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Abstract: The purpose of this study is two-fold. First, it aims to 

explore the possibilities that art projects may function as a third 

place. Second, it attempts to �nd a role for art in a third place. 

Today, art projects are utilized as activities to critically engage with 

social issues and build relationships with others. Moreover, they 

are employed as a means to revitalize areas that have lost liveliness. 

Such art projects are characterized by the presence of diverse 

participants with different backgrounds and statuses. This paper 

uses participant observation and interviews to look at the Minato 

Media Museum. This project was held in Nakaminato, Ibaraki 

prefecture, featuring a number of exhibitions and workshops over 

the period of a few weeks every summer. The study found that the 

Minato Media Museum had aspects that partly matched the eight 

features of the third place; thus it functioned as a space to meet and 

communicate with others through art. Furthermore, it found that 

art in such a context would be able to foster relationships in which 

participants feel comfortable. It stesses the need for necessary to 

continued discussions on how to plan and build art projects as a 

third place in the COVID-era.
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1. 序論

1.1 研究目的と背景

アートプロジェクト（以下、APと表記する）は、地域活性化の方法やアートの民主化1を広げ

る取り組み、新しいアートの形の一つとして注目されている。また、一般的には開催地へ足を運

ぶきっかけやアートにふれる楽しいイベントとして受け入れられることが多い。APは、ビエン

ナーレやトリエンナーレ、芸術祭と名付けられ、開催地へ人びとを呼び寄せることで、活気や経

済効果をもたらしてきた。このムーブメントは、社会との関わりをもちながら、多種多様な活

動、体系、規模で存在している。学術的には、芸術活動の一つであると同時に、経済活性化の

手段（日本政策投資銀行・瀬戸内国際芸術祭実行委員会、2013）、観光業の活性化（川崎・越智、

2021）、都市計画の方法（吉本、2004）など分野横断的な研究対象である。このように、多角的

な視点から考察されているため、その定義は多義的で不明確であり、社会とのつながりを大切に

するAPは、その変化に応じて活動スタイルを変えつづけている。本稿では、APの先行研究に

おいてしばしば使われる「コミュニティ」「コミュニケーション」「地域活性化」「社会とのつなが

り」というキーワードをAPの特徴を分析、考察するために用いる。そこで、まず上記のキーワ

ードを軸に、APの特徴をまとめ、定義を確認していく。

昨今、時代の変化とともにコミュニティの在り方や生き方、働き方が多様化するなかで、一人

ひとりにとって居心地のよい場所が必要とされている。それは、家でも職場でもないサードプレ

イスというものである。サードプレイスは、アメリカの社会学者であるレイ・オルデンバーグが

提唱した概念で、彼は「第一の場」である家庭と「第二の場」である仕事場のほかに、「第三の場」

つまり、サードプレイスの必要性を指摘した。サードプレイスはパブやカフェのように堅苦しく

ない公共的な集まりの場で、いつでも誰でも自由に出入りでき、他者とのコミュニケーションを

気軽に楽しめる場所である。オルデンバーグの定義から考えると、地域に根差したコミュニティ

を生み出している点が特徴の一つである。また、国分（2019）の説明からも、地域に根差してお

り、長年人びとに愛されていることが特徴だといえる。オルデンバーグ（2013）は、他者との交

流を目的としたサードプレイスの消失は、住民の健全な日常生活や地域コミュニティの衰退につ

ながると述べている。移り変わる社会のなかで産業化、効率化、合理化、都市計画によって、人

びとの孤独の問題が生み出されてきたため、サードプレイスは重要な居場所となりうる。国分

（2019）によると、利便性を重視した都市計画によって人びとの孤独が深刻化している現代の日

本の状況を変えるため、地域活性化を目的としたサードプレイスが提唱された。さらに、社会的

な居場所となるサードプレイスが生活の質・地域への意識にポジティブな影響を与えている可能

性を示唆する研究（川村・谷口、2013）もある。そのため、地域のなかで人びとの交流拠点を増

やすことが期待される。そして、地域コミュニティの弱体化が問題視されているなかで、サード

プレイスは地域活性化の核として機能することが可能であろう。

上に述べたように、地域を元気にする一つの方法である点や、コミュニケーションを主たる活

動としてコミュニティを創出するという点でAPとサードプレイスは類似した性質をもっている。

このことは、2.で後述する。ほかにも、APの活動内容は、本稿で確認するように、オルデンバ

ーグがあげていたサードプレイスの 8つの特徴に当てはまる部分も多いと考える。したがって、

本稿の目的は、APがサードプレイスとして機能しているという可能性を事例を通して検証する

ことである。その際、事例から、地域を軸とした小規模APの新しい社会的な役割と課題をまと

め、今後の方向性を模索する。オルデンバーグが事例でとりあげたなかには、アートに関する場
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所についてふれられていない。そのため、APをサードプレイスの事例としてとりあげることに

よって、サードプレイスにおけるアートの特性を明らかにしていく。APは、学問分野横断的な

研究対象であるため、さまざまな視点から考察されており、その定義や性質、特徴などは多岐に

わたるが、APをサードプレイスとして扱った研究は管見のかぎり見られない2。したがって、本

稿は、AP研究に新たな視点を付け加えられるという点で意義がある。

1.2 研究方法

本稿では、地域を軸とするAPをサードプレイスという概念を用いて、その社会的役割、課題

を考察する。はじめに、本稿におけるAPをキーワードから特徴を整理し、その定義を見ていく。

つぎに、オルデンバーグのサードプレイスという概念をもとに、サードプレイスに関するさまざ

まな先行研究を見るなかで、どのような対象や場所がどのような条件でサードプレイスととらえ

られてきたのかに着目する。そこから発展してどのような再定義、分類が出てきているかをまと

め、サードプレイスの定義を再確認していく。そのうえで、本稿では、事例をとりあげ、その

APがサードプレイスの特徴をそなえているかを見ていき、サードプレイスとしてのAPの可能

性を検証する。そこから、APが運営側、参加者、地域住民にとってどのような場所として機能

しており、どのような影響を与えているのかを考察するための予備的研究とする。

事例としてとりあげるAPは茨城県ひたちなか市那珂湊で活動している「みなとメディアミュ

ージアム」（以下、MMMと表記する）である。このプロジェクトは、2009年に設立され、現在

も地域を元気にするために活動を続けている地域を軸とした小規模APである。長期的に活動し

ている点や地域に根差している点などから、オルデンバーグの述べるサードプレイスの特徴に

当てはまる要素が多いため、研究対象とした。今回は、APとしてのMMMというプロジェクト

がサードプレイスになっていることだけでなく、プロジェクトを動かしている側にとってAPが

サードプレイスとなりうるのかも検証する。本稿の調査方法として、現地訪問とプロジェクト

創設時と現状を把握している方へのインタビューを実施し、考察を深める。インタビューから、

MMMの目的・運営についての設立時と現在の構想、地域におけるMMMの役割と課題、サー

ドプレイスにおけるアートの特性などを明らかにする。

2. アートプロジェクトとサードプレイス

2.1 アートプロジェクトとは

よく知られているAPといえば、「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内

国際芸術祭」「横浜トリエンナーレ」などがあげられるだろう。これらの大規模なAPは、その知

名度、大々的なPR活動からAPという活動を普及させる力がある。大きな額の予算が組まれる

ため開催地の経済を回すことが可能で、多くの来場者数が見込め、次回以降のリピーターの獲得

がしやすい。このように、大規模なAPには多くの利点がある。その一方、APの特徴は、作品

制作を通してさまざまな立場の人びとが関係を構築していくことだが、大規模プロジェクトでは、

その関係性は一過性になりやすいという欠点もある。それに対して、コミュニケーションをもと

にしたコミュニティの形成の持続性という点では、地域に根差しやすく密なコミュニケーション

の取りやすい小規模APのほうが望ましい。本稿では、コミュニケーションをもとにしたコミュ

ニティの形成が基盤となるサードプレイスとしてのAPを見ていくため、地域を軸とした小規模

APに焦点を当てる。ケースによってさまざまだが、地域を軸とした小規模APは、アートを通
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しコミュニケーションを活発化させ、コミュニティを発達させる役割や地域を活気づけ、サード

プレイスを生み出している可能性があるのだ。

ここからは、APの成り立ちと変容を社会とアートの流れを背景として整理していく。APの成

り立ちに関係するアートムーブメントは、野外展示、パブリックアート、コミュニティ・アート、

サイト・スペシフィック3である。そこに、社会的背景として芸術が政治のために使われる芸術

の政治化や芸術文化振興活動、地域創生活動などが関わっている。

日本の 1950～1970年代における野外美術展とパブリックアートは、脱ホワイトキューブ化す

なわち、アート作品がミュージアムなどのハコから出ることを目的とした。このように、ホワイ

トキューブ以外での展示に注目が集まったことで、作品と空間が意識されるようになったのであ

る。しかし、政策予算が行政から出ているパブリックアートに対して芸術の政治化だという批判

が強くなったため、アートは行政から離れようとした。そのような状況で、行政と芸術のつなが

りへの反感とは裏腹に、1988～1989年の竹下内閣時代には、国家が主体となって芸術文化振興

基金やふるさと創生事業を創設することで、社会のなかにアートがシステムとして組み込まれて

いったという事実もある。このように、アートが社会とつながりを強めるなかで、コミュニケー

ションやコミュニティを重視するコミュニティ・アートが盛んになっていった。さらに、1980

～1990年代にかけては、サイト・スペシフィックという設置場所の特性を生かした作品や展示

方法に着目し、空間から場所へと視点が移っていった。加えて、プロジェクトの担い手がアーテ

ィストのみでなく、市民であるという点も特徴的である。まとめると、APは野外展示の脱ホワ

イトキューブ、パブリックアートの空間的文脈、コミュニティ・アートの社会性やコミュニケー

ション、コミュニティを重視しながら、サイト・スペシフィック性や担い手の多様性を加えたの

だ。そして、芸術単体ではなく社会とアートが接点をもちながら、地域振興などの他分野と結び

つくことで、社会システムとしての今日のAPはつくりあげられた。

つぎに、ここまでのAPの成り立ちと変容をふまえて、APのキーワードである「コミュニティ」

「コミュニケーション」「地域」「社会とのつながり」から、APがどのようなものかを述べていき、

本稿における定義を示す。

はじめに、「コミュニティ」について見ていく。日本では、このコミュニティに目が向けられ

るようになったのは、1995年の阪神淡路大震災がきっかけである。震災を通して、人間が生き

ていくためには、物質的な充実だけでなく、人とのつながりがたいせつだと言われるようになっ

た。そして、「神戸ルミナリエ」や「アート・エイド・神戸」のように復興支援としてアート活動

を行う人びとが現れ、その活動を通してコミュニケーションが生まれ、コミュニティが形成され

た。このことから、アートとコミュニティは関係性を深め、コミュニティ・アートが盛んになっ

ていった。また、この年はボランティア元年と呼ばれ、市民がボランティアとしての役割を果た

すようになったのである。さらに、2011年の東日本大震災以降、復興支援を目的とした「中之

作プロジェクト」4などのAPが一段と増加し、ボランティアが再注目された。このようなAPに

おけるボランティアは、コミュニケーションを生み、人をつなげる役割を担っているため、オル

デンバーグのいう「常連」5に近い存在である。

それでは、「コミュニケーション」がアートにもたらしたものとは、一体何だったのだろうか。

APには、コミュニケーションの機会を作るために、ワークショップなどの自らが体験するタイ

プのコンテンツが多く取り入れられる。さらに、参加者は、作品のメッセージをより深く考える

ことができたり、アートを身近に感じることができたりするといった効果もある。このようなタ

イプのアートは、参加型アートというもので、APの特徴的なプログラムの一つとしてあげられ
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る。これは作品と距離を取り、見て鑑賞するというスタイルに、作品と参加者や参加者同士のイ

ンタラクティブな関係性を追加したスタイルである。その関係性に目を向けてみると、以下のよ

うに述べることができる。ビショップ（2016）によれば、自ら動き作品に関わるという能動的参

加者と作品を鑑賞して消費するだけの受動的観客がいるという。従来のアートでは受動的観客が

主であったが、能動的参加者というカテゴリーが追加され、参加型アートの台頭とともに増加し

た。参加型アートは、社会的事象との結びつきによって、まわりの人びと同士のつながりを強め、

コミュニティを生み出そうとするものである。したがって、鑑賞者が受動的という従来の概念が

覆され、参加者とアートの関係性、また参加者同士の関係性が変化しているのだ。

つぎに、「地域」とアートの関係にフォーカスしてみると、藤田（2016）は、APの特徴の一つ

として、サイト・スペシフィックをあげている。サイト・スペシフィックとは、アートの展示場

所の固有性を重視し、作品と展示場所の関係性が確立していることを指す。その土地の環境や文

化、歴史、政治など多岐にわたる特性にアーティストは着目し、作品に組み込む。アーティスト

が現地に滞在しながら、さまざまな人びとを巻き込んで制作する「ワーク・イン・プログレス方

式」をとるという特徴もある。また、鍛冶屋（2016）は、APは特定の場所を重視した、その地域

の限定的問題を扱う地域アートだと述べた。

「社会とのつながり」とアートの関係を軸に、協働、共創という概念をAPに見出したのは、熊

倉純子である。熊倉・菊地・長津（2014）は、APとは、現代美術を中心に 1990年代以降展開さ

れている共創的芸術活動であると述べている。それは、社会的事象と関わりながら、プロジェク

トの中で協働するムーブメントであるという。

最後に、APをアートの流れや社会的背景から考察し、APの定義となる要素をまとめると、以

下のようになる。これを本稿におけるAPの定義とし、次章からAPを考察する際の軸とする。

① アートをホワイトキューブから外に出す展示でサイト・スペシフィックである。

② アートを通して新たなコミュニケーションを生み出し、コミュニティを形成する。

③ 協働、共創しながら社会とのつながりを持つ。

④ 地域活性化、まちづくり・都市改革などといった芸術分野以外にも関連している。

⑤ 作品のプロセスに重きを置き、担い手が多種多様である。

つまり、APの展示の形式は、サイト・スペシフィックであり、社会とのつながりをテーマと

した展示内容は協働、共創という活動を通してコミュニケーション、コミュニティをつくりだす

ことが特徴としてあげられる。

2.2 サードプレイスとは

サードプレイスとは、1980年代にアメリカの社会学者であるレイ・オルデンバーグが提起し

た概念である。オルデンバーグ（2013）によれば、サードプレイスは、職場と家庭のほかに人び

とが集まる場所、個人の生活を支える場所である。そこでは、家庭や職場での役割から解放され、

個人としてくつろげる。また、地域社会を活気づける場所、見知らぬ者同士で気楽に楽しいコミ

ュニケーションを創り出す場所でもある。

オルデンバーグ（2013）はサードプレイスについて 8つの特徴をあげており、まとめると以下

の通りになる。

① 中立性…心地よく平和で、経済、政治などさまざまな面で中立的ななかで、互いの交流を

うながす。

② 人を平等にするもの（レヴェラー)…階級、人種、職業などの差別がなく、誰でも参加でき
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る。

③ 会話が主な活動…誰とでもコミュニケーションを取れる状況であり、会話の面白さがその

場所に人びとを引き付ける。

④ アクセスの良さ…誰に対してもオープンであり、時間などに縛られず、義務が発生しない。

⑤ 常連がいる…その場所の雰囲気をつくりだすコミュニケーションのファシリテーターがいる。

⑥ 目立たない…長期的に地域の人に親しまれ、生活の一部となっており、その外観は総じて

地味で慎ましい。

⑦ 陽気で遊び心のある雰囲気…楽しいコミュニケーションをうながす活気があり、日常から

離れられる。

⑧ パブリックな第二の我が家…落ち着ける場所であり、アイデンティティや帰属意識を見い

だすことで元気な気持ちを取り戻せる。

このように、サードプレイスは定義が広いため、多くの場所に当てはまる。そのなかで、8つ

の特徴に加えて、その場所が提供している品物やサービスとは別の目的のために行くということ、

商業的すぎないこと、コミュニティを形成して団結させることも特徴だとオルデンバーグ（2013）

から読み取れる。

つぎに先行研究を見ていくと、サードプレイスとしてとりあげられている場所は、図書館

（久野、2020）、カフェなどの飲食店（小林・山田、2014）、オンライン・サイバー空間（相良、 

2020）、地域コミュニティスペース（片岡・石山、2017）など多岐にわたる。そのなかで、3．

で扱う事例である地域を軸としたAPのMMMに類似する地域のサードプレイス研究に着目して

いく。小林・山田（2014）によれば、サードプレイスには、人を気にせず個人で居心地よく過ご

す「マイプレイス型」、誰かと交流することを目的とした「交流型」、どちらにも当てはまる「ミ

ックス型」があり、「ミックス型」はその両立が難しい。さらに、片岡・石山（2017）によれば、

店主と利用者が交流して生まれる「なじみ」が存在する「社交交流型」、地域活性化や参加者の

学習、キャリア形成など具体的目的を明確に意図した「目的交流型」がある。このほかに、石山

（2019）は、地域の自治体や消防団などの義務的に集まっている「義務的共同体」も付け加えてい

る。

このように、オルデンバーグが扱った事例よりも、サードプレイスとしてとりあげられる対

象、場の幅は広くなってきており、その分類も多様化してきていることがわかる。そこで、地域

を軸としたAPを研究対象とし、サードプレイスとしてのAPの役割を見ていく。石山（2019）の

「Jワールド」や「ヒトトナリ酒場」などの事例研究から、地域のサードプレイスでは、「自発性」

と「誰でも参加できる」という点が重視されていることがわかった。これらの点は、オルデンバ

ーグのサードプレイスの特徴である「アクセスの良さ」「平等性」にも重なる。さらに、上記の分

類からAPを見ると、地域活動などを目的とし、自発的に人びとが集まる場である「目的交流型」

に近いと考えられる。たとえば、「瀬戸内国際芸術祭」や「大地の芸術祭　越後妻有アートトリ

エンナーレ」では、地域の過疎化、少子高齢化などの社会問題解決とともに、さまざまな面での

地域活性化を目的としている。「Le voyage à Nantes」では観光事業や都市計画、「ジャポニスム

2018」では対外文化政策を目的の一つとして掲げている。それぞれの地域で活動するボランティ

アや好意的にプロジェクトを見ている地域住民などが「なじみ」となり、コミュニケーションを

盛んにしていると考えられる。プロジェクトが地域を軸にしているほど、「なじみ」ができやす

く、「社会交流型」の一面も持ち合わせることになる。また、参加者、ボランティア、アーティ

ストとしてなどプロジェクトへ関わる方法は多く、誰でも参加でき、比較的オープンである。ま
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た、そこで作品を鑑賞したり、活動したりするためには、自発性が必要とされる。

3. 地域を軸としたアートプロジェクト

3.1 みなとメディアミュージアム概要

本節では、サードプレイスとしてのAPの可能性を検証するための事例として、MMMをとり

あげる6。このプロジェクトは、茨城県ひたちなか市那珂湊地区を中心に 8月～9月の約 2～3週

間で開催する地域芸術祭である。地域の雰囲気は、海に近いおさかな市場は大変賑わっている

のだが、那珂湊駅のほうまで来ると落ち着いた印象だった7。会期中の那珂湊の雰囲気はふだん

と変わらず穏やかであるという。MMMの 2012～2019年の報告書を見てみると、来場者数は年

によってひらきがあり、約 1500～6000人である8。2012年の報告書によると、その内訳は、ひ

たちなか市内が 1/3、茨城県内が 1/3、東京近郊が 1/3である。毎年変わるプロジェクトのテ

ーマにもとづいた作品やワークショップなどを 20点ほど制作、企画している。作品展示場所は、

毎年、少し異なるのだが、那珂湊駅や商店街を中心に、ひたちなか海浜鉄道沿線や電車の車両内

など多岐にわたり、会期中のみの展示である。MMMによると、作品選定は基本的にMMM実

行委員が行っており、作品のクオリティ、地域との相性を見るのはもちろんだが、現地に比較的

長期で滞在でき、密なコミュニケーションが取れるアーティストを積極的に採用しているという。

現地に滞在することや住民や実行委員とのやり取りをすることは、那珂湊の魅力を感じ、作品に

体現するためには必要不可欠であるからだ。MMMは、実行委員会と事務局で活動しており、実

行委員会はプロジェクトの意思決定をする中核を担う組織で、イベント企画からキュレーション、

市と連携した事業なども手がける。事務局は、それを支える組織で、予算の獲得、管理などを行

っている。MMMは、「産（主に那珂湊地区商店街、ひたちなか海浜鉄道湊線）＋学（主に教育関

係者）＋芸（アーティストおよび美術関係者）」のもと、一般社団法人新宿メディア芸術地域活性

化推進協会と協力して活動しているという。実行委員会メンバーは、ボランティアによって構成

されており、その半数以上が学生である。そのほかにもアーティスト、NPO関係者、地域住民、

企業経営者など、さまざまなバックグラウンドをもった人びとが協働しており、多様性に富んで

いる。

MMMの創設者は、本稿のためにインタビューを受けていただいた田島悠史氏である。電車好

きの後輩と電車のなかで作品展示をしたら面白いのではないかという話がきっかけとなり、プロ

ジェクトが開始されたという。展示場所として那珂湊との出会いがあり、地域を元気にすること、

芸術大学でアートをあきらめた人たちの受け入れを目的に活動を続けていった。今では、プロジ

ェクトの発展を目的に人びとがそれぞれやりたいことを実現できる場をめざしている。MMMは、

アートをつくり、伝えるという一連の行為をメディアとし、ひとつのまちですごした記憶によっ

て人と人とを結び、故郷といえるような共同体を形成するというビジョンをもち活動している。

2012年には、いばらきイメージアップ大賞の奨励賞を受賞しており、2014年にはひたちなか

市誕生二十周年記念式典にて表彰された。2015年には、いばらきデザインセレクションのソー

シャルデザイン部門において選定され、MMM2018では、記念大会として過去の大賞作家によ

るイベントを実施した。2021年は那珂湊の中心地の空き家を改装し交流拠点にするプロジェク

ト「みなとのおへそ」を企画している。2009年に第 1回目のMMMを開催以降、毎年開催して

いたが、2020年は新型コロナウイルスにより初の中止となり、2021年は 2年ぶり 12回目の開

催である。
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3.2. MMMの社会的役割と課題

ここからは、MMMの社会的役割と課題について、整理して論じてみたい。田島氏へのインタ

ビュー9、田島（2015）、田島悠史 noteを通して、MMMの社会的役割は主に 2つあることがわ

かった。それは、地域の魅力を伝えるメディアとしての役割と自己実現する機会を提供する役割

である。

まず 1つ目の地域の魅力を伝えるメディアとしての役割について見ていく。田島氏は、MMM

におけるアートを芸術価値自体に目的を持つ「アート」ではなく、地域を伝えるメディア、また、

日常に気づきをもたらすものとしてとらえている。つまり、那珂湊らしさが現れている作品が地

域の特徴を伝えるメディアとしての機能を果たしており、生活のなかで今まで見落とされていた

何かを見つけるヒントになると考えられている。その那珂湊らしさは、目に見えるわかりやすい

ものだけでなく、地域の本質を映し出しているものでもあるはずである。しかし、地域における

アートの役割として「メディア」を提案しつづけるべきなのか確信はないとも田島氏は述べてい

た。それは、現代社会のメディアの代表格でもあるSNSに対する不信感からだという。メディ

アとしてのSNSが発展してきたからといって、必ずしも社会がよい方向へ進んでいるわけでは

なく、メディアの意味するものが時代とともに変化しているからである。また、今までは、アー

ティストがアートで社会へ問題提起することも多かったが、最近は誰でもSNSで簡単に社会へ

の問いかけができるようになっており、メディアとしてのアートの役割変化が起きているのも事

実だろう。

つぎに、2つ目の自己実現する機会を提供する役割についてである。MMMに限らず一般的に

APというものは、プロジェクトに関わるそれぞれの人びとに対して、さまざまな役割を果たし

ている。たとえば、地域住民には地域活性化やQOLの向上、参加者にはアートの民主化、アー

ティストには作品発表の機会の提供、関わるすべての人びとには他者とのつながりをもたらすこ

となどがあげられる。そのなかで、実行委員に対して、自分のやりたいことを実現させてほしい

という田島氏の想いから、MMMはその機会の提供を意識している。それは、自分でやりたいこ

とを提案し行動することこそが創造性が花開く時であると述べていた田島氏のことばから読み取

れる。そして、実行委員の活動内容は、担当アーティストとの打ち合わせやSNSでの情報発信、

広報活動など幅広いが、労働的な活動になりがちである。そのため、田島氏は事務局としてサポ

ートにまわり、その負担をできるだけ軽減することで、彼らが意思決定をし、やりたいことを実

現できる場所になるようにしているという。

そもそも、MMMのような地域を軸としたAPには、上記であげたような労働的な活動になり

がちということのほかにもさまざまな課題があるだろう。たとえば、マンパワー不足、予算獲得

の方法の模索、特定の人へのタスクの集中化などは、すでにあげられている。そして、とくに

今後の課題となるのは、コロナとの付き合い方である。APはコミュニケーションや人とのつな

がりを重視する能動的なアートであるため、対面での活動が制限されるコロナ禍では、その形態

を変化させていかなければならない。たとえば、コロナのためMMM2020は中止になってしま

ったが、その間もオンラインでのトークイベントやアーティストの作品制作のためのリサーチ、

MMMの情報発信のためのウェブコンテンツの充実を図った10。また、「みなとのおへそ」11の準

備として古民家再生プロジェクトを運営しているところへ話を聞きに行っていたという。このよ

うに、コロナ下では対面のコミュニケーションが難しい状況であるため、コミュニケーションを

前提としたAPを続けていくことは難しい。そのため、オンラインでのワークショップやウェブ

コンテンツを豊富にするなどの活動形態になりやすいだろう。MMMの場合は、地域のリサーチ
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をしなくても作品制作をできるようなプロジェクトやそこを想像で補えるようなアーティストが

いれば、APの新しい形の可能性が広がると田島氏は述べていた。そして、このコロナという状

況はインターネットという新たなAPのフィールドや移動をあまりしない・させないコンテンツ

を考えるきっかけになったという。しかし、オンラインでのAPと対面でのAPにおけるコミュ

ニケーションには差異があり、その効果にも違いが生まれるだろう。そのため、オンライン上の

APでは、人と人が直接で会った時のようなつながりを生むのは難しく、その点に関しては工夫

が必要となる。したがって、インターネットを介して形成されるコミュニティがどのように機能

するのか、そのきっかけとしてAPは有効なのかという問いは、今後の研究において検証される

べきであろう。

4. サードプレイスとしてのアートプロジェクト

ここからは、サードプレイスとしてのAPの可能性を検証する。まず、2.2で確認したサード

プレイスの特徴である「③会話が主な活動」「⑤常連がいる」という点について具体例から考察

する。APについては、しばしば、作品を通して、コミュニケーションがゆるやかに生まれたり、

他者との交流を含む制作過程そのものが作品とみなされたりすることが指摘されるが、MMMも

多種多様な人びとの交流の場となっており、アートが人びとをつなげている。つまり、アートは

一瞬でも人と人とをつなぎ、交流を生み出す可能性をもっていると考える。たとえば、作品の一

つであるひたちなか市の殿山駅の駅名標12をきっかけとして、田島氏と住民との間で話が盛り上

がったということから、アート作品は誰かと一瞬でもつながれる場所だといえる。また、一過性

のコミュニケーションだけでなく、アーティストと作品制作に関係した高校生たちと実行委員の

継続的なコミュニケーションも佐々木樹氏による「《Material poetry》-〈Topographic �ags〉| 

NAKAMINATO／high school （2019） 」でみられる。この作品では、「那珂湊らしい場所/風景

/色合い、思い入れのある場所」に関するアンケートを茨城県立那珂湊高等学校の生徒を対象に

実施し、それをもとに制作をした。 佐々木氏によると、制作の目的は、それぞれが抱く那珂湊

に対する個人的記憶と集合的記憶の境界についての考察を深めることにある。在学する生徒の多

くは卒業後、進路の関係から那珂湊を離れるため、彼らが高校生活を思い返す際に、本作品がそ

れを鮮明にさせる記憶の基点になればというアーティストの想いがつまっている。田島氏へのイ

ンタビューから、ヒアリングという手法を用いた作品制作を通して、アーティストが中心となっ

て、生徒と実行委員の三者間でコミュニケーションが盛んになり、さらに作品制作活動外での交

流も確認できた。そのため、作品制作によって、それぞれの心理的距離が縮まったと考える。こ

のように、MMMの活動は、プロジェクト関係者、住民、アーティストにとって、会話が主な活

動で、平和的な交流をもたらしている。今回、インタビューの内容から、限定的期間ではあるが、

佐々木氏が三者間のコミュニケーションを中心的に生み出していることを確認できた。したがっ

て、アーティストがコミュニティを活発化させるファシリテーター的役割の常連を担っていたと

考えられる。加えて、サードプレイスの特徴である「①中立性」があったと推測できる。それは、

生徒、アーティスト、実行委員というそれぞれの立場はあるが、大きな対立がみられず円滑なコ

ミュニケーションが図られていたことからである。また、「⑧パブリックな第二の我が家」とな

っていたと想像できる。佐々木氏の作品制作の意図から、コミュニティがアイデンティティや帰

属意識を再確認できる場となっただろう。ここまでで、APにおけるサードプレイスの特徴とし

て確認できたのは、「③会話が主な活動」「⑤常連がいる」の 2点である。「①中立性」「⑧パブリ
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ックな第二の我が家」に関しては、推測の域を出ない。

つぎに、「②人を平等にするもの（レヴェラー）」「④アクセスの良さ」という点について見てい

く。田島氏はプロジェクトにおいて実行委員とのフラットな関係を心がけている。それは、実行

委員の自主性や自己決定をうながすためである。また、実行委員会の活動、住民の参加は、自

己決定にもとづくものでボランティア制である。これらのことから、誰に対しても「②人を平等

にするもの（レヴェラー）」があり、何かに縛られることのない「④アクセスの良さ」をそなえて

いるといえる。もちろん、MMMには会期があり、参加者にとっては、会期外は展示やワークシ

ョップなどは開催されていないため時間的な制限はあるが、実行委員やアーティストは会期外に

も活動している。そのため、条件付きのアクセスの良さがあると考える。また、アートをメディ

アとしてコミュニケーションを取り、誰かとつながることを重視しているAPは、サードプレイ

スの場所の概念を、物理的な場所だけでなく、アートにまでそのフィールドを広げて考えること

もできるだろう。さらに、「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内国際芸術

祭」などの屋外展示を常時おこなっているAPにおいては、時間的制約なくアート作品にアクセ

スできるため、サードプレイスにアートを取り入れた結果の利点だといえる。

最後に「⑥目立たない」「⑦陽気で遊び心のある雰囲気」についてMMMの現状から分析する。

MMMが 10年以上も地域に根差した活動を長期的に続けながら、地域住民と程よい距離の関係

性を保っていること、作品展示場所が住民の生活に根差していることから、プロジェクトが地域

や生活の一部として受け入れられているとわかる。それは、オルデンバーグの述べているような

「日常生活のごくふつうの一齣」といえる。一方で、APは人びとを集め、非日常性をもたらして

くれるイベントとしての一面もあるため、「大勢のよそ者や通りすがりの客の目を引かない」（オ

ルデンバーグ，2013）と言うのは難しい。オルデンバーグ自身、サードプレイスが地味とは言い

難い時もあると述べているように、アートが人びとを惹きつけるからこそ、「集う場所（gathering 

place）」（オルデンバーグ，2013）のサードプレイスとして機能する場合もあると考えられる。つ

まり、住民たちが生活する地域にプロジェクトは何気なく存在しているため、「⑥目立たない」

に当てはまり、イベントとしてAPに関わることで、一瞬、日常から離れた視点を得られるため、

「⑦陽気で遊び心のある雰囲気」にも当てはまる。そして、「⑥目立たない」というサードプレイ

スの特徴には反するが、人びとの注目を集めるアートを取り入れることで、人びとが集うサード

プレイスとして機能する点がサードプレイスとしてのAPの特徴の一つである。

加えて、3.のMMMの概要で述べたとおり、プロジェクト参加者、アーティスト、実行委員会、

運営局など、プロジェクトに関係する人びとの多様性から、どのような人にもオープンな場所で

あることがわかる。そのため、石山（2019）があげたサードプレイスの特徴の「誰でも参加でき

る」に当てはまる。さらに、実行委員はボランティアとして自ら応募して、MMMの活動に携わ

っているため、ほかに特徴としてあげた「自発性」も確認できる。

このように、条件付きではあるがオルデンバーグが提唱する特徴に多く当てはまるため、

MMMはサードプレイスとして機能している部分があると考える。加えて、オルデンバーグのサ

ードプレイスの 8つの特徴を通して、サードプレイスにおけるアートの特性を考察することも

できた。その結果、とくに自発的に参加していることが明確なアーティストや実行委員にとって、

APは人びとが集まり協働、共創できるサードプレイスのような場となっていることが確認でき

た。今後、より多くの事例の検証や長期的なフィールドワークが必要になるが、サードプレイス

としてのAPの可能性をより広げていく研究ができるだろう。

ここまで、サードプレイスの特徴の確認とともに、サードプレイスにアートを取り入れること
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の特性を述べてきた。そこに、もう一点、田島氏へのインタビューから、アートが、プロジェク

トと住民との程よい距離感が保てる要因の一つになっていることがわかった。地域の人にはアー

トはなかなか理解されにくく敬遠されがちである。アートの難解さは、今までのAP研究ではマ

イナスにとらえられていたが、MMMに関してはプラスにも働いている。たしかに、地域の人び

とがアートを理解して全面的に協力するということはないが、一歩引いてプロジェクトを温かく

見守っていくスタンスなのだ。つまり、那珂湊の地域性から、住民自らがプロジェクトをコント

ロールすることはないため、プロジェクトとは適度な距離間で「やりたいようにやっていいよ」

というような雰囲気であり、その意味でアートはプロジェクト関係者と住民とのゆるく長い関係

性を築くことを可能にしているといえる。もちろん、そこには那珂湊のよそ者を受け入れるとい

う土地柄やプロジェクト関係者の努力があるという前提のもと成り立っている関係性である。し

たがって、コミュニティの緩やかな人間関係を成立させることもサードプレイスにおけるアート

の特性だと考える。

5. 結語

以上、本稿では、サードプレイスとしてのAPの可能性を検証してきたが、事例としてとりあ

げたMMMは、オルデンバーグがあげたサードプレイスとしての特徴を部分的にそなえている

ことが明らかになった。さらに、サードプレイスにおけるアートの特性についても考察した。そ

れは、アートが地域内外における適度な距離間を保った人間関係や緩やかなつながりをもたらす

ということである。この点は、アートの難解さがプラスへ作用したという、従来のAP研究では

あまりみられない特徴を示している。また、APは、4.で見たような、作品から会話が生まれる

一時的コミュニケーション、ファシリテーターを中心に継続的な関わり合いをつづける長期的コ

ミュニケーションといった両方のコミュニケーションを生み出すためのきっかけになっているこ

とも確認できた。4.の具体例で述べたように、人びとの集うアート作品の存在によってサードプ

レイスとして機能する点や、「場」という概念を広げアートもまたサードプレイスになりうる点、

そのような場面でアートがコミュニケーションを生み出すトリガーとなる点もアートを取り入れ

たサードプレイスの特性といえる。

このような地域を軸としたAPの社会的役割は、アートをメディアとして、地域の魅力を外に

向けて発信し、人を呼び込むことで地域を活気づけることである。そして、協働、共創を通して、

多種多様なプロジェクトの担い手の間にコミュニケーションを生み、コミュニティ形成を促し、

地域とアートを融合したサードプレイス、新しいアートの形をつくりだしている。また、実行委

員にとって自己決定、自己実現できる場所として機能していることがMMMの特徴的な役割で

ある。さらに、サードプレイスの特徴の「誰でも参加できる」という点から、文化的取り組みに

興味がない人やアクセスすることが難しい人に対して、その敷居を無くし、平等に文化に接する

機会を提供するアートの民主化を進める側面も持ち合わせている。また、地域を軸としたAPは、

地域らしさに重きを置いたサイト・スペシフィックな展示が特徴的であるため、歴史や習慣、文

化を後世に伝えていく効果も見込める。MMM2020⇒ 2021のコンセプトによると、ステレオ

タイプな型にはまった地域の姿だけでなく、その時、その場でしか味わえない体験に目を向け、

自分だけの物語をつくることを目標としている。このことから、地域内外の人びとへ地域の新し

い魅力を届け、新たな視点から那珂湊を見ることを可能にするだろう。

今後、APの大きな課題はコロナとの付き合い方である。オンラインを利用したAPが増加し
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ているが、コミュニケーションのフィールドをオンラインへ移行した時に、APの特性である他

者とのつながりへの影響が予想される。活動フィールドが広がることでAPの新しい可能性が得

られるが、つながりの変化に対応したスタイルの模索が求められるだろう。

註

 1　 一般的に、アートというと敷居が高く、なじみにくいととらえられることも少なくない。そのような状況で、
アート、広くは文化への平等なアクセスを目的とし、誰でも気軽にアートにふれられる機会を提供す

ることをアートの民主化とする。

 2　 CiNiiの論文検索を用いて「アートプロジェクト」と「サードプレイス」でフリーワード検索をした。また、「ア
ート」と「サードプレイス」でも検索した。NDL ONLINEと J-STAGEでも同様の検索をした。今回は
国内の論文に限定することとした。

 3　 作品を展示する場所の特性、その地域の固有性を重視し、作品制作に反映させること。地域の特性とは、文化、
歴史、雰囲気、住民の性格など幅広い。アーティストが現地に滞在しながら、住民とのコミュニケー

ションを通して制作をしていく「ワーク・イン・プログレス方式」を取り入れることが多い（藤田、

2016）。
 4　 福島県いわき市の沿岸部、江名・中之作地区で始められたAPで、地域の古民家を修復している。また、ワー

クショップを通して物の大切さ、手塩にかける喜びを伝え、人と関わりながら楽しいコミュニティを

つくることをめざしている。

 5　 サードプレイスにおいて円滑なコミュニケーションを促進するファシリテーター的存在である。
 6 コロナの影響により、2020年MMMは中止だったため、会期中のMMMのフィールド調査できなかっ

た。概要に関しては、MMMホームページの説明、MMM報告書、MMM note、創設者へのインタビ
ューで得た情報を参照している。

 7 2021年 5月 23日、ひたちなか市那珂湊にて、MMM会期外の地域の様子の調査を実施した。
 8 各年の報告書によると毎年の来場者数をカウントする場所や方法が異なるため、正確さに欠ける。
 9 2021年 8月 3日に、感染症対策のためオンライン上（Zoom）でインタビューを 1時間程度実施した。

記録のために録画機能を使用した。

 10　 オンラインで出展作家による自己紹介記事や新しい実行委員の募集、クラウドファウンディングなどを始めた。
また、公式ツイッターアカウント：みなとメディアミュージアム@MMM2020→ 2021（https://
twitter.com/minatom_m）において、過去の出展作家のリレー展示を行った。

 11  2021年の那珂湊地区内の空き家リノベーションプロジェクトである。たとえば、図書館、レンタルス
ペース、コミュニティカフェ、ギャラリー&アーカイブセンター、小箱ショップ、観光案内所などと
して継続的に運営し、交流拠点として機能する予定とのことである。

 12 ひたちなか市の花である「ハマギク」と「ケイトウ」をモチーフにして描かれた駅名標である。
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