kokubunsai/（2017年11月参照）
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　それらの担い手は、従来の行政主導の文化祭の担い手である文化団体のよ

うに、団体としての活動の発表の場や機会を求めることに関心があるのではな

く、アートと社会の関係を仲介することや、アートの力を社会に活用することを

目指していた。また、組織のルールよりも個人の自由意志を尊重し、水平でゆ

るやかな関係性を構築するものとして、徐々に各地へとネットワークが広がって

いった。

「ハコモノ」から「デキゴト」へ

国民文化祭にしても、都道府県や市町村の文化祭にしても、行政が主導してきた

文化祭は、公立の文化施設の整備を推進してきた一つの理由ともなってきた。そ

れに乗じて、地域の文化団体も、文化祭の開催会場として新たな文化施設の建

設を求める場合も見られたが、一般市民にとっては、文化祭や文化施設に対する

関心や理解が高いわけではなく、むしろハコモノ行政への批判の対象となったこ

とも少なくなかった。

　その一方で、現代美術を主軸とする芸術祭では、美術館やホールといった既成

の「ハコ」を飛び出し、地域に出て、特定の場所で制作されることで、場所性や歴

害を契機に市民によるボランティア活動が社会的に注目を集め、特定非営利活

動促進法が1998年に施行される。その後、芸術活動を行う非営利目的の組織、
いわゆる「アートNPO」が次 と々誕生し、芸術と社会との新たな関わり方を模索

する様 な々プロジェクトが誕生した。

　2004年には横浜市において「文化芸術振興」と「創造都市施策」を一体的に
促進する横浜市文化芸術創造都市施策がスタートし、翌年、「横浜トリエンナーレ

2005」が開催され、その実施には市民のボランティアやNPOが重要な担い手と
なった。また、「大地の芸術祭」では、芸術祭の運営だけでなく地域の活性化を支

援するサポートスタッフ「こへび隊」が活躍するなど、芸術祭の担い手としての市

民やNPOの力に注目が集まりはじめた。

交流支援プログラム
募集開始
採択：20件

AAF2014選考委員会
応募総数146件／採択数：
60件。AAF史上最多のプロ
グラム数となる。

AAF2014ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、初めて
海外より採択されたINstadio movement
（韓国）など、新規参加団体へのインタビュー
などを行った。

10,11 15,16 192 31
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AAF学校2014「アート・プロジェクトを伝えるワーキング
―多彩なアート・プロジェクトの多様な価値の伝え方―」
受講生が実際に参加プロジェクトの現場を訪ね、議論を通じてその価値を考え、レポートを執筆。
熊本校（共催：河原町文化開発研究所）、名古屋校（共催：Arts Audience Tables ロプロプ）、東京
校で同時開催した。

すみだ川アートプロジェクト：wah「すみだ川のおもしろい」展［川の上でゴルフをする］2009/6/7／
AAF2009／写真：アサヒグループ芸術文化財団イリヤ＆エミリア・カバコフ［棚田］／大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ／写真：Osamu Nakamura
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史性などの文脈を含めながら公衆の目に触れる作品も数多く設置された。その

ことで、時には衆目を集める話題となり、時には議論や批判を醸し出すことにも

なっているが、それはアートと社会の接点を意図して画策するものであり、芸術祭、

アーティスト、あるいはアートに対する地域の関心や理解を喚起させることも多い。

　つまり、自ら文化活動を行う人 が々発表の場と機会を設け、文化に対する興

味や関心を持つ人 を々対象にしてきた「文化祭」が、文化芸術の振興を目的とし

て整備された文化施設という「ハコモノ」の中に閉じていく一方で、地域にアー

ティストが出て、地域とアートとの関わりを模索する「芸術祭」では、市民やNPO
が媒介しながら「デキゴト」を発生させる活動に光が当たりはじめた。それが、

2000年前後の文化状況の潮目であると同時に、文化やアートにおける「公共
性」の転換点だったのではないだろうか。

地方創生や観光振興への期待と「手段化」への批判

地域とアートが関わることで「デキゴト」を発生させる仕掛けとして、芸術祭や

アート・プロジェクトが2000年以降に増えてきた理由には、社会の変化にも大き
な要因がある。‘00年代の後半には日本に人口減少社会が到来したとされてお
り、少子高齢化とともに、中心市街地の衰退や農山漁村の過疎化、限界集落化

といった地域の課題が各地で叫ばれ、「自治体消滅」という言葉が現実味を帯び

ている状況がある。

　そうした中で「デキゴト」を発生させる芸術祭やアート・プロジェクトは、文化芸

術の振興という領域を拡張し、地方創生、あるいは観光振興といった領域から期

待を集める存在になっている。活気を失った商店街を活性化させるため、増加す

る空き家を魅力ある観光資源に転換させるため、海外からの観光客を誘引しイ

ンバウンド消費を高めるため、といった、何らかの課題を解決する「手段」や「道

具」として、芸術祭やアート・プロジェクトに対する社会の要請は、‘10年代に顕著

2014

参加プログラム
すすきの夜のトリエンナーレ 2014―コインの裏（すすきの
夜のトリエンナーレ実行委員会）／SAPPORO Far East Art 
Research Project （SAPPORO F.E.A.R project）／ROAD 
TO 飛生芸術祭 2014（飛生アートコミュニティー）／八戸工場
大学（八戸工場大学プロジェクト事務局）／盛岡町家 + ART
プロジェクト 「MACHIYART 2014」（NPO法人 いわてアー
トサポートセンター）／南三陸きりこプロジェクト 南三陸町
の人 と々浅田政志の“がんばる”名場面フォトプロジェクト
（ENVISI）／女川常夜灯2014「続・海と山と火の物語」（一
般社団法人 対話工房）／つながる湾プロジェクト ～チーム
wanがつなぐ未来～（つながる湾プロジェクト運営委員会）／
冠蔵王アートフェスティバル（蔵王温泉観光協会）／アラフド
アートアニュアル2014（つちゆ芸術万華郷実行委員会）／「福
島大風呂敷」・メンテナンス（プロジェクトFUKUSHIMA! 美術
部）／田んぼの記憶 ～田んぼの祭り身体性をさぐる 2014
～（TSUMUGUプロジェクト実行委員会）／放課後美術部「し
んぶんしゃ」（シンブンシャ・プロジェクト）／3つの物語（新宿
アートプロジェクト）／アラカワ・アフリカ5: アラカワ・アフリカ　
キャンプ（アラカワ・アフリカ実行委員会）／でんちゅうDays-ラ
イブアーツ＆アーカイブス（でんちゅうず：NPO法人 たいとう
歴史都市研究会、一般社団法人 谷中のおかって、Denchu Lab.）
／国立文庫プロジェクト（国立文庫編集室）／横浜下町パラダ
イスまつり 2014（横浜下町パラダイスまつり実行委員会）／こ
うふのまちの芸術祭 2014（やまなしアートツリー）／写真の
町シバタ（写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会）／うちの
DEあい 2014（うちのDEアート実行委員会）／信濃の国　原
始感覚美術祭 2014 -水のうたがき（原始感覚美術祭実行委
員会）／混流温泉文化祭 2016　プレイベント（混流温泉文化
祭実行委員会）／折り鶴を箱いっぱい作りました。理由は、な
い。（佐藤）（NPO法人 クリエイティブサポートレッツ）／長者町
BEERジャンボリー 2014（長者町まちなかアート発展計画）／
オーディエンス筋トレテーブル（Arts Audience Tables ロプロ
プ）／一乗谷芸術祭（創造の谷　準備グループ）／風と土の交
藝 in 琵琶湖高島 2014（風と土の交藝プロジェクトチーム）／
まいづるRB 2014プログラム ①はまっこ夜の市ファッショ
ンショー ②時間旅行博物館（一般社団法人 torindo）／木津
川アート2014「百年の邂逅」（木津川アートプロジェクトチーム）
／「孤独のアートマネジメント～助成金と事務と家事」- 釜ヶ
崎でのけんこう相談会を端緒とした当事者研究（NPO法人 
こえとことばとこころの部屋）／クリエイティブアウォード関西 

2014（輪音プロジェクト）／無縁都市ブリコラージュ ～大阪
七墓巡り×東京七墓巡りを逍遙しながら～（大阪七墓巡り復
活プロジェクト実行委員会）／セルフ祭（セルフ祭実行委員会）
／Kisssh-Kissssssh映画祭 2014（Kisssh-Kissssssh映
画祭実行委員会）／たてじまアートプロジェクト2014 ～いも
づるつながり～（たてじまアートプロジェクト実行委員会）／西
宮船坂ビエンナーレ 2014（船坂里山芸術祭推進委員会）／淡
路島クロッシング・アートネット 2014（NPO法人 淡路島アー
トセンター）／「生野ルート・ダルジャン芸術祭」2014（生野
ルート・ダルジャン芸術祭実行委員会）／町を縫う（「町を縫う」
実行委員会）／真夏の島の物語（NPO法人 ハート・アート・お
かやま）／花咲くジイさん ～我が道を行く超経験者たち～
（鞆の津ミュージアム）／Short Stay Programと本の家計画
（光明寺會舘/AIR zine 編集室）／百島納涼祭復活プロジェク
ト（広島アートプロジェクト実行委員会）／隠岐アートトライアル 
2014（隠岐アートトライアル実行委員会）／「てしまのまど」の
アートプロジェクト 観光 暮らしの光を観る 2014（てしまのま
ど）／神山アーティスト・イン・レジデンス 2014（神山アーティ
スト・イン・レジデンス実行委員会）／オルタナティブ道後★三
津（NPO法人 クオリティ アンド コミュニケーション オブ アーツ）
／すっごい演劇アートプロジェクト　関係性と出逢う（NPO
法人 ニコちゃんの会）／枝光まちなか芸術祭（枝光まちなか
芸術祭実行委員会）／糸島芸農 2014（糸島芸農実行委員会）
／ばんだいさんミーティング ｢混浴温泉世界をつくろう会｣
（NPO法人 BEPPU PROJECT）／五島 海のシルクロード芸
術祭（BaRaKa）／KUMAMOTO城下町大遊戯2015　準
備（NPO法人 アートスイッチ）／かわぞう次なる挑戦！（河原
町文化開発研究所）／おおすみ-かごしま芸術祭 2014（お
おすみ̶かごしま芸術祭実行委員会）／INstadio project 1. 
Movement 4 Society（INstadio movement）／余白ネット
ワーク "私の需要がある！"（余白工事の会）／非公式物産展
（非公式物産展）／MEETING CARAVAN 2（ミーティングキャ
ラバン準備委員会）

アサヒビール株式会社・アサヒグループ芸術文化財団
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト2014「江戸を遊ぶ―江戸の食」
（すみだ川アートプロジェクト実行委員会、公益財団法人アサヒグ

ループ芸術文化財団）／野口哲哉展―野口哲哉の武者分類
図鑑（アサヒビール大山崎山荘美術館）

6.14-10.13
AAF2014開催
参加団体数：63件／来場者数：およそ162,400名／
参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,800名／実行委員数：およそ220名

AAF2014グランドオープンパーティ＋フォーラム
フォーラム「私たちはなぜアートプロジェクトを立ち上げ、継続しようとするのか」（出演：ヨー・リアン・ヘン（アーティスト・アート
コーディネーター、マレーシア）、蔭山ヅル（ART LAB OVA）、中平千尋（Nプロジェクト実行委員会）、小田マサノリ／イルコモンズ
（現代美術家、文化人類学者、メディア・アクティヴィスト）、大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所、AAF2014検証担当））を開催した。
会場構成協力：プロジェクトFUKUSHIMA!

14

10/13
11/25

6 11

世界ネットワーク部会東京会議

22,2315

AAF2014報告会
参加団体の報告と交流。BEPPU PROJECTとの共催で大分県別府市にて開催。座談
会（出演：田北雅裕（九州大学大学院）、大澤寅雄）、AAF2014振り返りの会（進行：大
澤寅雄）などを行った。24日は共催団体による「国東半島芸術祭バスツアー」を開催。

AAF学校2014「アート・プロジェクトを伝えるワーキング―多彩なアート・プロジェクトの多様な価値の伝え方―」
AAF2014
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トしたものの、行政全体や市民への理解が浸透していないために現場が振り回

されたり、芸術祭の予算や存続の議論が、首長と議会との政治的な対立や世論

誘導に利用されているように見受けられるケースもある。

　しかし、社会からアートに向けられた期待は着実に高まっており、2020年の東
京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムの気運醸成と合流して、今

後も芸術祭が社会に対して果たす役割は高まっていくことだろう。地方創生や観

光振興といった施策に資することを目的に設定しがちな行政の思惑と、アートが

経済的な価値に回収されるのではなく、アートそのものの価値を高め、あるいは

アートと社会とのオルタナティブな関わりの可能性を切り拓き、既成の制度や権

力に対する批評的な眼差しを保持したいアーティストの間には、いつも思惑が一

になっている。

　こうした社会の要請と同時に、アートに携わる人 の々中で「アートはそれ自体

が目的なのか、それともまちづくりや観光の手段なのか」といったジレンマが広

がった。2016年、文芸評論家の藤田直哉は著作*20の中で、1968年前後の前衛
たちの運動が、現在では地域活性化に奉仕する「ゾンビ」に例えて、以下のよう

な文章を発表した。

結局のところ、これらの「芸術」の制度を疑い、それを解放することを裏付ける理論

的な背景がいかに立派であろうとも、お金を出す自治体・国の理屈が冒頭で記した

ものである以上、それは「地域活性化」の圏域に芸術が回収されることを正当化す

るものとしてしか機能しえないのだ。

この言葉は、2000年以降の芸術祭の隆盛に対する社会的見地からの批評とし
て、アーティストのみならず、批評家、アートマネジメントや文化政策の関係者に

とって重要な指摘であり、現在も論議は続いている。

ジレンマとともにある芸術祭

藤田の批評で指摘されているように、芸術祭は、行政が財政面や運営面で重要

な牽引力となっているために、たびたび行政の「思惑」によって左右される局面

が垣間見られる。例えば、芸術祭が地域の観光入込客に及ぼす影響、経済波及

効果の規模など、経済的側面に関心が高まり、作品に対する批評や、アートと社

会、あるいはアートと市民との関わり方の多様化を促すといった「質」への関心

が低いまま、コストパフォーマンス的な考え方の評価指標で測られてしまうなど、

困難に直面するケースは少なくない。また、首長のトップダウンで芸術祭がスター

2014
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AAF2015選考委員会
応募総数：115件／採択数：P枠40件、N枠20団体

7,8

AAF2015企画公募
AAF2015の企画公募を実施。合計115
件の応募が集まる。募集枠を「プロジェ
クト支援枠（P枠）」、「ネットワーク支援
枠（N枠）」の2つに変更。

すみだ川アートプロジェクト2013「アンサンブルズ・パレード/すみだ川音楽解放区」／AAF2013／写真：中村貴史

AAF 世界ネットワークプロジェクト
「東アジア・ローカル・コミュニティアート・ネットワーク@マレーシア」
AAF実行委員から選ばれたリサーチャーらが、マレーシアに1ヶ月ほど滞在し、
アジアアーツマネジメント会議への参加や現地リサーチなどを通して、コミュニ
ティアートの現状を調査した。助成：国際交流基金アジアセンター

12/22
2

＊20│藤田直哉編著「地域アート 美学 制度 日本」（2016年、株式会社堀之内出版）
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3

交流支援プログラム募集開始
採択：18件

AAF2015ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、
ゲストプレゼンテーション（出演：ヨー・
リアン・ヘン）などを行った。

2015
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企画・運営し、『地域』の魅力を引き出し、コミュニティの再構築をめざす」アート・

プロジェクトであれば、それが行われる場所と時間が、AAFである。そのために
実体がイメージしにくいとも言えるのだが、AAFの実体を掴めるのは、AAF参加
団体や個人が一堂に会するネットワーク会議や報告会といった機会だ。

　初めてAAFに参加する団体は、いわば「普通の市民の集まり」で、経験、能
力、人脈、財源など、貧弱な状態であることがほとんどだ。同じ目線の「普通の市

民」たちがアート・プロジェクトを展開していることに心の支えを見出し、悩みや

孤立を感じたときに相談したり、背中を押してもらうような勇気をもらっていたは

ずだ。こうしたAAFからのエンパワーメントは、アート・プロジェクトのスタートアッ
プにおける大きな支援となり、ネットワークを育み、交流や対話を生み出した。そ

れは、AAFという事業にとって不可欠な土壌づくりであると同時に、AAF以外の
様 な々ネットワークにも結節し、AAFの関知しない場所や団体にも関係が広がっ
た。AAFがはじまった2002年のあと、2003年に全国アートNPOフォーラムP26*4

がはじまったが、そこに全国各地から参集したメンバーが、AAFのキーパーソンた
ちでもあった。また、AAFで経験や実績を積んだ人が、AAF以降にはじまった芸
術祭でのキュレーターやコーディネーターとなってAAFで培ったネットワークが活
かされることも少なくない。現在の日本各地における芸術祭で、おそらく、AAFの
ネットワークに関与していない人材を探す方が難しいのではないだろうか。

企業や行政とのパートナーづくり

AAFの参加プロジェクトは「『市民』が主体となって企画・運営」するものだが、市
民だけで成立しているわけではない。アサヒビール株式会社という企業がAAF
への特別協賛を行ってきたことからも、AAFという枠組み自体が市民と企業との
パートナーシップによって成立していたのである。

　また、参加プロジェクトを個別に見ると、協賛や協力として地元企業や個人事

致するわけではない。むしろ、つねに対立や軋轢の火種を抱えながら、ジレンマ

に晒されていると言えるだろう。

　現時点では、「これが芸術祭の正しいあり方だ」と言えるモデルがあるわけで

はなく、こうしたジレンマを抱えること自体が、現在の芸術祭が置かれている社会

の宿命なのではないか。

AAFの果たした役割とは？

ネットワークづくり、交流、対話

ここからは、日本各地で芸術祭が開催されるようになった現在の状況に対して、

AAFが果たしてきた役割を考察する。考察の足掛かりとして、まずAAFとは何か
を再確認しよう。「アサヒ・アート・フェスティバルについて」と題した文章が、アサ

ヒグループホールディングスのウェブサイト＊21に掲載されている。

全国の市民グループやアートNPO、アサヒビールなどが協働で開催するアートのお祭

り。アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）は、「未来」を展望し、「市民」が主体となっ

て企画・運営し、「地域」の魅力を引き出し、コミュニティの再構築をめざすアート・プ

ロジェクトが集まり、ネットワークを育みながら、ジャンルを超えた多彩な企画を、2002

年より毎年夏に展開してきました。

この文章の中に「アートのお祭り」とあるが、いわゆる「芸術祭」としてイメージす

るものとAAFが異なっているのは、会場や地域を限定せず、時期や期間の設定
が緩やかであることが言えるだろう。「『未来』を展望し、『市民』が主体となって

5

スマホ対応公式ウェブサイトオープン

20

AAF 世界ネットワークプロジェクト
「東アジア・ローカル・コミュニティアート・ネットワーク@東京」
マレーシアでLostgensを運営するヨー・リアン・ヘンを招聘。AAFネットワーク会議への参加及びプレゼンテーション、
AAF参加団体の拠点訪問などを通して交流を深めた。助成：国際交流基金アジアセンター

＊21│アサヒグループホールディングス「アサヒ・アート・フェスティバルについて」http://www.asahigroup-
holdings.com/csr/philanthropy/art-cul/artfes.html
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参加プログラム
●プロジェクト支援枠（P枠）―ハロー、ストレンジャー！ハ
ロー、ニューサッポロ & ホッカイドー！（SAPPORO Far East 
Art Research Project）／飛生芸術祭 2015（飛生アートコミュ
ニティー）／町にヒカリを！〈光、輝、灯、明、希望〉（Home of  
Wisdom）／南三陸⇄台湾リレーション・プロジェクト〈謝謝
台湾〉（ENVISI）／リコレクト（一般社団法人 震災リゲイン）／大
風呂敷サミットと大風呂敷小唄（プロジェクトFUKUSHIMA!　
美術部）／十中八九・いわきイロイロもりあげ大作戦！（十
中八九）／田んぼの記憶 ～田んぼの祭りの身体性をさぐる
2015～（TSUMUGUプロジェクト実行委員会）／シンブンシャ
映画2015「化猫」（シンブンシャ・プロジェクト）／Maebashi 
Works Open Studio 2015（Maebashi Works）／アラカ
ワ・アフリカ6: 頭の上の展覧会（アラカワ・アフリカ実行委員
会）／でんちゅうDays～ Live Arts and Archives（でんちゅ
うず：NPO法人 たいとう歴史都市研究会＋一般社団法人 谷中
のおかって＋Denchu Lab.）／Portraits of Diversity（新宿
アートプロジェクト）／国立文庫プロジェクト（国立文庫編集室）
／オ田ワラ田アソビ（来たるべき田楽研究会）／こうふのまち
の芸術祭2015（やまなしアートツリー）／写真の町シバタ（写
真の町シバタ・プロジェクト実行委員会）／「信濃の国 原始感
覚美術祭2015」と「旅する原始感覚」（原始感覚美術祭実行
委員会）／混流温泉文化祭（混流温泉文化祭実行委員会）／
はじめまして、私も佐藤です（NPO法人クリエイティブサポート
レッツ）／オーディエンス筋トレテーブル2015～サテライト篇
～（Arts Audience Tables ロプロプ）／一乗谷クリエイトキャ
ンプ（一乗・創造の谷プロジェクト、株式会社応用芸術研究所）／
423アートプロジェクト2015（ＢＲＤＧ）／セルフ祭（セルフ祭
実行委員会）／釜ヶ崎芸術大学in八戸～映画「谷川さん、詩
をひとつ作ってください。」を縁にして、釜ヶ崎の日雇い労働
者が八戸のイタコに逢いにゆく。（NPO法人 こえとことばとこ
ころの部屋）／無縁の民、踊る踊る（大阪七墓巡り復活プロジェ
クト）／たてじまアートプロジェクト2015～高校生がゆく、モ

ダンに傀儡～（たてじまアートプロジェクト実行委員会）／野村
誠×淡路瓦「瓦の音楽 musik genteng 2015」日尼交流事
業（NPO法人淡路島アートセンター）／町を編む（グリーンファブ
ラボ玉島β）／笠岡諸島アートブリッジ（NPO法人ハートアート
リンク）／Scab 蛹（光明寺會舘）／隠岐アートトライアル2015
（隠岐アートトライアル実行委員会）／中山自然美術展2015（中
山自然美術館実行委員会）／豊島の記憶の記録（てしまのまど）
／仏生山まちあるき演劇プロジェクト（仏生山まちプランニング
ルーム＋ペピン結構設計）／枝光まちなか芸術祭（枝光まちなか
芸術祭実行委員会）／河原町アートアワード2015（KAA2015）
（河原町文化開発研究所）／五島海のシルクロード芸術祭
（BaRaKa）／コザクロッシング2015（スタジオ解放区）／余白
ネットワーク～こまい話～（余白工事の会）
●ネットワーク支援枠（N枠）―札幌駅前通まちづくり株
式会社／A-Paradise実行委員会／八戸工場大学／一般
社団法人 対話工房／あぶくま現代文化発信プロジェクト
（fromかくだもうそうかいぎ）／蔵王温泉観光協会／三鷹アー
トコミュニケーションズ／ART LAB OVA／トランジション
長久手／パルルを支援する会／問屋まちスタジオ／いろい
ろやってみる部／モノクル　プロジェクト／一般社団法人
ワオンプロジェクト／takeshi factory／NPO法人コミュニ
ティアートセンタープラッツ／Y-SEMI Project実行委員会
／NPO法人クオリティ　アンド　コミュニケーション　オブ　
アーツ（カコア）／4+／非公式物産展

アサヒビール株式会社・アサヒグループ芸術文化財団　
主催・特別協賛プログラム
すみだ川アートプロジェクト 2015「江戸を遊ぶ―江戸の
もくろみ」（すみだ川アートプロジェクト実行委員会、公益財団法
人アサヒグループ芸術文化財団）／植物のものがたり―夏
のアサヒビール大山崎山荘美術館コレクション―（アサヒ

ビール大山崎山荘美術館）

AAF 世界ネットワークプロジェクト
「海外版交流支援プログラム」募集開始
より多くの知恵を結集し、様 な々課題を解決
するために、交流支援プログラムの海外版
を開始。採択：3件
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クールや舞台芸術活動の支援など、目に見える場所、誰もがイメージできるイベ

ントが受賞している。それに比べると、初年度のAAFで行われた企画は、例えば
業主、商工会や商店組合、各種団体の名を連ねているものや、規模の大小や官

民の区別を問わず、様 な々基金や機関から助成を受けているもの、さらには地方

公共団体が実行委員会の構成団体となる場合や、共催や後援といった形で関与

することも少なくない。

　こうした個別のプロジェクトでの企業や行政の関与は、アサヒビール株式会社

と直接的な関連はない。しかし「アサヒビール」という企業ブランドが社会的な信

用を付与していることは、参加団体にとって大きなメリットとなってきた。地域の中

で実行しようとしているアート・プロジェクトについて、その目的や内容を対外的

に説明することが難しい場合でも、「アサヒビールが特別協賛をしている」ことは、

アートに対する知識や興味関心の有無に関わらず、関係を作る上での重要な契

機や信用の土台となってきた。

　AAFでは、アサヒビールという企業ブランドを通して、アート・プロジェクトにお
ける市民、企業、行政のセクターを越えた協働パートナーシップを形成してきた。

そうしたパートナーシップの手法は、AAFという事業の枠を越えて、全国各地で
行われるアート・プロジェクトや芸術祭でも活かされている。

企業メセナや文化政策のパイロットモデル

AAFの果たした役割を、より広い視野から見ることも可能だ。AAFが全国各地の
アート・プロジェクトをネットワーク化し、その総体を「アートのお祭り」として提示

したことは、現在の企業メセナや文化政策の先駆的な取り組みになったと言える。

　AAFは2002年にスタートした。当時はまだ全国各地からの公募による実行委
員会形式ではなかったものの、開催会場は拠点となるアサヒグループ本社ビル

周辺だけでなく、札幌、名古屋、金沢、福岡などでも展開していた。そうした事業

の形態は、企業メセナとしては主流ではなかった。例えば2002年のメセナアワー
ドを振り返ると、大手企業によるクラシック専用ホールやギャラリーの運営、コン

AAF2015今日だけ東京情報センター！開設
東京近郊の参加団体を中心に、アサヒ・アートスクエア（東京都墨田区）に結集。
ライブ、パフォーマンスなどのイベントを開催した。

6.13-10.12
AAF2015開催 
参加団体数：63件／来場者数：およそ34,600名／
参加スタッフ・ボランティア数：およそ900名／実行委員数：およそ250名

13
10/12

66,12,26

AAF2015オープニング記念記者発表会＋トークイベントを開催
福島県いわき市（共催：いわき芸術文化交流館アリオス）、新潟県新発田
市（共催：写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会）、大阪府大阪市の全
国3ヶ所で、参加団体、ネットワーク団体と共に記者発表会、トークイベ
ントを開催した。
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AAFネットワーク2013－2014活動報告書発行
AAFネットワーク2013－2014活動報告書を発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。

2010

2015

11

AAF2015報告会
参加団体の報告と交流。いわき芸術文化交流館アリオスとの共催で福島県いわき市にて開催。「検証中間報告+座談」
（出演：渡邉太（大阪国際大学）、大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所、AAF2015検証担当）、AAF2015振り返りの会（進行：大澤寅
雄）などを行った。23日にはオプション企画として「玄玄天みてあるきツアー」（企画：十中八九）、バスツアー「旧警戒区域
にいってみっぺツアー」（企画：ふたば商工株式会社）などが行われた。

21,22

M
O

N
TH

D
A

Y

「坂田明のミジンコと音楽と食事の夕べ」と題したコンサートにしても、「手作り

感」というよりも「手探り感」満載の企画だ。しかしその後、AAFは、メセナアワー
ドにおいて2004年に「現代総合芸術賞」を、2012年に「メセナ大賞」を受賞す
る。AAFのネットワークが年 広々がり、継続することで、参加団体やプロジェクト

の実績が蓄積されるようになるとともに、企業メセナの潮流においても、AAFの
存在感は大きくなっていった。

　また、点在するアート・プロジェクトをネットワーク化することで、地域全体の文

化資源を総体的に可視化し、個人や団体の違いを越えて共有する仕組みも、地

方公共団体の文化政策のモデルとなった。横浜市と横浜市芸術文化振興財団が

開始した「ヨコハマアートサイト」や、豊田市が開始した「とよたデカスプロジェク

ト」など、地域のアート・プロジェクトを公募し、参加団体が相互に企画のプレゼ

ンテーションし、交流する機会を設けて総体的に地域の魅力を発信していくスタ

イルは、AAF以降、複数の地方公共団体の文化事業に波及している。
　さらに、2017年6月に国会で可決された「文化芸術振興基本法の改正」、すな
わち「文化芸術基本法」では、文化芸術そのものの振興にとどまらず、観光やま

ちづくりなどにも文化芸術を生かすとともに、文化芸術の創造を促進するという

大きな転換があった。その内容は、AAFが追求し、実践してきた取り組みと同じで
ある。重要な点は、文化芸術基本法に「芸術祭等の開催その他の必要な施策を

講ずるものとする」という文言が新たに加えられたのである。AAFは、我が国に
おける企業メセナと文化政策の、まさにパイロットモデルとしての役割を15年間
かけて果たしてきたのだ。

「アート」と「祭り」による市民自治

このようにして15年間のAAFが果たしてきた役割を見ると、あたかも現在のよう
な、全国各地で芸術祭が開催される状況や、そこに市民や企業、国、地方公共団

体が関わっているような状況を目指して発展してきたかのような錯覚に陥りそう

になる。だが実際のところ、AAFの15年間は、数 の々試行錯誤の中で小さな失敗

を経験してきた。成果が見えにくく、語るべき言葉を共有することに時間がかかっ

たり、思うように社会の理解や共感が広がっていないことに対するジレンマも

あった。ネットワーク会議や報告会で、たびたび「アートとは何か」「自分たちが

やっているのはアートなのか」「アートじゃなくてもいいじゃないか」「じゃあ地域

づくりの道具でいいのか」といった問いを繰り返しながら、「アートによるお祭り」

は続けられてきた。その繰り返しの中で、AAFが絶えず行ってきたのは、「アート」
と「祭り」を通じた市民自治だったのではないか。

　それは、古来から人間が「アート」をつくり、「祭り」を行ってきた理由でもある。

自分たちが楽しむために、自分たちの手で、アートや祭りをつくる。その祭りに

参加する一人ひとりの「アートとは何か」の答えが違っていても、楽しいと感じる

祭りのあり方が違っていても、話し合い、ともに働き、ともに飲み食いする中で、

アートや祭りをつくり上げていく。そこには正解はなく、誰が支配するのでもなく、

誰かに支配されるわけでもない、楽しみながら経験することのできる「市民自治」

の現場なのだ。

　「アート」と「祭り」による市民自治の実現。それこそが、AAFが描いてきた究極
のビジョンだろう。そのビジョンは、どこまで追いかけても現実のものになるわけ

ではないのかもしれない。しかし、そこに向かって歩んできたAAFの道を、AAFに
関わった人 は々時 振々り返りながら、この先も、歩み続けるに違いないだろう。

大澤寅雄（株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室主任研究員）
1970年生まれ。慶應義塾大学卒業後、劇場コンサルタントとして公共ホール・劇場の管理運営計画や開
館準備業務に携わる。2003年文化庁新進芸術家海外留学制度により、アメリカ・シアトル近郊で劇場運
営の研修を行う。帰国後、NPO法人STスポット横浜の理事および事務局長、東京大学文化資源学公開
講座「市民社会再生」運営委員を経て現職。AAF2014-2016検証担当。
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アサヒ・アート・フェスティバルは15年目となるAAF2016を
もって終了した。通算で考えれば、参加団体はおよそ600
団体、実行委員は250余名にのぼる。
　事務局を預かった身とすれば、15年という月日もあっと
いう間と言えなくもないが、時代とともに挑戦を続けねばな
らない企業の事業として考えるなら、異例の長さである。
アサヒビール株式会社が15年という節目でひとまず立ち止
まり、その意味を再考し、新たなステージに進もうと決断さ
れたことも、当然の判断としてよく理解できることである。ま
ずもって15年の長きに渡ってAAFを支えてくださったアサ
ヒビール株式会社、アサヒグループ芸術文化財団に対し、
心よりのお礼を申し上げたい。
　しかし考えてみれば、この15年とは、アートと社会の関
係が大きく揺らぎ、激動していった時代ではなかったか？
「横浜トリエンナーレ」や「越後妻有アートトリエンナーレ」
がはじまり、それまでは「アート」という領域内で切磋琢磨
を繰り返していたアートという営みが、良きにつけ悪しきに
つけ、「都市」や「地域」というステージで、その立ち位置

AAFの
終了

芹沢高志
AAFネットワーク実行委員会事務局長／P3 art and environment 統括ディレクター

1

YEA
R 2016

M
O

N
TH

D
A

Y 19
2/1

AAF2016企画公募
AAF2016の企画公募を実施。募集枠は
プロジェクト枠（P枠）のみに変更。120件
の応募が集まる。

AAF2016選考委員会
応募総数：120件／
採択数：40件

AAF Café vol.15 開催
「中平さんが問いかけ続けてきたこと、そして未来へ！」出演：茂木一
司（群馬大学）、住中浩史（アーティスト）、中平紀子（Nプロジェクト）、日沼
禎子（空間実験室、女子美術大学）、戸倉上山田中学OBのみなさん ほか
企画：Nプロジェクト

AAF2016ネットワーク会議
参加団体のプレゼンと交流。ほかに、ゲストプレゼン
テーション（出演：マヤ・シンジ・ジョン（韓国））、トー
ク（出演：大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所、AAF2016検
証担当）、マヤ・シンジ・ジョン）などを行った。

21,22 19 20,212 3
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を考えざるを得ない状況が生まれたのだ。AAFがはじまっ
たのは、まさにそのような時期であった。都市や地域を巻
き込む大型の芸術祭はその後も発展を続け、特に‘10年
代になるとその勢いをますます加速させて、今や「芸術祭
シンドローム」という言葉さえ生まれるまでに盛況となってい
る。そしてそれとともに、特に地方自治体が主導するケース
において、アートと地域の関係はこれでいいのだろうかと
いう、本質的な問いさえ生まれはじめた。つまりアートを都
市、地域のステージで考える場がある程度成熟し、次の
可能性を議論する準備が整ってきたのが、まさに今現在
ではないのだろうか？
　そしてまさにその時、AAFは終了する。これは非常に象
徴的に思える。AAFは一つの役割を終えた。しかし終わ
るというよりは、時代に溶融し、次の可能性を生み出す初
源の海に戻ったのである。

AAF 世界ネットワークプロジェクト
「海外版交流支援プログラム」募集開始
採択：4件

2243 6

2016
M

O
N

TH
D

A
Y

熊本地震 AAFネットワーク
活動支援募金開設
熊本を拠点に活動する2団体に180,000円
を送金した。　

AAF2016オープニング記念 記者発表会＋トークイベントを開催
静岡県熱海市（共催：混流温泉文化祭実行委員会）、愛知県名古屋市（共催：長者町まちなかアート発展計画、パルルを支援
する会）の全国2ヶ所で、参加団体、ネットワーク団体と共に記者発表会、トークイベントを開催した。

21 10.1711

参加プログラム
おとどけアート（おとどけアート実行委員会）／飛生芸術祭 
2016（飛生アートコミュニティー）／土方巽メモリアル30「病
める舞姫」の里、秋田から世界へ（NPO法人土方巽記念秋田
舞踏会）／南三陸みんなのきりこプロジェクト＆三陸海の盆
のきりこ行灯（ENVISI）／大風呂敷メンテナンスピクニック
（プロジェクトFUKUSHIMA! ）／いなわしろ食堂プロジェクト
～台所からつなぐ町の記憶（社会福祉法人安積愛育園　はじ
まりの美術館）／十中八九・いわきイロイロもりあげ大作戦！
（継続中）（十中八九）／「化猫」のいる公園が空を飛んでいく
-旅に出るための映画上映会（シンブンシャ・プロジェクト）／
Maebashi Works 2016（Maebashi Works）／アラカワ・
アフリカ7（アラカワ・アフリカ実行委員会）／でんちゅうDays
～ Live Arts and Archives（でんちゅうず：一般社団法人 
谷中のおかって＋NPO法人 たいとう歴史都市研究会＋Denchu 
Lab. ）／Portrait of Migrants（一般社団法人kuriya）／横
浜下町パラダイスまつり2016（横浜下町パラダイスまつり実行
委員会）／写真の町シバタ 2016（写真の町シバタ・プロジェク
ト実行委員会）／小須戸ARTプロジェクト2016（小須戸コミュ
ニティ協議会）／中学校を美術館にした10年間の記録 ～と
がびアーカイヴプロジェクト～（Nプロジェクト）／「信濃の
国 原始感覚美術祭2016－地は語る、水のかたりべ」と「旅
する原始感覚」（原始感覚美術祭実行委員会）／スタ☆タン！！
（認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ）／生活長者運動
について考えてみる会（長者町まちなかアート発展計画）／お
寺を拠点とした一乗谷文化資源リサーチ＆発信プログラム
（一乗・創造の谷プロジェクト）／423アートプロジェクト2016
（BRDG）／恋愛とか結婚とか出産とか子育てとか仕事とか
日常とか生老病死とかの話をしよう（略して婚活）（山山アー

トセンター）／日本どこでもセルフ祭（セルフ祭実行委員会）
／たてじまアートプロジェクト2016「エビスさま、あなたは
だぁれ？」（たてじまアートプロジェクト実行委員会）／狸千年マ
ツリプロジェクト2016「たぬきのまち芸能祭」（NPO法人 淡
路島アートセンター）／笠岡諸島アートブリッジ2016（NPO法
人ハートアートリンク）／マイクロ・レジデンス・リサーチ（光明
寺會舘）／隠岐アートトライアル2016「時空をつなぐネット
ワーク」（隠岐アートトライアル実行委員会）／芸術の種 種まき
プロジェクト －中山自然美術館、他を肥やしに－（天王寺学
館高等学校芸術コース+中山自然美術館実行委員会）／展覧館
「その島のこと」（てしまのまど）／仏生山まちあるき演劇プ
ロジェクト（仏生山まちプランニングルーム＋ペピン結構設計）／
糸島国際芸術祭 糸島芸農2016（糸島芸農実行委員会）／枝
光まちなか芸術祭（枝光まちなか芸術祭実行委員会）／五島
海のシルクロード芸術祭（NPO法人 BaRaKa）／コザクロッ
シング祝祭２０１６～万刻津梁之壁（スタジオ解放区）／人と
人が集うということ、地域リサーチの方法の模索（泥沼コミュ
ニティ）／社会におけるアートの役割を探る対話の場づくり
（国際芸術祭及び地域アートプロジェクトの事業評価検証会運営

事務局）／現代常民文化研究 2016 ～「聞き書き」をめぐる
旅～（現代常民文化研究所）／Exchange by Devil Fish̶
Takoyaki!!（Team Exchanger The Philippines-Japan）／
みっける！ある日！フェスティバル下町工場エリアのある1日 
ソウル・東京（30秒に一回みっける写真道場！！/チャッチャ！）

アサヒグループ芸術文化財団 主催プログラム
開館20周年記念 未来も新しくまた過去も新しい―工芸の
名品より（アサヒビール大山崎山荘美術館）

6.11-10.10
AAF2016開催
参加団体数：41件／来場者数：およそ70,500名／
参加スタッフ・ボランティア数：およそ1,000名／実行委員数：およそ270名

交流支援プログラム
募集開始
採択：18件

25
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AAF2016
ネットワーク会議

10 11

AAFネットワーク2015活動報告書発行
AAFネットワーク2015活動報告書を発行。詳細は巻末の「AAF公式記録リスト」ページを参照。　

AAF2016報告会
参加団体の報告と交流。混流温泉文化祭実行委員会との共催で静岡県熱海市にて開催。「検証中間報告+座談」（出演：
雨森信（ブレーカープロジェクト）、大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所、AAF2016検証担当））、AAF2016振り返りの会（進行：大澤
寅雄）などを行った。

1 26,27

2016

10/10AAF2016

AAF2016ネットワーク会議／AAF2016／写真：樋口勇輝



まちにアートの風が吹く―NPOと企業が協働する
アサヒ・アート・フェスティバルの試み
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│編
─
2005年  B5変形  143頁  株式会社マルモ出版 
本体2,500円+税
─
「だれのためのフェスティバル？－for you !」　加藤種男
「アサヒ・アート・フェスティバルの3年間
主としてマネジメントの観点から」　芹沢高志
ほか

アサヒ・アート・フェスティバル2003 活動の記録
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2003年  A4  10頁
─

アサヒ・アート・フェスティバル2005 活動の記録
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2005年  A4  12頁
─

アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）公式記録リスト
AAFの活動を記録した毎年の報告書やドキュメントおよび公式の出版物を挙げました。
本書年表は以下の公式記録をもとに作成しています。

アサヒビールメセナデータブック
アサヒビール株式会社環境社会貢献部│発行
─
2003年  B5変形  127頁
─
「メセナ10年を振り返って」　加藤種男
「文化政策の一主体となった企業」　河島伸子
「‶クオリティー&チャレンジ”精神の新たな
展開に向けて」　池田逸子
ほか

アサヒ・アート・フェスティバル2006 活動の記録
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2006年  A4  24頁
─

アサヒ・アート・フェスティバル2007 ドキュメント
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2008年  A5  120頁  
─
「循環型社会のお祭アート」　加藤種男
「AAF2005-2007 第2ステージの2年間」　芹沢高志
ほか
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アサヒ・アート・フェスティバル2008 ドキュメント
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2009年  A5  48頁
─
「報告会 レポート」
「アートツーリズムでいこう」
ほか

アサヒ・アート・フェスティバル2009 報告書
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2010年  A5  56頁
─
「そして未来へ  AAF2009総括」　芹沢高志
「新しい“市民”社会のリアル  AAF2009検証」　石綿祐子
ほか

アサヒ・アート・フェスティバル2011 報告書
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2012年  A5  84頁
─
「震災とAAF10周年　AAF2011総括」　芹沢高志
「アサヒ・アート・フェスティバルにおける私の役割」　山田創平
「2011年をふりかえって」　石綿祐子
「2011.8.21 AAF宣言」
「AAF支援宣言「アートによって結ばれた仲間たちを応援するために」」
ほか

アサヒ・アート・フェスティバル2010 報告書
アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会│発行
─
2011年  A5  52頁
─
「さらなる転換の予感　AAF2010総括」　芹沢高志
「アートの越境とネットワーク AAF2010の検証を通して」 　石綿祐子
「AAF2010 検証委員会 総括コメント」
ほか

AAF世界ネットワーク・プロジェクト 報告書
AAFネットワーク実行委員会│発行
─
2012年  A5  64頁
─
「東北で繋がるアジアの「共感」」　日沼禎子
「アジアから東北へ―福島・南三陸・仙台・青森・八戸」　
「AAF宣言『アートによる社会再生ビジョン』」
ほか

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 
藤浩志＋AAFネットワーク│著
─
2012年  四六版  256頁  株式会社青幻舎
本体1,800円+税
─
「アートプロジェクトとは何か？ 地域の課題を創造的に乗り越えていく方法」　
芹沢高志
「地方のまちと企業メセナと、40代半ばの奮闘」　荻原康子
「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　ほか
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AAFネットワーク2016 活動報告書
AAFネットワーク実行委員会│発行
─
2017年  A5  96頁
─

AAFネットワーク2012 活動報告書
AAFネットワーク実行委員会│発行
─
2013年  A5  92頁
─
「小さなものたちのネットワーク　AAF2012総括」　芹沢高志
「AAFという最前線」　甲斐賢治
「AAFと民主制、そしてこれから」　山田創平
「AAF世界ネットワークプロジェクト」　原田麻以
ほか

AAFネットワーク2013-14 活動報告書
AAFネットワーク実行委員会│発行
─
2015年  A5  432頁
─
「いくつもの試みが続いていく　AAFネットワーク2013-14総括」　芹沢高志
「『自立』と『依存』をめぐって」　田北雅裕
「中平さんに伝えたかったことと、検証を通して見えてきたこと」　大澤寅雄
「AAF学校2014　アート・プロジェクトを伝えるワーキング」
ほか

AAFネットワーク2015 活動報告書
AAFネットワーク実行委員会│発行
─
2016年  A5  106頁
─
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AAF2005
選考委員│AAF実行委員

AAF2006
選考委員│荻原康子（企業メセナ協議会）、加藤種男（アサヒビール芸術文化財団）、上砂智子（“bus” artist 
omnibus）、河村めぐみ（アサヒビール）、後藤宜則（向島学会）、清水永子（楽の会）、曽我高明（現代美術製作所）、
竹下雅美（学習院女子大学大学院）、田澤紘子（千葉大学大学院）、玉虫美香子（アリオン音楽財団）、根本ささ奈（ア
サヒビール）、三村和彦（市民選考委員）、森隆一郎（江東区地域振興会/ティアラこうとう）、吉田ちひろ（筑波大学）

AAF2007  
選考委員│荻原康子（企業メセナ協議会）、加藤種男（アサヒビール芸術文化財団）、上砂智子（IID世田谷ものづくり学
校、“bus” artist omnibus）、河村めぐみ（アサヒビール）、清水永子（楽の会、AAFすみだ川アーツのれん会）、玉虫美
香子（アリオン音楽財団）、寺嶋弘道（北海道立文学館、デメーテル学校運営会）、徳永高志（アートNPOカコア）、根本さ
さ奈（アサヒビール）、林僚児（スタジオ解放区）、久野敦子（セゾン文化財団）*、藤浩志（アーティスト、藤浩志企画制作
室）、三村和彦（市民委員）、森隆一郎（AAFすみだ川アーツのれん会）、山浦彬仁（筑波大学、コミュニティアート・ふな
ばし）、吉田ちひろ（筑波大学、わかものNPO-Voice of TSUKUBA）
検証委員│荻原康子、加藤種男、清水永子、下山浩一（コミュニティアート・ふなばし）、新川貴詩（美術ジャーナリス
ト）*、住中浩史（アーティスト）、高田佳子（とかちのアートを考える会）、常田恵（空間実験室2007実行委員会）、坪池
栄子（文化科学研究所）*、徳永高志、根本ささ奈、日沼禎子（空間実験室2007実行委員会）、藤浩志、三澤章（あおも
りNPOサポートセンター）、本山大（市民委員）、森隆一郎

AAF2008 
選考委員│荻原康子（企業メセナ協議会）、加藤種男（アサヒビール芸術文化財団）、上砂智子（LLPwonder、IID世田
谷ものづくり学校）、清水永子（楽の会、AAFすみだ川アーツのれん会）、住中浩史（アーティスト）、竹澤ひさみ（RIVET 
activity、アサヒ・アートスクエア運営委員会）、竹田義信（アサヒビール）*、坪池栄子（文化科学研究所）*、根本ささ奈
（アサヒビール）、藤浩志（アーティスト、藤浩志企画制作室）、三澤章（あおもりNPOサポートセンター）、森隆一郎（AAF
すみだ川アーツのれん会）

検証委員│石綿祐子（電通 電通総研）*、荻原康子、加藤種男、上砂智子、清水永子、住中浩史、竹澤ひさみ、坪
池栄子*、根本ささ奈、三澤章、森隆一郎

AAF2009
選考委員・検証委員│石綿祐子（電通 電通総研）*、荻原康子（企業メセナ協議会）、甲斐賢治（remo）*、加藤種男
（アサヒビール芸術文化財団）、門脇篤（現代アート作家）、上砂智子（IID世田谷ものづくり学校）、清水永子（楽の会）、
下山浩一（コミュニティアート・ふなばし）、住中浩史（アーティスト）、竹澤ひさみ（アサヒ・アートスクエア運営委員会）*、
根本ささ奈（アサヒビール）、久野敦子（セゾン文化財団）*、三澤章（あおもりNPOサポートセンター）、森隆一郎（AAF
すみだ川アーツのれん会）

AAF2010
選考委員・検証委員│外部専門家委員：石綿祐子（電通 電通総研）、甲斐賢治（せんだいメディアテーク）、玉虫美
香子（トーキョーワンダーサイト）、湯浅真奈美（ブリティッシュ・カウンシル）
AAF実行委員：荻原康子（企業メセナ協議会）、加藤種男（アサヒビール芸術文化財団）、清水永子（楽の会）、下山
浩一（コミュニティアート・ふなばし）、住中浩史（アーティスト）、根本ささ奈（アサヒビール）、藤浩志（アーティスト）、山
出淳也（BEPPU PROJECT）

AAF2011
選考委員・検証委員│外部専門家委員：甲斐賢治（せんだいメディアテーク）、玉虫美香子（トーキョーワンダーサイ
ト）、山田創平（京都精華大学）、湯浅真奈美（ブリティッシュ・カウンシル）
AAF実行委員：石綿祐子（電通 電通総研）、荻原康子（企業メセナ協議会）、清水永子（楽の会）、下山浩一（コミュニ
ティアート・ふなばし）、日沼禎子（空間実験室、青森公立大学 国際芸術センター青森）、山出淳也（BEPPU PROJECT）
アサヒビール・アサヒビール芸術文化財団：加藤種男、根本ささ奈

AAF2012
選考委員│外部専門家委員：甲斐賢治（せんだいメディアテーク）、山田創平（京都精華大学）
AAF実行委員：冠那菜奈（ぐるっこの家）、田中冬一郎（輪音プロジェクト）、林僚児（スタジオ解放区）
アサヒビール・アサヒグループ芸術文化財団：加藤種男、根本ささ奈
検証の会メンバー│石綿祐子（検証の会リーダー）、阿部和璧（Miracle Water）、石幡愛（クリエイティブサポートレッ
ツ）、荻原康子（企業メセナ協議会）、小林橘花（余白ネットワーク）、陸奥賢（大阪七墓巡り復活プロジェクト）、日沼禎
子（空間実験室、ARTizan）

AAF2013
選考委員│外部専門家委員：田北雅裕（九州大学大学院）、谷地田未緒（国際交流基金）
AAF実行委員：岸井大輔（劇作家、PLAYWORKS）、田中冬一郎（輪音プロジェクト）、花田伸一（キュレーター、八万
湯プロジェクト、槻田小学校おやじの会）

アサヒビール・アサヒグループ芸術文化財団：加藤種男、竹田義信、根本ささ奈
検証の会メンバー│石綿祐子（検証の会リーダー）、相澤久美（淡路島アートセンター、対話工房）、安岐理加（てしまの
まど）、加藤さとみ（Arts Audience Tables ロプロプ）、多田衣里（余白工事の会、大阪七墓廻り復活プロジェクト）、増
田伸夫（いわきぼうけん映画祭実行委員会）、皆川俊平（WATARASE Art Project）、森真理子（torindo）

AAF2014
選考委員│外部専門家委員：田北雅裕（九州大学大学院）、谷地田未緒（国際交流基金）
AAF実行委員：飯嶋元、黒田恵子（河原町文化開発研究所）、田中冬一郎（輪音プロジェクト）
アサヒビール・アサヒグループ芸術文化財団：竹田義信、原田卓也、根本ささ奈、澤崎公美
検証担当│大澤寅雄（ニッセイ基礎研究所） *AAF2016まで継続　

AAF2015
選考委員│外部専門家委員：雨森信（ブレーカープロジェクト）、渡邊太（大阪国際大学）
AAF実行委員：佐藤啓子（木津川アートプロジェクト）、池田亜由美（ことほぎ和歌の浦アートプロジェクト、孤軍奮闘ク
リエイター勉強会 ビンボープロジェクト）、相澤久美（淡路島アートセンター、対話工房）
アサヒビール・アサヒグループ芸術文化財団：竹田義信、原田卓也、遠山尚子、澤崎公美

AAF2016
選考委員│外部専門家委員：雨森信（ブレーカープロジェクト）、渡邊太（大阪国際大学）
AAF実行委員：イシワタマリ（いろいろやってみる部）、片山亜希子（ワオンプロジェクト）、陸奥賢（大阪七墓巡り復活
プロジェクト）

アサヒビール：原田卓也、樋口千桂

─

凡例
● 報告書などに記載されたAAF2005以降の専門委員、検証委員などをまとめました。
● 表記ルール、所属・肩書きなど、各年の報告書の掲載内容を優先しました。
● 「AAF検証の会」は、AAF事務局運営資料を参考にしました。
● 同年中の所属・肩書きの重複は省略しました。法人格は省略しました。
● *印：外部専門家委員

選考委員・検証委員リスト
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隅田川とアサヒグループ本社ビル／写真：小園涼子
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アサヒ・アート・フェスティバル（AAF）

［AAF2002について］
主催│アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会
特別協賛│アサヒビール株式会社
協力│財団法人アサヒビール芸術文化財団、現代美術製作所、楽の会、
　　　社団法人企業メセナ協議会、嘉藤笑子、ティアラこうとう
総合ディレクション・事務局│P3 art and environment

［AAF2003～2016について］
主催│［AAF2003～AAF2011］アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会
 ［AAF2012～AAF2016］AAFネットワーク実行委員会
特別協賛│アサヒビール株式会社
助成│［AAF2003～AAF2011］財団法人アサヒビール芸術文化財団
 ［AAF2012～AAF2016］公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団
事務局│P3 art and environment

15年かけてこれだけのネットワーク基盤が形成されたのは、
ひとえに実行委員の皆様、15年間の参加団体の方々、そ
して長年にわたり事務局を担っていただいたP3	art	and	
environment様のご尽力とご協力があってのことと、心より御
礼申し上げます。
　アサヒグループは、世界の人 の々健康で豊かな社会の実
現に貢献するため、「食と健康」「環境」「人と社会」をCSR
活動領域に定め実施しており、その「人と社会」の中で重点
テーマの一つとして「安全で豊かな地域社会」の実現のた
めに社会貢献活動を展開しており、これからも豊かな社会の
実現に少しでも貢献すべく、活動してまいります。
　本書が、AAFに関わってくださった全ての方 に々これまで
の活動を振り返る一助となり、地域で起こるアート・プロジェク
トが活性化し、世界に様 な々笑顔豊かな彩が今後もさらに
形成され発展し続けることを心より願っております。

アサヒグループホールディングス株式会社	CSR部門
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